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１．はじめに

Form とは、岡村（2012）が開発した、体験学習の学

2013 年に Wilderness Education Association

習過程を評価するためのパッケージツールである。

Japan が設立し、ウィルダネストリップを用いた教

参加者は、学習効果、その要因となった活動、その

育プログラムの普及とその指導者育成に当たってい

活動の意味を回答することにより、プログラムにお

る。2012 年より、backcountry classroom Inc.: BC

ける活動→体験→効果を明らかにし、プログラム評

Inc.では、WEA カリキュラム活用し、企業の人材育

価だけでなく、事業改善に有意義なデータを提供で

成を提供している。本研究の対象である X 企業は、

きるように設計されている。

2012 年より BC Inc.の指導のもと野外研修を導入し、
2014 年度で３回目の実績を持つ。2013 年度からウィ

３E フォームを用いた先行研究からは、選択登山
が他の活動よりも、研修目標を達成するために体験

ルダネストリップの最終日

をより多く提供していることが

にファイナルエクスペディ

明らかになっているが（稲垣ら,

ション（選択登山）を導入

2013; 中川ら, 2013）
、選択コー

したが、難易度に比例して、

スの比較は本研究が初めてであ

研究効果に差が生じ、難易

る。また、難易度の高い活動と低

度の低いコースを選んだも

い活動の学習過程を明らかにす

のへの教育効果が 2014 年

ることは、X 企業のニーズに応え

度の課題となった。

る貴重な事業評価データとなる。

本研究の選択登山に当た

そこで本研究の目的は、短期企

る自主的な登山を WEA の指

業研修におけるファイナルエク

導者養成のために National

スペディションが研修目標を達

Standard Course: NSC では、
ファイナルエクペディショ
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ンと称し、古くから実施されているカリキュラムで

２．方

成するための学習過程に及ぼす
効果を明らかにすることである。

法

ある。このコースは 3 週間を基本として、最後の 2

本研究の研修は、X 企業が主催する 2014 年度新入

泊 3 日程度を、それまでの学習を基礎に参加者が自

社員研修であり、BC Inc.が、企画、運営、指導した。

立して遠征計画、山行を行うものである。BC Inc.

対象者は 122 名であり、8〜9 名の班に対して 1 名の

では、このカリキュラムを基に、短期間の企業研修

野外教育のトレーニングを受けた民間指導者及び大

においても選択型のファイナルエクスペディション

学生・大学院生が指導に当たった。5 班で 1 ユニッ

を導入しているが、元々のカリキュラムに対し参加

トを形成し、それぞれのユニットに 1 名のユニット

者の成熟段階に限界があり、その効果は十分にはま

ディレターを配し、全体プログラム（ガイダンス、

だ検証されていない。

ふりかえり）は約 40 名規模のユニットを単位として

３E フォーム：Experiential Education Evaluation

行った。

プログラムは、1 日目に、ベースキャンプにて、

会を提供し、
「責任感」や「ポジティブ感情」を学習

野外生活技術のトレーニングを行った。2 日目に山

する場となった。さらに、
「選択登山」を「挑戦・達

中に入り、ナビゲーション、LNT などのトレーニン

成体験」ととらえたものは、
「ポジティブ感情」を学

グを行いながら、宿泊地をめざした。3 日は、本格

習する機会となった。これは、これまでの事前に計

的な稜線歩きを通じて、トリッププランニングやナ

画された集団登山という課題から、自分でルートを

ビゲーションのトレーニングを継続し、宿泊地に到

選択し、山行計画を計画しなければならない選択登

着後、空身で標高差約 300m の山域の最高峰にピスト

山で、より当事者意識を強く持ったことや、仲間と

ン登山した。その後参加者にはファイナルエクスペ

の協力や、困難を乗り越えたときの達成感が、物事

ディション（選択登山）の計画が説明され、選択コ

を肯定的にとらえることのできるポジティブ感情に

ースを単位として、グループ再編、山行計画の作成、

発展したと考えられる。

遠征準備を行った。選択コースは、6km の縦走と車

次に２つの選択コースを分割変数として、χ2 検定

道 11km を含む想定 7 時間の A コースと、11km の縦

の結果、
「活動」に 10％水準で有意な傾向があり（χ

走と 4km の車道を含む想定 9 時間の B コースの 2 つ

2

=13.01）
、B 参加者の方が、学習の場となった活動と

のコースから

して、
「選択登山」

選択するもの

を選択している傾

であった。4

向が明らかになっ

日目には各グ

た(残差=2.81)。そ

ループが独自

の他「体験」と「効

の計画をもと

果」
に有意な差は認

に山行を行っ

められなかった。B

た。最も早い

コースを選択した

グループは

班のほとんどは、
夜
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3:00 に宿営地をスタートし、最も遅いグループは
明け前の真っ暗な中登山に出発し、登山経験のな
15:00 にゴールに到着した。その後、ゴール地点の

い参加者にとって、負荷の高いスタートとなった。

宿舎の前庭となる湖畔でふりかえりを行った。

また、ほとんどが山中での行程となる B コースの方

調査は、4 日目の夕食後に、ラダーリング調査を

が、常に地図読み、助け合いなどの機会があったと

一斉調査で行った。質問１「あなたがこの研修でも

考えられる。一方、A コースは、ルートの約 3 分の 2

最も身についたと考える能力は何ですか」の問いに

が一本道の車道であり、ひたすら歩き通すことが中

対し、本研修の研修目標である「動機付け」
「責任感」

心の課題となり、意志決定や問題解決の機会が少な

「問題解決力」
「ポジティブ感情」
「創造力」から選

かったと考えられる。

択した。次に質問２「その能力が最も身についたと

４．まとめ

考える活動は何ですか」の問いに対し、本研修の具

本研究において、難易度の高いコースの方が、他

体的なプログラムから選択した。質問３「その活動

のプログラムに比べ学習のための体験の機会を提供

はあなたにとってどのような体験でしたか」に対し、

することが明らかとなった。一方、本研究では教育

西田ら（2002）が明らかにした自然体験の分類から

効果の差は検証していないので、これはさらなる研

選択した。この手続きを最大 3 回まで求めた。得ら

究の課題として残っている。また、今後の短期野外

れたデータは３E フォームにより分析した。

研修におけるファイナルエクスペディションの運用

３．結果及び考察

上の課題は、参加者をいかにより高度な課題にチャ

データ収集の結果、
340 件の有効回答が得られた。

レンジさせるかという指導法、プログラム設計と、

カットオフレベルを 15 に統制した全体結果を図１

期間、対象者に合わせたファイナルエクスペディシ

に示した。この研修では「選択登山」が最も研修目

ョンの難易度の設定である。

標を学習する活動となり、
「他者との交流体験」の機
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１． はじめに

２． 本研究の課題

ウィルダネス教育とは、Wilderness Education

アメリカでは自然保護を目的としたウィルダ

Association（WEA）を中心として広まった、野

ネス法（Wilderness Act, 1964）に示されるよう

外教育の一つのムーブメントとして捉えられる

に、人の手の入らない「原生自然」の場所をウィ

ものである。先の研究発表においてはわが国のウ

ルダネスとして明確に区別し、そこをレクリエー

ィルダネス教育の意義について、WEA の指導者

ション活動の場として従来活用してきたという

養成課程を引き出して、検討することに努めた。

社会的・歴史的な背景がある。一方、わが国で親

1)

しみの深い自然環境は「原生自然」よりも「里山」
さて、
WEA はアメリカで 1977 年に設立され、

にあるといえる。わが国における森林の内、自然

その後欧米諸国を中心に普及・発展してきた野外

林は 17.1%であり、その他は二次林や植林である

教育団体である。WEA はアメリカではアウトワ

といわれている。2)人間と自然が共存する里山文

ード・バウンド（OBS）やナショナル・アウト

化の中でわが国のウィルダネスをどのようなも

ドア・リーダーシップ・スクール（NOLS）と肩

のとして捉えることができるかという点につい

を並べる野外教育団体として知られているが、わ

ては、
「保全」や「保存」といった環境倫理の視

が国ではこれまでコンスタントに活動が展開さ

点を含め、なかなかこれといった答えを導き出す

れてきたわけではなく、なかなか一般的な馴染み

ことは難しい。

も薄い。また、その影響もあってかウィルダネス

欧米においてウィルダネス教育の活動プログ

教育という概念や考え方もわが国で浸透してこ

ラムはウィルダネス体験プログラム

なかった。

（Wilderness Experience Programs; WEPs）と

2013 年にはわが国でも WEA との協定によっ

して実践される傾向がある。Friese（1998）は

て Wilderness Education Association Japan

WEPs について、「個の伸長、セラピー、リハビ

（WEAJ）が設立され、ウィルダネス教育を国内

リテーション、教育、リーダーシップや組織の育

向けに展開し始めた。わが国でウィルダネス教育

成のためにウィルダネスもしくは相当する場所

の実践を広めていくにあたって、言葉だけが一人

で行われる野外活動プログラム」のことを指すと

歩きしないよう、わが国の野外教育におけるウィ

述べている 3)。ウィルダネス教育において求めら

ルダネス教育の意味をきちんと整理する必要が

れる場というものは必ずしもウィルダネス環境

あると考えられる。

の厳密性に焦点を当てるものではなく、人間形成
を目的とする立場に立つことを第一義に考える

ものとして捉えることができる。
わが国のウィルダネス教育の実践にあたって

響を及ぼす地域での活動を前提にしている。
４）野外・災害救急法

は、わが国特有の環境や歴史、習慣などを考慮す

野外・災害救急法は WEA のカリキュラムとし

ることが重要だという知見をこれまでに得てき

て扱われるものではなく、カリキュラムを受ける

た。本研究においては、上述した見解を前提とし

条件としてその修得を求められるものである。ウ

た上で、WEA の指導者養成カリキュラムをウィ

ィルダネス教育は救急車を呼んで対処すること

ルダネス教育のモデルとして位置づけ、アメリカ

が困難な場所での活動を前提としているため、自

で普及・発展したウィルダネス教育の活動実践の

身やグループの仲間を救助できる能力を身につ

場をわが国でどのように理解していくべきか、検

けることが必要となる。野外・災害救急の技術は

討することを目的とする。

カリキュラムの中でも応用される。

３． WEA の指導者養成カリキュラムから見る

４． わが国の自然環境から考えるウィルダネス

ウィルダネス教育の活動実践の場について

教育の場

WEA で行われる指導者養成カリキュラムには

アメリカの野外教育はその広大な土地に支え

いくつかの特徴がある。ここでは 6 コア・カリキ

ら れ て 発 展 し て きた と 考 え ら れる 。 OBS や

ュラム、ウィルダネスでのバックパッキングの遠

NOLS、WEA などの団体もその影響を色濃く受

征（Expedition）、リーブ・ノー・トレイス（Leave

けてきたといえる。また、わが国の野外教育もア

No Trace; LNT）、野外・災害救急法の 4 点を例

メリカの影響を少なからず受けてきたといえる

に取り、ウィルダネス教育の活動実践の場につい

が、しかしながらわが国固有の歴史や文化、風土

て検討していきたい。

などによって独自の発展も遂げてきた。

１）6 コア・カリキュラム

わが国でのウィルダネス教育の活動実践にあ

WEA の指導者養成は 6 コア・カリキュラムと

たっては、長期遠征を通して教育効果を得ること

いう 6 つの教育要素（野外生活、行動計画、リー

ができ、かつ人の手の及びにくい場を求めると同

ダーシップ、リスク・マネジメント、自然との共

時に、わが国特有の自然環境を上手に活用するこ

生、教育）を求める独自の課程によって行なわれ

とが望まれるのではないだろうか。今後も検討を

ている。ここで行われるウィルダネス教育とは環

重ね、ウィルダネス教育の概念の整理に向かって

境や自然保護そのものに焦点を当てるものでは

いくことが必要になろう。

なく、冒険的な教育活動の展開の場としてウィル
ダネスを活用している。
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冒険教育プログラム参加経験が
参加者の自己肯定意識と対人関係性に及ぼす影響
Influences of participation in an adventure education program
on camper's Self-Consciousness and interpersonal relationships
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キーワード：冒険教育プログラム、OBS(Outward Bound School)、自己肯定意識、対人関係性

【目的】
1960 年代の後半から野外教育の分野で世界的に発展し

OBS プログラムでも導入されている冒険教育プログラム
を導入したものである。

てきた活動に、冒険的活動を主体とした冒険教育プログラ

研究Ⅱでは、平成 25 年 4 月 25 日から 7 月 9 日の日程

ムがある。飯田（1981）は、
「冒険教育プログラムは、自

で行われ、ジャルト 76 日間に参加した 16 名のうち、す

然環境の中で行われるストレス経験に基づく教育的活動

べての検査が回収された 20 代の 6 名（男性 3 名、女性 3

である」と定義している。また、冒険教育プログラム参加

名）を分析対象者とした。

経験における自己概念等の効果の立証は数多くの研究が

２．検査および手続き

なされている。
冒険教育の起源は、1941 年に設立された OBS

研究Ⅰでは、冒険教育プログラム参加経験による自己肯
定意識と対人関係性の変容を測定するために以下の検査

（Outward Bound School）だと言われている。OBS は

を実施した。

創設以来、世界各地に学校が作られ、2013 年段階で 33 か

①「自己肯定意識尺度」
（平石 1990）

国 48 校が活動している。我が国では、1989 年長野県小谷

②「対人関係性尺度」
（高井 1999）

村に OBS 日本校が設立された。
日本校においては、小学生から成人を対象としたさまざ

これらの検査を、キャンプ直前・キャンプ直後・キャン
プ１ヶ月後の計 3 回実施した。

まなプログラムがあるが、冒険教育の指導者育成を主な目

研究Ⅱでは、研究Ⅰと同様の検査を実施し、ジャルト直

的とした指導者養成コース（ジャルト）がある。このジャ

前・9 日目・29 日目・38 日目・42 日目・修了式後（76

ルトは約 2 ヶ月間という長期のプログラムであるが、ジャ

日目）の計 6 回実施した。また、OBS が参加者自分自身

ルトを対象とした研究はほとんどみられない。本研究では、

のふりかえりや今後のプログラムに活かすため、インプレ

冒険教育の効果を検証するにあたり、研究ⅠとⅡに分け、

ッションシート（感想文）を求め、研究Ⅱでは、質的な分

研究Ⅰでは、OBS の冒険教育プログラムを導入した大学

析をする参考資料として使用した。

キャンプ実習参加者、研究Ⅱでは、OBS におけるジャル

【結果および考察】

ト 76 日間参加者を対象とし、冒険教育プログラム参加経

１．研究Ⅰ

験が参加者の自己肯定意識に及ぼす影響を明らかにする

１）自己肯定意識の変化

ことを研究目的とする。また、自己肯定意識と深い関わり

被験者全体では、すべての因子でキャンプ直後に有意に

を待つ対人関係性についても検討を行う。

向上し、
「自己実現的態度」
、
「充実感」の 2 因子では、キ

【研究方法】

ャンプ 1 ヶ月後までその効果が維持された。
「自己受容」
、

１． 被験者

「自己表明・対人的積極性」の 2 因子についてはキャンプ

研究Ⅰでは、平成 25 年 9 月 17 日から 20 日の 3 泊 4 日
の日程で行われ、K 大学キャンプ実習に参加した大学生

1 ヶ月後まで効果が維持される傾向（10%水準）が見出さ
れた。

71 名のうち、
全ての検査が回収された 70 名
（男子 38 名、

また、キャンプ参加前の自己肯定意識合計得点から 3 群

女子 32 名）を分析対象者とした。キャンプ実習の活動は

を設定し、その変化をみた。キャンプ参加前に自己肯定意

識が低かった者（下位群）は、多くの因子でキャンプ直後

日目から 29 日目にかけては、自己肯定意識の「自己閉鎖

に有意に向上し、1 ヶ月後においてもその効果が維持され

性・人間不信」因子、対人関係性の「閉鎖性・防衛性」
、

た。また、変化量（キャンプ直前の因子得点からキャンプ

「ありのままの自己を生きる姿勢」
、
「他者依拠」の 3 因子

直後の因子得点を引いたもの）も大きかった。

で顕著な変化をした。また、29 日目から 38 日目にかけて

２）対人関係性の変化

は、自己肯定意識の「自己表明・対人的積極性」因子、対

被験者全体では、
「閉鎖性・防衛性」
、
「ありのままの自
己を生きる姿勢」
、
「他者受容」の 3 因子でキャンプ直後に

人関係性の「他者依拠」因子で顕著な変化をした。
③インプレッションシートによる分析

有意に向上し、
「ありのままの自己を生きる姿勢」
、
「他者

男性 C と女性 F の両者とも「自分を好きになれた」や

受容」の 2 因子では、キャンプ 1 ヶ月後までその効果が維

「信頼関係が築けた」などの記述がみられ、自己肯定意識

持された。

と対人関係性が肯定的に変化した結果を支持するもので

４）自己肯定意識と対人関係性との関連

あることが示唆された。

自己肯定意識と対人関係性の各得点のキャンプ前後の

【まとめ】

変化量（キャンプ直前の因子得点からキャンプ直後の因子

本研究では、冒険教育プログラム参加経験により自己肯

得点を引いたもの）についての関連の検討も行った。自己

定意識と対人関係性が肯定的に変化することが明らかと

肯定意識合計得点と対人関係性の5因子中4因子で相関が

なった。

認められ、対人関係性合計得点では、高い正の相関
（r=0.54）が認められた。
これらのことから、自己肯定意識と対人関係性の向上は、
互いに連動し、人に対して心を開き、自分の意見を積極的
に言おうとすることが、自己肯定意識を高める要因の一つ
になっていることが示唆された。
２．研究Ⅱ
１）自己肯定意識と対人関係性の変化

研究Ⅰでは、自己肯定意識がもともと低い者は変化量が
大きく、持続性があることが明らかとなった。また、自己
肯定意識と対人関係性の関連では、互いに連動しているこ
とが明らかとなった。
研究Ⅱにおいても、被験者全体では同様の傾向がみられ
た。
ジャルト 2 名のケーススタディにおいて、男性 C は初
日から 9 日目に多くの因子で顕著な変化を示した。ジャル

被験者全体（6 名）では、自己肯定意識ではジャルト経

ト初めの 9 日間は他のプログラムとは違い、指導者として

験により、肯定的に変化し、もともと自己肯定意識が低か

ではなく、参加者として冒険教育を体験し、新しい自分へ

った者が高い者に近づく傾向にあった。

の発見を一つの目標としたプログラムである。このプログ

対人関係性においても、同様の傾向が認められ、研究Ⅰ
の自己肯定意識下位群の変化と同様の結果が得られた。

ラムを経験したことにより、男性 C は自己の内面に大き
な変化があったと考えられる。

２）自己肯定意識と対人関係性が低い者のケーススタディ

女性 F では初日から 9 日目にかけては自己肯定意識の

研究Ⅱでは、被験者の数が少ないことから、自己肯定意

「被評価意識・対人緊張」因子のみ顕著な変化を示しただ

識と対人関係性がもともと低かった男女 2 名について、ケ

けでとどまり、9 日目から 29 日目にかけて多くの因子で

ーススタディを行い、詳細を検討した。

顕著な変化を示した。ジャルト中盤のディスカッションを

①男性 C について

多く取り入れたプログラムが女性 F に影響を与えていた

男性 C はジャルト経験により、自己肯定意識と対人関
係性が肯定的に変化し、特に自己肯定意識の「充実感」
、

と考えられる。
研究Ⅰでは、冒険教育プログラムを導入した短期間のキ

「自己閉鎖性・人間不信」
、
「被評価意識・対人緊張」の 3

ャンプであったが、自己肯定意識と対人関係性の向上が認

因子で顕著な変化があった。また、対人関係性では、特に

められ、また、研究Ⅱでは、ケーススタディにおいて、変

「閉鎖性・防衛性」
、
「他者依拠」の 2 因子で顕著な変化が

化の過程に違いがみられた。以上、本研究では、短期間の

あった。

冒険教育プログラムにおいても効果が立証されたが、変化

日程的な変化では、初日から 9 日目で顕著に変化し、そ
の後緩やかに変化していった。
②女性 F について
女性 F の変化は、初日から 9 日目にかけて、自己肯定
意識の「被評価意識・対人緊張」因子が顕著に変化し、9

の過程には個人差があることが明らかとなった。
本研究の結果から、冒険教育プログラムを経験すること
により、自己肯定意識と対人関係性が肯定的に変化するが、
今後、その変化に及ぼす要因などさらなる研究が必要だと
考えられる。
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冒険教育プログラムを体験した大学生のアサーション行動に関する研究
～小集団への適応感に着目して～
A study about assertive actions of college students who experienced the adventure education program
Focusing on adjustment of the small group

○津々木 健香（びわこ成蹊スポーツ大学大学院）
中野 友博、林 綾子（びわこ成蹊スポーツ大学）
キーワード：冒険教育プログラム、大学生、アサーション行動、適応感
1． 緒言

の大学生用アサーション行動尺度を参考に筆者

青年期は他者の中での自分を強く意識し始め

が作成した調査用紙を用いて B 大学 2 年次生 258

る頃であり、今日学校不適応や友人関係の希薄化

名を対象に予備調査を行い、ノン・アサーティブ、

などが深刻な問題となっている。その解決策とし

アグレッシブ、アサーティブ（以下各 AG、NA、

て、「自分の気持ち、考え、信念などを正直にそ

AS）の 3 因子 20 項目からなる尺度を完成させ、

の場にふさわしい方法で表現し、相手が同じよう

本研究に用いた。

１）

に発言することを奨励しようとする態度 」であ

（2）大久保ら３）の大学生用適応感尺度：「居心

る“アサーション”が注目されている。一方、過

地の良さの感覚」
「被信頼・受容感」
「課題・目的

酷な自然環境の中で課題を乗り越えていく冒険

の存在」
「拒絶感の無さ」の 4 因子 29 項目からな

教育プログラムでは、活動を共にする小集団にお

る尺度を用いた。

いてアサーティブな関わりが必要とされる。また、

（3）ふりかえりシート：体験についてのふりか

筆者は小集団へ適応感とアサーション行動には

えりや、実習中における小集団での居心地や自身

関連があるのではないかと考える。

の発言、傾聴についての調査用紙を用いた。

そこで本研究では、冒険教育プログラムを体験

調査時期のまとめを表 1 に示す。

した大学生のアサーション行動の変容を、小集団

表 1：調査時期まとめ

への適応感に着目して明らかにすることを目的
とする。
2． 研究方法
【対象者】2013 年 9 月 14 日から 20 日にかけて
行われた、B 大学野外スポーツコース専門実習に
参加した 3・4 年次生（男子 17 名、女子 10 名）
計 27 名を対象とした。
【プログラム概要】本実習の目的は、主に野外ス
ポーツの専門性を高めることであり、冒険的な要
素を含むプログラム内容で構成されている。期間
は 6 泊 7 日間の予定であったが、悪天候により一
時中断され、前半の 2 泊 3 日で「縦走登山」、
「ソ
ロビバーク」、
「ソロ登山」
、
後半の 2 泊 3 日で「40km
ハイク」
、
「びわ湖カヤック」、
「オーバーナイトハ
イク」、
「生還パーティー」が行われた。
【調査内容】
（1）簡易版青年用アサーション行動尺度：蔭山２）

実習中

実習前日
pre

縦走登山

40kmハイク

実習直後
post1

実習1ヶ月後
post2

アサーション行動

○

－

－

○

○

適応感

○

－

－

○

－

ふりかえりシート

－

○

○

○※

－

※「びわ湖カヤック」、「オーバーナイトハイク」同時に実施

3． 結果と考察
（1）アサーション行動について
pre-post1-post2 間のアサーション行動の変
容を検討するために時期を要因とする 1 要因の
分散分析を行った。その結果、AG（ F=.37）、NA
（F=.69）、AS（F=.79）いずれにおいても有意差
はみられなかった。これついては、個人差が大き
いことが原因と考えられる。そこで、pre におけ
る 3 因子それぞれの得点が平均値より高得点で
ある対象者を「上位群」、平均点より低得点であ
る対象者を「下位群」とし、群別に分散分析を行
った。その結果、AG 上位群における AG 得点が
pre-post1 間で有意に低下し（F=2.07,p<.05）、

AS 下位群における AS 得点が pre-post2 間で有意

（3）適応感とアサーション行動の関連について

に向上した（F=-1.62,p<.05）
。これらの結果を表

AG、NA、AS 得点と適応感得点の関連を検討す

2 に示す。AG 上位群のふりかえりシートの記述に

るために、Pearson の相関係数を算出したところ、

「ネガティブな発言が多く雰囲気を悪くしてし

いずれにおいても有意な相関はみられなかった。

まった」
、
「自分の事ばかりになっていた」
、
「もっ

そこで、実習中の場面に着目し、ふりかえりシー

と相手のことを考えないといけないと思った」と

トにて 4 段階評定で調査を行った、小集団におけ

いう、自分本位の行動を反省し、周りへの配慮を

る「居心地」、
「発言」、
「傾聴」の関連を検討する

意識しようとする内容が多くみられた。このこと

ために、Pearson の相関係数を算出した。その結

から、もともと比較的 AG である人は、冒険教育

果、それぞれに正の相関があることが明らかにな

プログラム体験を通して、時には自己主張を抑え

った（表 3）。このことから、小集団での居心地

ることの大切さに気付き、AG が和らいだと考え

が良いと感じることで自分の意見を言いやすく

られる。AS 下位群のふりかえりシートの記述に

なり、相手の話も聞き入れやすくなると考えられ

は「助け合いの大切さが分かった」
、
「グループの

る。つまり、アサーティブな行動には集団内での

目標を達成するために自分にできることを考え

居心地の良さが重要であると言える。

行動できた」、
「困っている人に声掛けをして、ど
うすればいいかを考えた」という、小集団での活
動を成功させるための行動や周りへの配慮がで
きたという内容が多くみられた。このことから、

表 3：「居心地」、
「発言」、
「傾聴」の相関
n =108
居心地
発言
傾聴

居心地
-

発言
0.33 **
-

もともと比較的 AS ではない人は、冒険教育プロ
グラム体験を通して、周りを配慮しつつ積極的に
他者と関わることで、AS な行動ができるように
なったと考えられる。

上位
下位
上位
NA
下位
上位
AS
下位
AG

ｎ
14
13
10
17
14
13

M(SD)
pre
20.14(2.86)
14.46(2.26)
20.00(1.83)
15.35(1.46)
20.36(0.84)
15.69(1.70)

post1
18.07(3.45)
16.31(4.03)
18.90(3.48)
15.29(3.37)
18.64(3.61)
16.77(3.00)

**p <.01,*p <.05

4． まとめ
冒険教育プログラムを体験した大学生におい
てもともと AS 得点の低い人のみが AS 得点が有意

表 2：上位群、下位群別の分散分析・多重比較の結果
因子 群

傾聴
0.22 *
0.41 **
-

F値

多重比較

post2
18.86(3.92) 3.00 * pre<post1
14.62(4.75)
2
18.20(5.10) 1.7
15.47(3.09) 0.1
19.50(3.30) 2.2
17.31(2.43) 3.1 * pre<post2
* p <.05

（2）小集団への適応感ついて
pre-post1 間の適応感得点の変容を検討する

に向上し、個人の特性が大きく影響する結果とな
った。今後の課題としては、個人の特性とアサー
ション行動との関連を明確にすること、対象者の
疲労を考慮し調査時期を検討すること等が挙げ
られる。また、今回予備調査にて作成した簡易版
アサーション行動尺度においても、冒険教育現場
で対象者がより自身の行動をイメージしやすい
内容に改善する必要があると考える。

ために t 検定を行った結果、有意差はみられなか
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Threat to shellfish in Red Data Book OKINAWA

張本 文昭（沖縄キリスト教短期大学）
キーワード ：おきなわレッドデータブック、貝類、生存脅威

貝はその形状や色彩などが魅力的で、海辺では

	
 

.

3

2

3

貝拾いをすることも多いだろう。また、食材調達

沖縄県は1996年に「沖縄県の絶滅のおそれの

としての潮干狩りや、装飾品や貨幣、また力を示

ある野生生物」、2005年に「改訂･沖縄県の絶滅

すシンボルとして用いられてきた文化的歴史が

のおそれのある野生生物-動物編-」を発行し、哺

ある。生物学的に貝は、軟体動物門に属し、地球

乳類23種、鳥類76種、爬虫類34種、両生類10種、

上に 11 万種あまり、日本では 6 千種あまり、沖

魚類56種、甲殻類76種、昆虫類160種、クモ型

縄には 2〜4 千種の貝類がいるとされている。

類6種、ムカデ・ヤスデ類34種、貝類362種を掲

日本の国土の 0.6%に過ぎない沖縄において、

載した。

日本産貝類の 1/3〜2/3 が確認されることからも

本報告では、おきなわレッドデータブックに掲

分かるように、沖縄は日本の中でも生物多様性に

載されている貝類362種に関して、1)危機状態に

富んだ地域である。それは太古から大陸や日本列

対するランク付け、2)生息地、3)生存に対する脅

島と陸続きになったり離れたりを繰り返しなが

威の3点について集計、分類した。

ら島々が形成されたという地史的特徴や、亜熱帯
性気候帯に属すること、また森林、洞窟、河川、
マングローブ林、干潟、砂浜、海岸崖、サンゴ礁

	
 

1

などの多様な生態系があり、島と海とが相互につ

362 種をカテゴリー （危機状態に対するラン

ながりあいながら存在しているという島嶼的特

ク付け）ごとに集計し、各カテゴリー毎に生息地

徴による。イリオモテヤマネコやヤンバルクイナ

を分類した。その結果を表-1.に示す。

1)

に代表される固有種も多く認められる。

表-1. カテゴリー別掲載種数とその生息地

一方、陸地面積が狭いために人間活動の影響を
受けやすく、多様な自然は現在、衰退や単調化の
傾向にある。2〜4 千種とされる貝類においても、
362 種類が「改訂･沖縄県の絶滅のおそれのある
野生生物（おきなわレッドデータブック）」に掲
載されている。
一種類ずつ項目毎に解説されるレッドデータ
ブックについて、生息地や生存脅威について集計、
分類し、可視化することを試みた。

EX
CR
EN
VU
NT
DD
LP
計

森林
陸地
2
6
8
31
40
7
0
94

海域
0
10
18
41
91
47
3
210

汽水
河口
0
5
5
9
13
5
0
37

淡水

計

0
0
0
9
8
4
0
21

2
21
31
90
152
63
3
362

63種については環境条件の変化によって容易
に絶滅が危惧されるが、生育･生息状況等の情報

が得られていない。よって以後の生存に対する脅
威に関する集計と分類は、残る299種について行
った。

このようにしてレッドデータブック掲載種に
ついて改めて集計、分類してみると、人が引き起
こす森林伐採や埋め立て、赤土等の土砂流出や護
岸工事、河川改修や水質悪化等、自然環境に対す

299 種について、カテゴリーを無視し、生息地

る様々な負の影響が、貝類の生存に対していかに

毎の生存脅威に関して集計、分類した。これらの

脅威となっているのかが、数字として可視化でき

結果を表-2.〜5.に示す。

た。沖縄県はレッドデータブック発行の意義とし
て、1）自然環境保護のための指針として、2）

表-２. 森林･陸地に生息する貝類に対する脅威
（対象 87 種）
森林伐採
採集圧
土地改良

85
８
２

表-3. 海域に生息する貝類に対する脅威
（対象 163 種）
埋立
土砂流出
護岸工事
水質悪化
浚渫
採集圧
サンゴの死滅
詳細不明

131
104
38
16
14
５
１
３

表-4. 汽水域･河口域に生息する貝類に対する脅威
（対象 32 種）
護岸工事
埋立
土砂流出
河川改修
水質悪化
採集圧
森林伐採
土地改良
詳細不明

22
14
8
5
4
２
１
１
２

沖縄県の貴重な文化財として、3）遺伝的多様性
の保護として、4）教育教材および研究資料とし
て、を示しているが、1）2）4）は野外教育の範
疇に入ると思われるので、今後も活用したい。
ところで沖縄県は生物多様性や自然環境保全
に関して様々な目標や地域戦略を策定している。
その一方、環境影響評価法および沖縄県環境影響
評価条例が対象とする大規模事業を 35 事業、既
に実施あるいは計画している。これら対象事業と
ならない公共事業も高率補助金や米軍関連交付
金等により、数多くなされており、また計画され
ている。
現在置かれている開発と保護という二項対立
的課題と生物多様性に関する情報を念頭に置き
ながら、生態系サービスの考え方を野外教育にも
取り入れたい。日本人はこれまで、農林漁業や祭
祀などを通して多くの生き物や豊かな自然と共
生する地域固有の文化を育んできた。それらを再
確認し、日本における野外教育の一つの理念や方

表-5.淡水域に生息する貝類に対する脅威
（対象 17 種）
河川改修
水質悪化
土地改良
土砂流出
埋立
農薬
採集圧

14
4
2
１
1
１
1

向性、手法を見いだせるのではないかと考える。
3

2

1

EX(絶滅)すでに絶滅したと考えられる種
CR(絶滅危惧Ⅰ類)絶滅の危機に瀕している種
EN(絶滅危惧Ⅱ類)絶滅の危機が増大している種
NT(準絶滅危惧)存在基盤が脆弱な種
DD(情報不足)評価するだけの情報が不足している種
LP(絶滅のおそれのある地域個体群)

地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの
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An investigation into the actual conditions about Cutter Training Program
In a case of Youth Training Center
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バックカントリースキーツアーの安全対策と今後の課題
Safety measures and future issues in the backcountry ski tour companies
○坂谷充（びわこ成蹊スポーツ大学）

井村仁（筑波大学）

キーワード：バックカントリースキーツアー，安全対策

【諸言】

p.95）に掲載されており，アンケート調査協力の

2007 年 2 月青森県八甲田山においてガイド 5

承諾が得られた 37 団体とした．調査は郵送法で

人を含む 24 名がバックカントリースキー（以下

行った．回答が得られたのは 17 団体（回収率

BC スキー）ツアー中，雪崩に巻き込まれ計 10 名

46％）であった．

が死傷する事故が発生した（朝日新聞，2007）．

2．インタビュー調査

近年は BC スキーが注目を集めており，多くの団

アンケート調査の結果をもとに，半構造化イン

体から様々な形態の BC スキーツアーが提供され

タビューを用いて行った．調査対象はアンケート

ているが，これらのツアーはどのような安全対策

調査で回答のあった 17 団体のうち，アンケート

を講じているのだろうか．

の回答や団体規模などに偏りがないように 6 団

そこで本研究は安全に BC スキーを楽しむため

体を調査対象とした． 2008 年 12 月 10 日から 15

に，提供する側の視点から BC スキーツアーの安

日までの期間で調査を行った．調査時間は約 1

全対策を検討することで，安全対策に影響を及ぼ

時間半であった．分析方法は「安全対策としてで

す要因および今後の課題を明らかにすることを

きている点」，
「できていない点」，
「安全に対する

目的とする．

考え方」
，
「安全対策に影響する要因」
，
「問題点」，

【研究方法】

「課題」
，
「今後に向けて」に関連するキーワード

本研究ではアンケート調査とインタビュー調
査の 2 段階の調査を設定した．

を抽出し，KJ 法を用いて図解化した．
【結果と考察】
アンケート調査の結果で特徴的だった項目を

1．アンケート調査
調査用紙は筆者が開発したものを用いた．調査

表 1，表 2 に示す．これらのアンケート結果をも

対象はスキー雑誌「SPRAY」
（岩佐，2008，p.p94-97），

とにインタビュー調査を実施した．インタビュー

「The Last Frontier」（スキージャーナル，2007，

調査の結果を KJ 法を用いて図解化したものを図

14)
36)
37)
26)
38)
12)
13)

改善意識が高い項目
自団体でのガイドトレーニングや外部講習会を通して、
ガイドがガイド業務に関連する法について知識を有するようにしている。
ツアー後、顧客満足に関するアンケートを行っている。
ツアー後参加者に対して安全に関するアンケートを行っている。
緊急時のレスキュー体制が整っている。
ツアー実施後にスタッフミーティングなどで安全対策に関する評価と改善を行っている。
自団体でのガイドトレーニングや外部講習会を通して、
ガイドが山や冬山の知識・技術を有するようにしている。
自団体でのガイドトレーニングや外部講習会を通して、
ガイドが救急法や搬送法などセルフレスキューの知識・技術を有するようにしている。

割合
86.7%
75.0%
68.8%
56.3%
56.3%
53.3%
50.0%

表 1．アンケート調査で安全対策が不十分だった項目
14)
20)
1)
9)
36)
5)
37)

安全対策が不十分な項目
自団体でのガイドトレーニングや外部講習会を通して、
ガイドがガイド業務に関連する法について知識を有するようにしている。
事故が発生した時のために、参加者に免責同意書へのサインを求めている。
申し込み時に健康状態（持病・既往歴）を確認している。
参加者にはヘルメットを着用させている。
ツアー後、顧客満足に関するアンケートを行っている。
参加者に対して事前に机上講習を行っている。
ツアー後参加者に対して安全に関するアンケートを行っている。

表 2．アンケート調査で改善意識が高かった項目

平均点
2.9点
2.9点
2.8点
2.2点
2.1点
1.7点
1.7点

1 に示す．

hospitality について，「ガイドは接客業・サー

インタビュー調査で安全対策に影響を及ぼす

ビス業であるという考えで参加者に接すること

要因として①団体の方針，②ガイド要因，③フィ

で，結果として安全性が高まる．」
「いかに快適に

ールド要因，の 3 つが明らかになった．①団体の

楽しんでもらえるかといった気配りが必要であ

方針について，安全対策は，団体代表者やガイド

る」という回答が得られた．資格基準に関しては

の安全に対する考え方に大きな影響を受ける．ま

「社会的地位や信頼を得るために必要である」と

たツアー内容によっても安全対策は変わる．安全

いう回答がみられた．しかし資格取得のための費

の主体について，参加者の安全を守る主体は，ガ

用と時間が課題として明らかとなった．下見に関

イドという立場と参加者自身という立場に分か

して，必要という立場と，必要ではないという立

れた．これに関して日本アルパインガイド協会は

場に分かれた．「下見をしないのは，商品を知ら

「顧客とガイドまたはツアーの間には 1）プロで

ずに品物を売りつけるようなもの」
，
「下見をしな

あるガイドはその能力・経験において通常人より

くてもどこでも案内できるのがプロ」などの回答

優れているので，より強い程度の注意義務を負う

が得られた．しかし下見に関して「下見をすれば

ことになる，2）ガイドと顧客では山行中は支配

ツアーの質は上がる．しかし諸事情によってでき

関係が強いので，ガイドは顧客との関係ではより

ない」という回答もあった．また下見に関しては

高い程度の注意義務を負うことになる，3）顧客

ローカルガイドをうまく活用するためのルール

とガイドとの間には契約関係が発生するので，ガ

と資格の整備の必要性を示唆する回答があった．

イドには安全に対する強い注意義務がある」（勝

③フィールド要因の雪崩に関して， 2004 年より

野ら，2005，p.35）と述べている．つまりガイド

日本雪崩ネットワークが設立され，様々な情報提

は参加者の安全を守る義務を有しているという

供や啓蒙活動，各種団体との連携を図っている．

ことになる．また参加者への意識づけとして，免

フィールドの選定に関しては，特に関連エリア，

責同意書を書いてもらっている団体が多かった．

特にスキー場からの理解とルールの設定が必要

②ガイド要因について，hospitality，資格基準，

であるという回答が得られた．救助に関する取り

ガイドの知識．技術が明らかになった．

決めやリフトを利用した BC スキー，二次災害に
関する責任問題などであ
る．
【まとめ】
BC スキーツアーの安全
対策に影響を及ぼす要因
として①団体の方針，②
ガイド要因，③フィール
ド要因，の 3 つが明らか
になった．これらの要因
について，ツアー内容や
ガイドのレベルアップな
ど団体内の改善はもちろ
ん，ガイド統括団体や関
連エリアなど団体外の改
善が課題である．

図 1．BC スキーツアーの安全対策に影響を及ぼす要因
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野外教育、海洋教育との比較を通じた森林教育の特徴の検討
Analyze the Characteristics of Forest Education based on Comparison of
Outdoor Education and Ocean Education
○井上真理子・大石康彦（森林総合研究所多摩森林科学園）
キーワード：森林教育、森林環境教育、林業教育、教育目的、基本概念

1.はじめに

3.1.

森林教育

森林に関する教育活動は、
「森林・林業基本

森林教育は、1882（明治 15）年に東京山林

法」で明文化され、森林での様々な体験活動

学校開設に起源をもつ林業教育、木材の技術

や、森林や木に親しむ活動が推進されている

教育、一般の人々が森林や林業の理解を深め

(1)

。林野庁は、森林ふれあい推進センター（全

る森林環境教育や木育など、森林や木材に関

国 9 カ所）を設け、体験活動を支援すると共

する教育や教育的な活動として多様な内容を

に、「『学校林・遊々の森』全国子どもサミッ

含む ( 1 ) 。「森林・林業基本法」（2001 年制定）

ト」（2007 年～）で活動報告を行っている。

で「森林及び林業に関する国民の理解を深め

一方、森林教育研究は戦前期から期待され

つつ、林産物の利用の促進が図られなければ

ていながら、体系的な整理は進んでいない

(1)

。

森林に関する教育活動の用語は複数あり、筆

ならない」
（第三条）とされ、教育のための森
林の利用の促進が図られている。

者らは総称として森林教育を用いて整理を行

森林教育には、林業技術者などの育成を目

ってきた ( 1 ) 。森林教育を推進するには、教育

的とした専門教育と普通教育とがあり、教育

として体系化を図る必要があり、そのため、

内容には、4 要素（森林資源、自然環境、ふ

関連する教育の学問体系は参考になるだろう。

れあい、地域文化）が含まれている ( 2 ) 。森林

野外教育は、屋外での体験活動を行う点で

教育の目的は、学校教育をもとに「森林での

森林教育の活動と共通性がある。また野外教

直接的な体験を通じて、循環型資源を育む地

育では、運動や体育学を基礎に、プログラム

域の自然環境である森林について知り、森林

やスキル、評価手法や安全指導などが研究さ

と関わる技能や態度、感性、社会性、課題解

れており、近年、野外教育の入門書（理論と

決力などを養い、これからの社会の形成者と

実践

(2)

、水辺の野外教育

( 3)

）が刊行された。

本稿では、野外教育と海洋教育を取り上げ、

して、持続可能な社会の文化を担う人材育成
を目指した教育」 ( 1 ) と整理され、教育の基本

教育の理論的な基本概念について森林教育の

構造（実施体制）は、6W2H（場所、指導者等）

既往の研究成果と比較し、特徴を分析した。

の構成要素の組合せと捉えられている

2.方法

3.2.

森林教育に関する既往の研究および野外教
育

(2 )

( 3,4 )

(5 )

。

野外教育の基本概念との比較

野外教育は「自然、他存在、自己について

をもとに、

の創造的、調和的な理解と実践を直接体験を

教育の理論的な基本概念として、目的、歴史、

通して育む総合的・全人的な教育」 ( 2 ) とされ

内容、基本構造などについて整理し、その結

ており、その目的は「個人と①地球・自然環

果の比較を通じて森林教育の特徴を分析した。

境との関わり、②周囲の出来事（他存在）と

3.結果

の関わり、③その人自身（自己）との関わり

、海洋教育に関する文献

の 3 要素、観点についての気づきや認識の拡

があり ( 4 ) 、コンセプト「海に親しむ、海を知

大・改善およびその調和的で創造的な行動を

る、海を守る、海を利用する」は、日本船舶

促進してゆくこと」 ( 2 ) とされている。教育の

海洋工学会でも用いている。プログラムには、

基本構造として、教材（野外活動）、教育の場

環境教育、科学教育、人格教育、地域教育な

（自然環境）、教育方法（体験学習）が挙げら

ど複層的な様相を有しており、12 の内容領域

れ、活動内容は、冒険教育や環境教育、組織

と 8 つのコンピテンシーが整理されている ( 4 ) 。

キャンプ、自然を感じるネイチャーアウェア

森 林 教 育 と 海 洋 教 育 と を 比 較 す る と 、 (1)

ネス、地域の歴史文化、創作・芸術、野外生

産業教育（林業、水産）を含み、専門教育と

活などで、in、about、for と整理されている。

普通教育や一般への普及がある、(2)自然（森

これらを森林教育と比較すると、野外での

林、海洋）を、教育の場または教材（内容、

体験活動を含む点で共通性が見られるが、野

目的）とする視点がある、(3) 持続的な利用

外教育には、木材の加工技術や森林育成など、

と保全が求められ、基本法で国民の理解を図

資源や産業技術の面は含まれていない。

ることとされている点に共通性が見られた。

3.3.

海洋教育の基本概念との比較

4.考察

明治期からの海洋教育には、商船教育、水

野外教育および海洋教育との比較をもとに、

産教育、海上保安に関する教育、無線通信に

森林教育の特徴を挙げると、1）野外での体験

関する教育、防衛に関する教育の 5 つがあり、

活動を通じて、野外教育の目的である他者や

加えて、これまでは大きく取り上げられてこ

自己についての総合的・全人的な教育として

なかった海洋や海辺を活用した自然体験教育

の特徴を有する可能性があり、2）海洋教育と

やレジャー・レクリエーションがある

( 3)

。ま

共通する点として、産業教育や、自然（森林、

た海辺での自然体験教育（水辺の野外教育）

海洋）の持続的な利用と保全を図ることなど、

では、水辺が野外教育のフィールド（教育の

人類と自然との共生を主題としている点が挙

場）の場合と、水辺を教材として、水辺に関

げられた。資源の持続性の視点は、ESD のね

する教育（内容、目的）のために野外教育の

らいと共通すると言えよう。今後、森林教育

手段を用いる場合とがある

(3)

。

の体系化を図るためには、さらに環境教育や

海洋教育は、人類が海洋から恩恵を受ける

ESD を含めて比較分析を行い、森林教育の基

とともに、海洋環境に少なからぬ影響を与え

本概念を整理してゆく必要があると考える。

ることから、海洋と人類の共生が国民的な課
題と捉えられ、今世紀に入ると推進されてき
た

(4 )

。海洋の開発及び利用と海洋環境の保全

と調和を掲げた「海洋基本法」
（2007 年制定）
で明文化され、海洋基本計画（2008 年）の施
策のひとつとして「海洋に関する国民の理解
の増進と人材育成」
（海洋教育の普及促進）が
挙げられた。海洋教育の定義として「海洋と
人間の関係についての国民の理解を深めると
ともに、海洋環境の保全を図りつつ国際的な
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野外活動愛好家のガイド経験と環境保全意識
武 正憲（筑波大学大学院）
キーワード：ガイド経験、環境保全意識、アンケート調査、カヌー、マウンテンバイク

1.はじめに

すことから、MTB を含む自転車の乗り入れが禁

野外活動に参加すると、環境保全意識が向上す

止される事例が見られる（例えば、高尾山）。こ

る 1)とされ、野外活動は自然環境に対する科学的

のように、MTB は環境に配慮した野外活動とは

認識の初期段階である自然の直接経験、感性的認

一般には認識されていないと考えられる。

2) 。芮

本研究では、カヌー愛好者を対象とした調査デ

（1997）は、環境への配慮につながる意識や行

ータ 6)と MTB 愛好家を対象とした調査データ 7)

動は居住地の自然環境条件よりも多様な余暇行

を用いて、被験者をガイド経験者と非ガイド経験

動の影響が強く、自然での多様な余暇行動を通じ

者に分けて分析し、ガイド経験者の環境保全意識

て意識・行動を誘発する効果があることを示して

を明らかにした（表 1 および表 2）
。

識を深める点で環境教育的な効果がある

いる 3)。観光者が野外活動に参加することは、環

カヌー愛好者への調査は、2003 年 7 月から 9

境保全意識を高める点で環境教育効果が認めら

月に、荒川上流域の長瀞地区と多摩川上流域の御

れている 4)。そして、野口・村山 5)は、野外活動

岳地区で活動する愛好家を対象とした調査であ

の指導者が自然解説を行なうことが必要不可欠

る。また、MTB 愛好家への調査は、2008 年 8

であるとしている。しかし、野外活動愛好家のう

月に、競技大会の参加者および運営スタッフを対

ち、指導やガイディングの経験者が、環境教育の

象とした調査である。

前提となる環境保全意識を有しているかは明ら
かにされていない。そこで、本研究では、野外活
動愛好家を対象に、ガイド経験の有無と環境保全
意識との関係を明らかにすることを目的とした。
2.研究方法
環境へ配慮する印象のある野外活動（カヌー）

3.結果
カヌー愛好家のガイド経験者と非ガイド経験
者の環境保全意識を比較し、t 検定（両側）によ
り有意差が認められた質問項目を表 3 に示す。ガ
イド経験者は非ガイド経験者に比べ、カヌー活動
中に自然環境保全の必要性を実感していること

と、環境へ配慮する印象のない野外活動（マウン
テンバイク）を比較し、野外活動愛好家のガイド
経験の有無による環境保全意識の差を考察した。
カヌーは西表島でのエコツアーのように、環境
に配慮した印象が定着している 8)。一方、マウン
テンバイク（以下、MTB と記す。
）は、自転車ブ

表 1 カヌー愛好家のガイド経験者と非ガイド経験者
ガイド経験者の条件

条件①カヌーツアーガイド従事者
条件②カヌーツアーガイド経験のある者
のいずれかの条件に該当する者

調査協力者

259名

ガイド経験者

平均年齢

40名（条件①15名，条件②35名）

非ガイド経験者 219名

表2

4.2年

MTB 愛好家のガイド経験者と非ガイド経験者

ガイド経験者の条件

屋久島や奥多摩をはじめ、全国でガイドツアーが

条件①MTBツアーガイド従事者
条件②MTBツアーガイド経験のある者
のいずれかの条件に該当する者

調査協力者

240名

は、登山者とトラブルになることや登山道を荒ら

7.8年

32.8歳

平均活動歴は，ｔ検定（両側）により，p<0.01の有意差を確認した

ームにより、MTB のレンタルサイクルが普及し、

行われるようになってきている。しかし、MTB

平均活動歴

34.2歳

ガイド経験者

58名（条件①45名，条件②45名）

非ガイド経験者 182名

平均年齢

平均活動歴

36.4歳

19.0年

33.3歳

10.3年

平均年齢・平均活動歴ともに，ｔ検定（両側）により，p<0.01の有意差を確認した

が示された。このことから、ガイド経験者は、非

や山野草への関心や意識が高い。これらのことか

ガイド経験者に比べ、環境保全意識が高いと考え

ら、カヌーおよび MTB の両方の野外活動で、ガ

られる。具体的な保全対象については、ゴミに関

イド経験者は、自分が活動で利用する自然環境の

する回答がガイド経験者からは 53％、非ガイド

保全への意識が、非ガイド経験者に比べ高い傾向

経験者では 33％の記述が見られ、有意差がある。

があると考えられる。そして、愛好する野外活動

MTB 愛好家のガイド経験者と非ガイド経験者

が環境に配慮する印象のあるなしにかかわらず、

の環境保全意識を比較し、t 検定（両側）により

ガイド経験者は自分たちが活動する場としての

有意差が認められた質問項目を表 4 に示す。ガイ

自然環境に対する関心が高く、その活動地域に対

ド経験者は非ガイド経験者に比べ、里山、山野草、

する環境保全意識が高い傾向があると考えられ

高山植物、在来・外来植物という MTB 活動の周

る。このことを踏まえると、野外活動愛好家が環

辺環境の細部の自然環境について関心が高いこ

境教育を実践する場合は、愛好する活動の周辺環

とが明らかとなった。MTB 愛好家全体で MTB

境に関連する課題を組み込むことで、経験を活か

中に自然環境保全の必要性を実感している割合

したプログラムとして有効であると考えられる。

が高いことを考慮する

7) と、ガイド経験者は

5.まとめ

MTB 活動の周辺の自然環境保全に対する意識が

野外活動愛好家のガイド経験者は、環境に配慮

高いと考えられる。

する印象のあるなしにかかわらず、環境保全意識

4.考察

が高い傾向があることが示された。

カヌー愛好家のうちガイド経験者の環境保全

引用文献

意識は、非ガイド経験者に比べ、活動している地
域に放置されているゴミへの意識が高い。MTB
愛好家のうちガイド経験者の環境保全意識は、非
ガイド経験者に比べ、普段から活動している里山
表 3 カヌー愛好家のガイド経験者と非ガイド経験者
の環境保全意識の差異
ガイド経験者 非ガイド経験者
環境保全意識に関する質問
（n=219）
(n=40)
カヌー活動中、自然環境保全の必要性を実感した（注1）
4.35
4.08
ゴミに関すること（注2）
0.53
0.33
他のレクリエーション活動のマナーに関すること（注2）
0.20
0.04
森林に関すること（注2）
0.08
0.01
水源に関すること（注2）
0.05
0.01
注１：「よく当てはまる：5」，「当てはまる：4」，「どちらでもない：3」，「当てはまらない：2」，
「全く当てはまらない：1」からなる選択式5段階評価による
注2：自由記述欄に記載があったものを1，ないものを2とした2段階評価による
注3：差の検定は，t検定（両側）を用い，***はp<0.01，**は，p<0.05，*は0.05<p<0.10を示す

表4

差の
検定
*
**
***
***
*

MTB 愛好家のガイド経験者と非ガイド経験者
の環境保全意識の差異
ガイド経験者
(n=58）

非ガイド経験者
(n=182）

3.60

3.31

**

山野草への関心の深化
3.00
2.56
高山植物への関心の深化
2.84
2.59
在来・外来植物への関心の深化
2.46
2.16
注１：「よく当てはまる：4」，「当てはまる：3」，「当てはまらない：2」，
「全く当てはまらない：1」からなる選択式4段階評価
注2：差の検定は，t検定（両側）を用い，***はp<0.01，**は，p<0.05，
*は0.05<p<0.10を示す

***
*

環境保全意識に関する質問
里山への関心の深化
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*
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適応の観点からみた野外教育における自然の意味
－「快い」体験に注目して－
A meaning of “refreshing” experiences in the outdoors to focus on adaptive process
遠藤知里（常葉大学短期大学部）
キーワード：

適応、二次元気分尺度、身体感覚、自己

1．はじめに

なお、プログラム期間中の生活時間の構造につい

本研究の目的は、発達段階に応じた自然体験の

て、山田(2009)による保育における生活時間の分

意味を適応の観点から考察することである。今回

類を参考にして、
「
（指導者の）意図的活動時間（ス

の報告では、保育者をめざす学生のために計画さ

ノーシューハイキング、スノーボード、ナイトハ

れた雪上プログラムでの体験内容を検討し、快い

イク、スライドショー）
」
、
「自発活動時間（雪あそ

気分を中心に、適応についての考察を深めたい。

び）
」
、として捉え、それ以外を「生活展開時間」

幼児教育は、生活の中で、遊びを中心として、

とした。プログラムの概要を、表 1 に示した。

環境を通して行われる。環境との相互作用の中で
身体感覚を伴う多様な活動を経験することにより
自己が充実し、安心感のある人間関係の中で各々
の自己が十分に発揮されることが大切である。

表 1 プログラムの概要
初日
集合・出発
（移動）

3 日目

4 日目

朝食

朝食

朝食

スノーシュー

スノーボード

個人別
自由活動

昼食

昼食

ハイキング

自然体験活動は、これとよく似た構造を持った
場である。幼児教育の場と類似の構造を持つ野外

2 日目

昼食

昼食

現地着

現地発
（移動）

教育プログラムは、保育者をめざす学生が環境を
通してということの意味を真に了解し得る機会と
して重要である。大人も子どもも、自然に触れて
遊びこみながら他者と生活を共にする中に適応の
過程があるという見通しの下、
本研究を構想した。
2．方法
2.1. プログラムの概要
2012 年 3 月に長野県・栂池高原で実施した 3 泊
4 日のプログラムを本研究の対象とした。このプ
ログラムは、保育系短大 1 年生が自主ゼミとして
企画したもので、筆者の指導下で学生自身が装備
のパッキングやしおり作り等の準備を行った。筆
者はプログラム立案・指導に当たったが、栂池自
然園でのスノーシューハイキングでは現地在住の
ガイド 1 名に同行を依頼した。また、スノーボー
ドは自主活動として学生が企画し、現地のスキー
学校の指導者 2 名が指導した。なお、宿泊はユー
スホステルを利用したが、
食事作りはしていない。

雪あそび

夕食

夕食

夕食

準備

ナイトハイク

スライドショー

ふりかえり

ふりかえり

ふりかえり

解散

スノーシューハイキング

2.2. 調査対象
保育系短大 1 年生で、自主的にこのプログラム
に参加した女子学生 11 名を調査の対象とした。
な
お、そのうち回答に不備のなかった 8 名を分析の
対象とした。
2.3. 調査内容と手続き
1）生活展開時間での気分（快-不快）
生活展開時間での気分を把握するために、身体
起因性の気分を測定する調査用紙である二次元気
分尺度（坂入ほか,2009a）を使用し、プログラム
2 日目と 3 日目の朝、夕方、就寝前の計 6 回調査

を実施した。調査結果は、二次元グラフ（坂入ほ
注 1)

か,2009b）を用いて、気分の変化を把握した

。

の体得」
、
「身体感覚への気づき」
、
「将来への思い」
という内容を抽出した。

2）自発活動時間、意図的活動時間の体験内容

3.4. 総合考察

自発活動時間と意図的活動時間の体験内容を把

ジャーナルの記述内容から雪上プログラムでの

握するために、体験内容の自由記述を求めた。毎

体験内容には自然環境と身体との相互作用が豊か

晩活動を振り返るミーティングを行った後、個人

に含まれ、体験の意味に対する省察が自然に生じ

のジャーナルとして、参加者自身が活動の中での

る様子がうかがわれた。また、二次元気分尺度に

出来事や感じたこと、考えたこと等を記載した。

よって生活展開時間における快の気分を捉えるこ

2.4. 結果の解釈方法

とができた。これらの事実から、自発活動時間と

8 名の参加者のジャーナルの記述から体験の内

意図的活動時間における充実した体験内容が、生

容を事例的に検討し、二次元気分尺度で評価した

活展開時間における快の気分に少なからず影響を

気分の変化と合わせて、総合的に考察した。

与えたものと考えた。また、将来の職業に対する

3．結果と考察

言及は、発達の観点からも注目に値する。

3.1. 生活展開時間における気分
生活展開時間における気分は、個人によって異
なる様子を示したが、快のエリアにすべて含まれ

4．まとめ
本研究の目的は、発達段階に応じた自然体験の
意味を適応の観点から考察することであった。

る配置となっていた。積雪地という不慣れな環境

研究対象とした雪上での自然体験プログラムに

での活動であるにもかかわらず、生活展開時間に

は、環境との相互作用の中で身体感覚を伴う多様

はリラックスした快い気分で過ごすことができた。

な活動が豊かに含まれていた。生活展開時間にお

3.2. 自発活動時間の体験内容

ける快い気分は自己の充実の表れと理解でき、そ

初日のジャーナルの内容を分析すると、スノー

の気分も身体に起因するものであるが、今回は適

シューで歩くのが難しかったことやかまくら作り

応との関連を十分に検討することができなかった。

の達成感が共通して言及されていた。記述全体を

今後、自然が身体に与える感覚とそれを感じ取

集約し「雪に対する感動」
、
「遊びこみ」
、
「個々の

る身体との関係を検討することで、野外教育にお

自己発揮」
、
「仲間とのコミュニケーション」
、
「翌

ける適応と自然について考察していきたい。

日以降への期待」という内容を抽出した。
3.3. 意図的活動時間の体験内容
2 日目のジャーナルの内容を分析すると、スノ
ーシューハイキングでは雪山の風景に感動したこ
とや思った以上に体力的に厳しかったことが、ナ
イトハイクでは昨日作ったかまくらに灯りを点し
たことや星の美しさが共通して言及されていた。
記述全体を集約し「自然の厳しさ」
、
「達成感」
、
「体
験の意味への気づき」という内容を抽出した。
3 日目のジャーナルの内容を分析すると、スノ
ーボードで滑れるようになった喜び、身体で覚え
ていくことについての気づきが共通して言及され
ていた。また、全員が言及したとは言えないが、3
日間の体験を保育に対する思いに関連付ける記述
が複数みられた。記述全体を集約し「新しい技術

注 1）二次元気分尺度では、各項目の得点に基づいて算出した
安定度と活性度の各得点を各軸にプロットした後、そこから軸
に対して垂直に引いた直線の交点がどのエリアにあるかによ
って、その時の気分を評価することができる。本研究で取り上
げている「快-不快（快適度）
」の軸に関しては、快の方向に「活
動に適した」エリアと「休息に適した」エリアが、不快の方向
「無気力・抑うつ」エリアと「緊張・不安」エリアがある。一
方、
「沈静-興奮（覚醒度）
」に関しては、覚醒度低（沈静）の
方向に「眠り」エリアが、覚醒度高（興奮）の方向に「興奮」
エリアがある。なお、中央付近は「平常心」のエリアである。
一方で、安定度、活性度の得点から「快適度」
、
「覚醒度」の得
点を算出して利用することもできる。
【引用文献】
文部科学省(2002)幼稚園教員の資質向上について―自ら学
ぶ幼稚園教員のために（報告）
．
坂入洋右,征矢英昭,木塚朝博(2009a) TDMS-ST 二次元気分尺
度．販売元アイエムエフ株式会社．
坂入洋右,征矢英昭,木塚朝博(2009b)TDMS 二次元気分尺度手
引き．
山田りよ子（2009）領域「環境」と保育方法．柴崎正行,若
月芳浩編,最新保育講座 9 保育内容「環境」
．ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房．
本研究の一部は、科学研究費補助金（若手研究Ｂ）
「適応の観点から
みた野外教育プログラムにおける「自然」の意味」
（課題番号 20700480
研究代表者 遠藤知里）により実施したものです。

大学のキャンプ実習における身体活動量に関する研究
Study on Physical Activity in the Camp Practice at University
○青木
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康太朗（北翔大学）
孝之 （文部科学省）
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結城
藤江
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キーワード ： 身体活動量、組織キャンプ、大学生
1.研究目的
体力は、野外教育の指導者に求められる資質・能力

い運動」
（Light）
、3.0〜5.9 メッツを「中程度の運動」
（Moderate）
、6.0〜8.9 メッツを「強い運動」
（Hard）
、

のひとつである。野外教育として行われる活動には、

8.9 メッツ以上を「とても強い運動」
（Very Hard）と

登山やトレッキングでは自然の中を長時間歩いたり、

した。分析には 24 時間測定できたデータを用いるこ

マウンテンバイクやカヌーでは陸地や水上を長距離移

ととし、キャンプ生活では 2 日目（9/4）
、3 日目（9/5）
、

（10/3）
、
3 日目
（10/4）
動したりするなど身体的負荷を伴う動的な活動も多い。 日常生活では4 日間のうち2 日目
また、キャンプなど生活を伴う活動では、指導者は朝

のデータとした。分析方法は、キャンプ生活と日常生

から夜遅くまで活動指導や生活支援を行うため、参加

活ごとに消費カロリー、歩数、運動強度（休息、軽い

者以上に体力が求められる。過去、キャンプ活動にお

運動、中程度の運動）の 2 日間の平均値を算出し、キ

ける身体活動に関する研究は多数行われているが、指

ャンプ生活中の指導者と参加者の比較では独立した

導者に求められる体力に着目した研究は見当たらない。 ｔ検定、キャンプ生活と日常生活の比較では対応のあ
そこで、本研究は、今後の指導者養成における基礎

るｔ検定を行った。

資料を得るため、大学のキャンプ実習における指導者
と参加者の身体活動量を比較・検証することで指導者

3.分析結果

に求められる体力の内容等を明らかにすることを目的

3.1.指導者と実習生の身体活動量の比較

とした。また、キャンプ生活と日常生活の身体活動量

キャンプ生活中の実習生と指導者の身体活動量を

と比較することで、キャンプ活動における身体的効果

比較した結果（表 1）
、歩数では 1％水準、休息と軽

についても加えて検証することとした。

い運動では 5％水準で有意差が認められた。
歩行では、指導者のほうが 5,345 歩多く歩いてお

2.研究方法
被験者は、実習に参加した学生（150 名）のうち、
無作為に抽出した実習生 4 名及び学生スタッフ 4 名
（以下、
「指導者」という。
）の計 8 名とした。被験者

り、運動強度をみると、休息では実習生ほうが 175
分長く、軽い運動では指導者のほうが 136 分長くな
っていることが分かった。
表 1．実習生と指導者の身体活動量の比較

はスポーツ系の学部に所属し、日頃から部活動や授業

実習生（N=4)

等で週 3～5 日程度の運動習慣がある。
測定期間は、キャンプ実習の 4 日間（9 月 3 日〜9
月 6 日）と実習 1 カ月後の日常生活の 4 日間（10 月
2 日～5 日）とした。身体活動量（運動強度、歩数、
消費カロリー）の測定は、加速度計アクティグラフ（米
国 A.M.I 社 Actigraphs GT3X）を用いて行った。運動
強度（METs）は分単位で平均値を算出し、1.5 メッツ
未満を「休息」
（Sedentary）
、1.5〜2.9 メッツを「軽

M
消費カロリー（kcals）
歩数（歩）
運動強度 休息
(分)

842.9
19316.5

指導者（N=4)

（SD）

M

（SD）

(102.6)

1294.3

(527.1)

(1004.3) 24661.8

(2523.1)

ｔ値
-1.681
-3.937 **

938.6

(31.9)

763.5

(127.2)

2.731 *

軽い運動

364.3

(29.0)

500.9

(83.0)

-3.108 *

中程度の運動

136.9

(12.3)

172.8

(40.0)

-1.714

***p<.001 **p<.01 *p<.05

3.2.キャンプ生活と日常生活の身体活動量の比較
キャンプ生活と日常生活の身体活動量の比較した

結果（表 2）
、すべての項目で有意差が認められた。

分かった。指導者は、活動以外にも準備や片付けな

消費カロリーではキャンプ生活のほうが 455kcal

ど動かなければならないことも多く、夜はミーティ

多く消費しており、歩行ではキャンプ生活のほうが

ングなどで就寝も遅くなりがちである。1～2 日であ

10,559 歩多く歩いていることが分かった。また、運

れば大したことのないことも、1 週間以上の長期キ

動強度をみると、休息では日常生活のほうが 227 分

ャンプとなれば相当な体力が求められることは想像

長くなっており、軽い運動（148 分）
、中程度の運動

に難くない。以上のことから、指導者は少なくとも

（82 分）ではともにキャンプ生活のほうが長くなっ

キャンパー以上の体力が必要であり、体力の中でも

ていた。

継続的に活動が行える持久力や多様なストレス（運
動や疲労、病原体等）に耐えられる防衛体力が求め

表 2．キャンプ生活と日常生活の身体活動量の比較
（N=8)
消費カロリー（kcals）
歩数（歩）

日常生活

M

（SD）

M

（SD）

1068.6

(426.4)

612.9

(177.9)

(3365.1) 11429.6

(3102.7)

21989.1

運動強度 休息
(分)

キャンプ生活

られると考える。
ｔ値

3.421 *
6.642 ***

キャンプ生活と日常生活の比較から、キャンプ生
活のほうが運動量も多く、消費カロリーも高いこと
が分かった。運動強度（METs）の動きを時系列で

851.1

(125.7)

1078.8

(81.7)

-5.210 **

軽い運動

432.6

(93.0)

284.1

(66.5)

4.878 **

みると、キャンプ生活では起床から就寝までの間に

中程度の運動

154.8

(33.4)

72.8

(19.4)

6.554 ***

一定の強度の運動を継続的に行っているのに対し、

***p<.001 **p<.01 *p<.05

日常生活では 2～3 時間の間に強度の高い運動を断

キャンプ生活と日常生活の運動強度（METs）を

続的に行っている以外はほとんど動いていないこと

時系列にプロットしたグラフ（縦軸：運動強度の高

が分かった。今回、被験者となった学生の多くは陸

さ、横軸：24 時間）をみると（図 1）
、キャンプ生活

上競技やバスケットボールなど運動系の部活動に所

では起床から就寝までの間に一定の強度の運動を継

属していることから、夕方に見られる強度の高い運

続的に行っているのに対し、日常生活では 2～3 時間

動は部活動によるものだと推察される。以上を踏ま

の間に強度の高い運動を断続的に行っているものの、

えると、部活動やトレーニング等で強度の高い運動

それ以外の時間ではほとんど動いていないことが分

を短時間で行うよりも、キャンプで軽～中程度の強

かった。

度の運動を長時間行うほうが１日の身体活動量が多
くなることが明らかとなった。キャンプでは１日の
活動がプログラムとして決められており、それに沿
って活動することで自然と体を動かすことができる。
そのため、激しい運動やスポーツが苦手な人にとっ
ては、キャンプや登山といった野外活動は比較的取
り組みやすい運動の手段になると考える。
5.結論

図 1．キャンプ生活と日常生活の運動強度（METs）の比較

4.考察
指導者と実習生の比較から、指導者は実習生より
多く歩き、常に体を動かしていることが分かった。
1,000歩を距離に換算すると600～700mと言われる
ことから、指導者は 3～4 ㎞ほど実習生より長く歩い
ていることになる。また、体を動かしている時間も
2 時間ほど長く、休憩時間は 3 時間ほど短いことも

本研究では、キャンプ生活や日常生活で測定した
身体活動量を基に、指導者に求められる体力の内容
や程度、キャンプ活動における身体的効果を明らか
にした。しかし、被験者の少なさ等の課題も残った
ことから、今後は被験者を増やして調査を行うとと
もに、キャンプ期間の長さによる身体活動量の変動
の比較等を明らかにし、指導者に求められる体力・
運動能力について研究を深めていきたと考えている。

一般体育授業が大学生の環境配慮に及ぼす影響
－特にアウトドアの授業に着目して－
The Effect on Physical Education Relating to Environmental Consideration of University Students.

○井上

望（駿河台大学

スポーツ教育センター

非常勤講師）

キーワード：一般体育、アウトドア、環境配慮意識、環境配慮行動
【緒言】
今日、我が国において、科学技術の発展は著し

2013 年度に開講された 3 つの健康スポーツ実
習および演習科目を履修した学生（計 93 名）を

く、我々が日常生活を送る社会では、ハイブリッ

対象とした。内訳は以下のとおりである。

ト車、ソーラー発電など様々な環境にやさしい製

A 群：A 大学「健康スポーツ実習（アウトドア）

品が存在する。しかし、製品が環境にやさしいも
のであっても、
その製品を使って生活する我々に
環境に配慮するという考えを持たないかぎり環
境問題は解決しない。また、山本（2005）は「持
続可能な社会づくり」
を実現化していくためには
若年層がどのような環境意識を持ち、どのような

履修者」49 名のうち、不備のない 42 名
B 群：A 大学「健康スポーツ実習（サッカー）履
修者」35 名のうち、不備のない 28 名
C 群：A 大学「健康スポーツ演習（JOG＆Walk）履
修者」27 名のうち、不備のない 23 名
② 調査用紙

環境保全運動を行っているのか適切に把握する

井上ら（2012）が作成した「大学生の環境配慮

ことが必要不可欠となってくると述べており、高

意識、環境配慮行動について」を使用した。調査

橋（2008）は環境意識を大学生と一般人との比較

用紙は環境配慮意識に関する項目 4 因子 13 項目、

をし、生活の質や価値観の意識に起因し、大学生

環境配慮行動に関する項目 4 因子 16 項目の計 29

は自然への関心が高いと自認するも、自然とのふ

項目で構成されている。

れあいは少なくなっていると述べている。このこ

③ 調査時期

とから大学生が自然環境に触れ、環境に配慮する

2013 年 4 月～2013 年 7 月において調査を行っ

考えを持つことが今後の社会のために重要であ

た。そのうち、授業実施前（第 1 回目の授業）を

ると考えられる。

PRE、授業実施後（第 15 回目の授業終了後）を

そこで本研究では、一般体育を履修している学

POST とした。

生に対して調査を行い、一般体育が環境配慮意識、

④ 各授業の内容について

環境配慮行動に与える影響を明らかにするとと

各授業で行った主な内容は以下の通りである。

もに、その中でも特にアウトドアの授業は影響が

A 群：アイスブレイク、イニシアティブゲーム、

他の種目、
科目と異なることを明らかにすること

カヤック等

を目的とした。
以上の目標を達成するために以下

B 群：基礎（キック、ドリブル、パス）練習、シ

の２つの課題を設定した。

ュート練習、GK 練習、リーグ戦等

課題 1:一般体育が大学生の環境配慮意識、環境

C 群：ウォーキング、ジョギング（LSD）、健康ス

配慮行動に与える影響を明らかにする。

ポーツ（ウォーキング）に関する講義等

課題 2:一般体育の種目や科目によって大学生の

【結果】

環境配慮意識、
環境配慮行動に与える影響に差が

① A 群、B 群、C 群全体の PRE-POST 間の環境配

あるか明らかにする。

慮意識得点、環境配慮行動得点の変化につい

【研究方法】

て（課題１）

① 被験者

A 群、B 群、C 群全体の PRE-POST 間の環境配慮

得点（以下「全体得点」
）、環境配慮意識得点（以

た理由としては、各種目ともに屋外での活動であ

下「意識得点」
）
、環境配慮行動得点（以下「行動

ったため、
自然と自然を感じることが多かったと

得点」）について検定（ｔ検定）を行った結果、

考えられる。

「 全 体 得 点 」 は 有 意 に 向 上 し た

② 課題２の結果について

（t[92]=4.975,p<.001）
。また、
「意識得点」も有

一般体育の授業の中でも、
特にアウトドアの授

意に向上し（t[92]=3.311, p<.01）、
「行動得点」

業については他の種目や科目と違い、環境配慮意

も有意に向上した（t[92]=5.092,p<.001）。
（表１）

識、環境配慮行動ともに向上する結果となった。

② 群間の PRE 得点、POST 得点の比較（課題２）

アウトドアの授業では他とは違い、
自然環境に影

PRE、POST それぞれの得点を各群で比較したと

響を受けやすく、授業を通してより自然を感じる

ころ（Friedman 検定）
、有意な差は PRE、POST と

ことができたのではないかと考えられる。

もにどの群の間においても差はなかった。

【今後の課題】

③ 群間の PRE－POST の変化量の比較（課題２）
PRE－POST 間の変化量について群間で比較し

今後の課題として以下の 2 点を挙げる。
１、今回、比較を行った種目はすべて屋外種目で

たところ（Friedman 検定）を行ったところ、
「行

あったため、屋内種目との比較検討が必要である。

動得点」の変化量に有意な差がある傾向が見られ

２、他の大学で行われている一般体育との比較検

た（F[2,90]＝2.438,p<.10）。そのため多重比較

討を行い、一般化する必要がある。

を行ったが有意な差は見られなかった。

【主要参考文献】

④ 群ごとの PRE―POST 間の比較（課題２）

1、山本佳世子（2005）大学生の環境意識と環境

各群において PRE－POST における得点の変化

保全行動に関する研究．名古屋産業大学論集，

を比較したところ（Wilcoxon の符号付き順位検

7：89-98．

定）以下のようになった（表１参照）
。

２、高橋進（2009）大学生の環境意識とその変化

【考察およびまとめ】

に関する研究：共栄大学生を事例として．共栄

① 課題１の結果について

大学研究論集，7：15-36.

一般体育の授業を行い、環境配慮得点が向上し

表１：環境配慮得点（全体得点、意識得点、行動得点）および検定結果一覧
群（N）

全体得点
時期

Mean

PRE

97.06

SD

意識得点
z値

Mean

SD

行動得点
z値

Mean

SD

z値

A群
17.56

47.80
z=3.794

（N=42）
POST

110.10

16.16

時期

Mean

SD

PRE

99.08

6.76

***

z=2.222
51.47

z値

Mean

6.81
SD

49.26

12.79

58.62

10.50

***

z値

z=3.905

Mean

SD

***

z値

B群
13.55

48.25
z=1.926

（N=28）
POST

104.36

20.26

時期

Mean

SD

PRE

96.69

6.09
z=.917

†
49.71

z値

Mean

8.76
SD

50.83

9.47

54.64

13.23

n.s.

z値

z=1.906

Mean

SD

†

z値

C群
12.42

45.95
z=2.784

（N＝23）
POST

102.61

13.00

時期

Mean

SD

PRE

97.58

4.70

**

z=1.724
47.87

t値

Mean

4.70
SD

50.74

9.35

54.74

9.82

z=2.633

†

t値

Mean

SD

**

t値

全体
15.14

47.47
t=4.975

（N＝93）
POST

106.52

16.98

6.11

***

t=3.311
50.05

7.08

50.10

10.98

56.42

11.32

***

t=5.092

***

農業体験学習が大学生の自己意識に与える影響
―農業体験前後の意識変化―
Examination of effect in rural learning experience
○谷伊織 1・居﨑時江 2・ほしの竜一 1（非会員）・小島雅生 2（非会員）
（1 東海学園大学人文学部・2 東海学園大学教育学部）
キーワード: 農業体験学習，野外学習，キャリア意識
目 的
近年、農業体験学習が学校教育の一環として盛んに行
われており(佐藤他，2006; 稲垣ら, 2010)、さまざまな
教育および心理的効果が期待されている。例えば、野田
（2009）は中学校において、生徒が米の栽培から食べる
までの授業を通して、米作りの大変さを理解し米を大切
に思う気持ち、達成感や喜び、感謝の気持ち、いのちを
尊重する気持ちなどを育成したことを報告している。さ
らに、山本（2008）は小・中学生による農村・農作業体
験が怒りや不安を低下させることを示している。また、
大学生を対象とした農業体験も全国各地で推進されてお
り(山田，2006; 清水池，2012)、教育ファームに参加し
た大学生が、食べ物への関心を持つなど農業の本質的な
楽しみや理解が深まるといった報告もあり（社団法人農
山漁村文化協会，2010）、教育的な効果が高いことが示唆
されている。また、保育者や教育者を志す学生において
は、彼らの就業後の活動においても利益が高いとの指摘
があり、今後の展開が期待されている（山根他，2008:
2009；社団法人農山漁村文化協会，2010；草野，2011)。
このように、農業体験学習を通して、さまざまな側面
での心理・情緒的な効果が認められている。農業体験学
習の目的は、
「農業・農村に対する理解の促進」
「食育」
「生
きる力の育成」
「就業意識の向上」など多側面にわたって
おり、農業に対する理解を促すことはもちろんであるが、
体験を通して派生するさまざまな意識の向上や視野の広
がりなど、心理的な側面も含めた教育効果が期待されて
いることが特徴であろう。しかし、その効果については
実証的に検討された研究はまだ不十分であり、さらに多
くの研究は小中学生を対象としているため（山本，2008；
稲垣他，2010; 山田，2008）、大学生に対する効果はほと
んど示されていないのが実情である。
現代の大学生を取り巻く現状として、フリーターやニ
ート、引きこもり、メンタルヘルス、キャリア形成に関
する諸問題（杉本, 2012）が多く指摘されていることを
鑑みると、農業体験は①心理・情緒的に好ましい効果と、
②視野の広がりや就業意識、生きる力の向上が報告され
ているため、今後の活用がおおいに期待されるプログラ
ムであると言えよう。従って、その効果について実証的
に検討することは極めて意義深いと考えられる。
そこで、本研究では農業体験が大学生に与える教育・
心理的な効果について検討する。中でも、心理的な変数
としてはキャリア意識について着目する。キャリア意識
とは、自分の職業や職務に対する自覚や責任感であり、
現代の大学生が高める必要があるとされる包括的な概念
であり、働くこと、生きることへの理解促進、自ら考え
る能力（生きる力）の育成、社会的・職業的諸活動への
知識の習得、対人関係能力の育成、社会性・社会的モラ
ルの形成などが挙げられる。
さて、鈴木（2007）は、農業体験とは、農業を体験す
ることを通して、自分につながる先人たちの労働成果を
取り入れ、吟味し、学習することで自分の中に潜在して
いる可能性や感受性が覚醒されていく過程であるとして
いる。自然に囲まれた農村で、農家の方々と共に作業を
しながら、コミュニケーションをとることは、食への感

謝の気持ちの醸成にとどまらず、社会性やキャリア・仕
事に対する意識にも目覚めることが期待されている。さ
らに、農作業に従事するだけでなく、農村に宿泊、滞在
し川遊びや野山の散策などの体験学習をすることは参加
者の意識・情感への影響の仕方に変化をもたらすとの報
告もある（山田，2008）。従って、農業体験は大学生にお
いて、農業や農村、食に対する理解が促されるといった
教育的な効果だけではなく、就業意識を強めるといった
心理的な効果が見込まれている。
そこで、本研究においては、大学生が「農業体験活動」
および「農村滞在経験」や「野外学習」を通して、「農業
や農村への理解」はもちろんのこと、「キャリア意識」に
ついても発達的変化が促されるかどうかを検討する。
具体的には、農業体験学習の前後に質問紙調査を行い、
得られた結果より、農作業や農村滞在など野外教育がも
たらす効果についての検討を行う。
方 法
農業体験学習の前後において、質問紙調査を行った。
調査協力者 大学生 305 名を対象に、複数の講義におい
て講義時間の一部を利用して質問紙への回答を求め、講
義時間内に回収した。次に、農業体験学習へのリクルー
トを行ったところ、このうち農業体験学習に参加した学
生は 21 名であった。この 21 名を農業体験学習参加群（以
下：体験群）とし、農業体験学習への参加後に同一の質
問紙への回答を求めた。体験群の内訳は男性 9 名、女性
12 名であり、平均年齢は 20.10 歳（SD =0.83）であった。
一方、参加しなかった学生の一部を抽出し、これを統制
群として 1 回目の調査の 1 ヶ月後に再度同一の質問紙へ
の回答を個別に依頼した。この際、実験群と統制群の性
別や年齢構成はほぼ同じになるように抽出した。統制群
の人数は 24 名であり、内訳は男性 11 名、女性 13 名、平
均年齢は 20.08 歳（SD=0.830）であった。
質問紙の構成 質問紙は、調査協力者の概要を把握する
ためのフェイス項目、および農業・農村に対する理解や
興味・関心、キャリア意識に関わりが深いと考えられる
尺度によって構成された。①農業に対する態度 農業に
対する理解と態度を測定するために、居崎ら(2014)によ
って作成された「農業に対するイメージ尺度」を用いた。
「農業への興味・関心」「農村への興味・関心」「農業へ
の理解・共感」の 3 つの側面から構成されており、24 項
目、6 件法によって回答を求めた。②就職イメージ尺度
大学生のキャリアに関する意識を測定するために、杉本
（2012）によって作成された就職イメージ尺度を用いた。
「拘束」「希望」「制度」「自立」の 4 つの側面から構成さ
れる。全 25 項目、7 件法で回答を求めた。
手続きと倫理的配慮 まず、農業体験学習の 1 ヶ月前に
講義内において事前の調査を行い、2 日間にわたる農業体
験学習の終了後に質問紙調査を行った。農業体験学習は、
実際の農作業の体験だけでなく、地域の人々との交流会
などが含まれる。実施にあたって、東海学園大学研究倫
理委員会にて承諾された研究の趣旨と個人情報保護につ
いての説明を行い、同意を得たものを対象に調査を行っ
た。

結 果
まず、時点別、群別に農業に対するイメージ尺度得点
と就職イメージ尺度の平均値と標準偏差を求め，各下位
尺度について時点(2)×群(2)の二要因分散分析を行った。
時点は被験者内要因、群は被験者間要因と扱った。
農業への興味・関心の下位尺度得点については、交互
作用が有意であったため、時点別、群別のそれぞれで単
純主効果の検定を行った(Figure 1)。群別の単純主効果
の検定では、体験群のみにおいて有意であり，農業体験
学習後に高い得点を示した。時点別の単純主効果検定で
は事後測定においてのみ有意であり、体験群において高
い得点を示した。
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農業への興味・関心の群別の平均値の推移

農村への興味・関心の下位尺度得点については、交互
作用が有意であったため、時点別、群別のそれぞれで単
純主効果の検定を行った(Figure 2)。群別の単純主効果
の検定では、体験群のみにおいて有意であり，農業体験
学習後に高い得点を示した。時点別の単純主効果検定で
は事後測定においてのみ有意であり、体験群において高
い得点を示した。
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農村への興味・関心の群別の平均値の推移

農業への理解・共感の下位尺度得点については、交互
作用が有意であったため、時点別、群別のそれぞれで単
純主効果の検定を行った(Figure 3)。群別の単純主効果
の検定では、体験群のみにおいて有意であり，農業体験
学習後に高い得点を示した。時点別の単純主効果検定で
はいずれも有意ではなかった。
キャリア意識に関する、就職イメージ尺度の各下位尺
度についても「拘束」「希望」「制度」「自立」の 4 つの側
面について、それぞれ同様に 2 要因分散分析を行ったと
ころ、「拘束」イメージと「制度」イメージについて有意
な主効果が認められた。

事後測定

農業への理解・共感の群別の平均値の推移

考 察
本研究においては、大学生が「農業体験学習」を通し
て、「農業や農村への理解」はもちろんのこと、「キャリ
ア意識」についても発達的変化が促されるかどうかを検
討するために、事前と事後に質問紙調査を行い、分析し
た。その結果、「農業への興味・関心」「農村への興味・
関心」「農業への理解・共感」のいずれの側面についても
体験後に有意な得点の上昇が認められた。また、キャリ
ア意識に関する「就職に対するイメージ」についても「拘
束」
「希望」
「制度」
「自立」の 4 側面から検討したところ、
「制度」と「拘束」において有意な得点の変化が認めら
れた。すなわち、農業体験学習を通して、学習者の意識
が変化していたことが伺える結果となった。
先行研究より、農業体験を通して農業への興味や関心
が高まることと、理解が深まる効果が報告されていたた
め、学習者にとってこの 2 側面がいずれも好ましい変化
をもたらしていることが、本研究においても実証される
こととなった。興味関心については 2 つの側面に分かれ
ており、農業活動そのものに対する興味関心と、農村や
地域への興味関心の 2 つの領域があるが、いずれも学習
後に向上していることが明らかとなった。
さらに、
「農業や農村に対する理解や興味関心」が高く
なることと同時に、キャリア意識の変化についても本研
究においては参加後の変化が認められた。すなわち、就
職することが組織に「拘束される」ことである、という
イメージが有意に下がっており、組織へ拘束されるもの
ではないという認識が強くなっていた。また、労働が「制
度」であるというイメージについては有意に高くなって
おり、就労観についても一定の変化があることが明らか
となった。いずれも、予想と合致するかたちで、それぞ
れの尺度の変化が認められた。すなわち、農業体験学習
を通して、農業への関心や理解が高くなるだけではなく、
地域への興味や関心が広がり、さらには就労観にも望ま
しい変化が認められる可能性が示唆された。
ただし、本研究においてはあくまで心理尺度を用いた
包括的な検討を行ったに過ぎないため、より詳細な変化
のプロセスや、興味関心の変化を調べるためにはインタ
ビューや自由記述等のデータを用いて質的な検討を行う
必要があるだろう。また、キャリア意識だけではなく、
精神的な健康やアイデンティティ形成などとの関連につ
いても検討をする必要がある。また、今回得られた結果
よりもより高い教育成果を得るには、農業体験学習プロ
グラムを一層充実させる必要があるだろう。今後は本研
究で得られた知見をさらに発展させて、実際に農村で農
作業体験や宿泊経験を行い、学習者が自己意識やキャリ
アに対する意識、精神状態をどのように変化させている
のかを実証する研究に繋げていく予定である。

教育キャンプ参加者の社会人基礎力の変容
～3 年間の継続的データに着目して～
The Effect of Educational Camps towards the participants
“Member of Society Basic Power”
○徳田真彦(大阪体育大学大学院) 大杉夏葉(大阪体育大学) 福田芳則(大阪体育大学)
キーワード：

社会人基礎力

教育キャンプ

縦断的研究

1． 緒言
厚生労働省(2013)の調査(10 月 1 日現在)によれば、

2) 分析データ

2013 年 度 の 大 学 卒 業 予 定 者 の 就 職 内 定 状 況 は

1 年次

2011 年 7 月 18 日‐23 日

64.3％と、就職を希望する大学卒業予定者の約 3 割

2 年次

2012 年 7 月 21 日‐27 日

強が就職浪人やフリーターとなる可能性を示唆して

3 年次

2013 年 7 日 20 日‐26 日

いる。このような中では今まで以上に学校や職場、日

3) 調査内容

常生活での環境適応能力やコミュニケーション能力

経済産業省が作成した「社会人基礎力の能力要素」

の育成が必要であると考えられる。このような背景

12 項目を 6 段階の自己評定尺度として用い、「教育

から、2006 年経済産業省は「社会人基礎力に関する

キャンプ」活動前後で「社会人基礎力」の測定を行っ

研究会」中間とりまとめを報告し，業種別に必要とさ

た。

れる「社会人基礎力」を示した。

4) 分析方法

野外活動の場では、不便な自然環境や班員との共

各学年でのキャンプ前、キャンプ後の「社会人基礎

同生活を通して、必然的に環境への適応や班員との

力」の変容を t 検定を用いて分析した。また各年度の

コミュニケーションが必要となる。その結果、上記に

キャンプ実施後と次年度のキャンプ実施前も t 検定

記したような、若者に必要となる能力が身に付くの

を行い 3 年間のデータを分析した。

ではないかという観点から、キャンプによる「社会人

5) キャンプの概要

基礎力」の変容についていくつか研究されている。先

看護師を目指す看護学生を対象に、日常とは異な

行研究によると、キャンプへの参加が「社会人基礎力」

る環境の中での生活や体験を通して、看護師として

を向上させることに有効であるという結果が出てい

の資質を高めることを主たる目的として行われてい

る(江口 2012)。しかし、キャンプにおける「社会人

る。3 泊 4 日の全日程 3 食自炊、テント泊で実施さ

基礎力」の研究は数少なく、またそれらの研究は単発

れた。活動は普段はほとんど関わり合うことのない 3

のキャンプでの横断的な研究に留まっている。

学年の混成班(8 名程度)で行われ、2 年生が中心にな

そこで本研究は、T 看護専門学校で実施されてい
る教育キャンプ参加者の 3 年間の継続的なデータか

ってキャンプの準備・運営の役割を担っている。この
キャンプは 1 学年から 3 学年まで継続して参加する。

ら縦断的に「社会人基礎力」の変容の状況を明らかに

主な活動は以下の通りである。
表 1 キャンプのスケジュール

することを目的とした。

1日目

2． 研究方法
1) 研究対象
T 看護専門学校の教育キャンプに参加した 1～3 回
生(70 名)のうち、3 年間教育キャンプに参加した 22
名を対象とした。

朝
昼
夜

移動
昼食
テント設営
夕食
班別活動

2日目
朝食
オリエンテーリング
昼食
班別活動
夕食
キャンプファイヤー

3日目
4日目
朝食
朝食
スポーツ大会 清掃・テント片付け
昼食
お好みコース
移動・解散
バーベキュー
トーチサービス

3． 結果・考察
(1) 前に踏み出す力(アクション)

(3) チームで働く力(チームワーク)

各キャンプ実施後に「前に踏み出す力」の有意な向

他の 2 つの能力とは異なり、2 年次のキャンプ実

上、または向上傾向が見られるが、次年度のキャンプ

施後には「チームで働く力」の向上が見られなかっ

前には数値の低下が見られる。しかし 2 年目のキャ

た。しかし 3 年目のキャンプ実施後には他の 2 つの

ンプ実施後、3 年目のキャンプ実施後はそれぞれ昨年

能力同様に最も高い数値を見せている。このことか

度のキャンプ実施後の数値を上回る結果が見られた。

ら、
「チームで働く力」は学年によって変容に差があ

このことからこの教育キャンプへの継続的な参加が、

るものの、最終的にはこの教育キャンプへの継続的

「前に踏み出す力」の能力をより効果的に向上させ

な参加により効果的に向上するものと考えられる。

る可能性が示唆された。

図 3 チームで働く力
図 1 前に踏み出す力

4． 各年次での変容の違いについて

(2) 考え抜く力(シンキング)

各能力の学年での変容の違いについて、キャン

各キャンプ実施後に「考え抜く力」の有意な向上が

パーが記入した感想文からアプローチすると、1 年

見られるが、次年度のキャンプ前には 5％水準での有

次は初めてのキャンプに緊張や不安を感じながら

意な低下が見られた。しかし「前に踏み出す力」同様、

も先輩の手助け等があり前向きにキャンプに参加

2 年目のキャンプ実施後、3 年目のキャンプ実施後に

していることが伺えた。2 年次にはキャンプ運営

はそれぞれ昨年度の数値を上回る結果が見られた。

の中心を担う重圧が負荷となり反省点が多く挙げ

このことからこの教育キャンプへの継続的な参加が、

られていた。その結果として「チームで働く力」に

「考え抜く力」の能力をより効果的に向上させる可

特異な変容が見られたと推察できる。3 年次は視

能性が示唆された。

野を広げ全体の動きを見て行動する意識が伺える
記述が多く見られた。またサポートする意識など、
他者との関わりに対する積極性が多くの記述に見
られた。
5.

まとめ
各学年で立場や役割が全く異なる中でも、3 年

間の教育キャンプへの参加を経て、最終的には「社
会人基礎力」が最も高い数値を示していることが
明らかになった。継続的な教育キャンプへの参加
が「社会人基礎力」をより効果的に向上させる可能
図 2 考え抜く力

性が示唆された。

キャンプ経験が幼児の自立に与える影響（２）
Effects of Camping Experience on 5-years-old children’
s Independence（２）

○森田 彩虹（信州大学大学院）

平野

吉直（信州大学）

キーワード : キャンプ、幼児、自立
［目的］
本研究の目的は、幼児キャンプの経験が幼児の自立
に与える影響を明らかにすることである。
本研究は 2013 年度に本学会で発表した研究の第二報
である。

査時に筆者らが作成した調査用紙を用いた。この調査
用紙は 30 項目から成り、6 件法で回答を求めた。幼児
キャンプの参加者の保護者 23 名を対象に、キャンプ前
(Pre)とキャンプ後(Post)の 2 回調査を行った。
(2)自立行動記録（保護者用）
自立行動記録（保護者用）は、キャンプ参加後の日

[方法］

常生活の中で、幼児の自立行動に変化がみられるかを

1.調査対象

調査するために、平成 24 年度調査時に筆者らが作成し

平成 25 年度信州大学公開講座「幼児キャンプ教室」

た。幼児キャンプ参加者の保護者に、キャンプ参加後

（以下、幼児キャンプ）の参加者の保護者 23 名を対象

の日常生活の中で、自信がついたと感じることや、自

とした。

立したと感じられる出来事について自由記述で回答を

2.幼児キャンプの概要

求めた。調査用紙はキャンプ報告会時に配布し、その

(1)実施期間

場で回答を求め、回答後に回収した。

幼児キャンプは、平成 25 年 8 月に 3 泊 4 日の日程で
行われた。
(2)班構成
幼児キャンプの参加者は、23 名（年長 5 歳児、男

4．分析方法
(1)「幼児の自立」に関する調査
6 件法の回答について「全くあてはまらない」1 点～
「とてもよくあてはまる」6 点と回答を点数化し、キ

児：16 名、女児：7 名）、各班 5～6 名からなる 4 つの

ャンプ前後の総合得点の変化と各項目の得点の変化を、

班に編成され、各班にカウンセラー1 名、サブカウン

ｔ検定を用いて分析をした。

セラー1 名がついた。
(3)キャンププログラム
1 日目は、テント設営、キャンプ場散策、マップ作

(2)自立行動記録（保護者用）
類似する記録内容をカテゴリー化し、プログラム等
に関連付けて分析した。

り、2 日目は、課題解決ゲーム、川遊び、野外炊事、
ナイトシアター、3 日目は、瑪瑙山登山、入浴、4 日目

［結果及び考察］

は、クラフトが主なプログラムであった。また、就寝

1.「幼児の自立」に関する調査

前に 1 日の振り返りと絵本の読み聞かせを毎日行った。

幼児キャンプ前後の総合得点を比較したところ（表

3.調査内容

1）、平均点は向上したものの、有意な差は認められな

(1)「幼児の自立」に関する調査

かった。

本研究では、キャンプ前後で幼児の自立行動に変化
が現れるかどうかを調べるために、国立花山青少年自

表 1.「幼児の自立」に関する調査得点の変化

然の家が、体験活動が幼児の自立的発達にどのような

M

SD

効果をもたらすのかを客観的に評価するために用いた

Pre

123.11

7.28

「自立についての調査項目」を参考に、平成 24 年度調

Post

127.00

15.20

t
-1.11

各項目のキャンプ前後の比較をしたところ（表 2）、

事の準備・片づけをするようになったと考えられる。

(a)「自分の考えや想いを表現し、周りの人に伝えるこ

「我慢」に関係する記録（6 件）は、「今まであま

とができる」、(b)「自分をより高めようとする気持ち

り食べていなかった野菜を食べようとするようになっ

がある」、(c)「物事を冷静に見つめることができる」、

た」といったものが多くみられた。幼児は苦手な食べ

(d)「少しぐらい嫌なことがあっても耐えられる」の 4

物があっても食べなければならなかったり、仲間が我

項目で有意な向上が認められた。また、「先のことを

慢して苦手な食べ物を食べている姿を見たりした。

見通す力がある」、「ちょっとしたことではピリピリ

キャンプ後の家庭において苦手な食べ物を我慢して食

しない心の余裕がある」は有意傾向がみられた。

べられるようになった幼児は、キャンプ中におけるこ
のような経験が関与していると推察される。

表 2.項目別幼児の自立に関する調査得点の変化
項目
(a)

(b)

(c)

(d)

M

SD

Pre

3.89

1.23

Post

4.50

1.30

Pre

4.00

0.59

Post

4.33

0.77

Pre

3.56

0.86

Post

4.17

0.99

Pre

3.67

0.84

Post

4.22

0.94

「コミュニケーション」に関連する記録（5 件）は、
「知らない子にも話せるようになった」などがあった。

t
-2.50＊

また、「自己主張・自己表現」に関連した記録（3
件）は、「はっきり物事を言えるようになった」など
があった。2 日目に行われた課題解決ゲームは、仲間

-2.38＊

との話し合いが不可欠であり、幼児たちは自分の考え
を仲間に伝え合う経験を多くした。また、班をできる

-3.33＊＊

限り異なる幼稚園・保育園に通う幼児で構成したこと
によって、幼児は普段とは違う仲間と関わる機会が多

-2.40＊
**

p<.01

*

p<.05

くあった。キャンプ後に普段あまり一緒に遊ばない友
達を意識するようになったり、自分の考えを仲間に伝
え、表現する力がついたりした幼児は、キャンプ中に

以上のことから、幼児はキャンプ経験を通し、人に

おけるこのような経験が影響していると考えられる。

左右されない考えや想いを持ち、それを人に伝えるこ

「環境問題への意識」に関連する記録（3 件）は、

とができるようになったり、思い通りにならなくても

「水の大切さを考えるようになった」「洗剤を使い過

我慢できたりするなどの力がついたと考えられる。
2.自立行動記録（保護者用）

ぎと注意するようになった」と水を意識したものがみ
られた。幼児は、水が水道の蛇口から無限に出てくる

自立行動記録（保護者用）の記録内容は、8 つのカ

わけではないということや、仲間と遊んだ川に食器を

テゴリーに分類できた。記録内容とそれぞれの記録件

洗った排水が流れていくことの説明を受けたり、川遊

数は、「手伝い（9 件）」「我慢（6 件）」「コミュニ

びの時に魚が泳いでいる姿を見て、川が汚れると魚が

ケーション（5 件）」「自主性（5 件）」「自己表

住めなくなってしまうことを実感したりしていた。こ

現・自己主張（3 件）」「環境問題への意識（3 件）」

のような経験が幼児たちの環境への意識を高めたと考

「自信（3 件）」「その他（3 件）」で、合計 37 件で
あった。

えられる。
影響を与えた原因を推定することはできなかったが、

「手伝い」に関する記録（9 件）は、「食事の準

「自主性」に関連する記録（5 件）は、「テキパキと

備・片づけを手伝ってくれるようになった」「料理を

動けるようになった」「自ら気づいてピアノの練習を

手伝ってくれる機会が増えた」など、食事に関連する

するようになった」などがあり、「自信」に関連する

手伝いの記録が多くみられた。幼児は、毎日の食事の
準備・片づけを班の仲間と協力して行った経験や、2
日目の野外炊事で調理をした経験によって、家での食

記録（3 件）は、「キャンプを通して自信がついた」
「一歩踏み出すことが増えた」などがあった。
仲間と様々なことにチャレンジするキャンプ経験は、
幼児の自立にポジティブな影響を与えると考えられる。
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はじめに

に臨んだ。そのため，個人情報やプライバシーを

ある京都市立小学校では，６年前から５泊６日

守るために，本文では調査に協力していただいた

の長期宿泊・自然体験学習に取り組まれている。

小学校の実名や関係者の名前は出さないことと

筆者自身，2013 年 9 月の初旬に学生ボランティ

する。

アとしてこの活動に参加し，さまざまな活動プロ

3．調査対象

グラムを通じて子どもたちが変化していく姿を

調査対象者は京都市立小学校の長期宿泊・自然

近くでみてきた。５泊６日を終えると，ほかの学

体験学習に参加した校長（以後，Ａと呼ぶ）と 5

生ボランティアも子どもたちが変化したことを

年生の担任教師（以後，Ｂと呼ぶ）の 2 人である。

実感していたし，学校の先生も同じようなことを

4．調査の概要

いっていた。しかし，
「ＩＫＲ評定用紙」の調査

調査の概要としては，Ａに対しては，京都市立

結果によると，事前事後とも有意差があまりみら

小学校で長期宿泊・自然体験学習が取り組まれる

れなかったという結果に終わってしまった。もち

ようになった経緯を中心に，活動に対するＡ自身

ろん，アンケートの回収率が４４人中３０人弱と

の思いや活動の成果などに焦点が当てられてい

悪かったことも原因の一つとして挙げられるの

る。Ｂに対しては，事前，活動中，事後の子ども

かもしれないが，筆者はそれに納得できなかった。

たちの様子を中心に子どもが変容した要因につ

そのため，
「ＩＫＲ評定用紙」の調査では抽出で

いて語りを展開している。

きていない心理的な要因があるのではないかと

今回はその中でも，活動プログラムに焦点を当

思い，活動プログラムに焦点を当てた調査を実施

て，考察を深めていくものとする。

することに至った。

①

1．調査の目的

調査日時：2013 年 11 月 7 日 17：00－17：30

京都市立小学校における長期宿泊・自然体験学

調査実施の日時およびプロセス

調査場所：京都市立小学校，校長室

習のどのような活動プログラムが子どもの「生き

調査対象者：Ａ

る力」に影響を及ぼしているのか考察する。

②

2．調査方法と調査対象

日時：2013 年 11 月 7 日 17 時 30 分‐18：00

１）

場所：京都市立小学校，校長室

調査方法

この調査では調査対象者の了承を得たうえで，
ボイスレコーダーとメモを使って，聞き取り調査

調査実施の日時およびプロセス

調査対象者：Ｂ

5．調査結果のまとめ

集団としての雰囲気は良くなったかもしれな

１）活動プログラムについて

い。あと司会進行や出し物など恥ずかしげもなく，

～Ａの語り～

できる子どもは増えたように感じた。事前の段階

友人関係や人との繋がりが良好になった活動

ではそういう役割を嫌がる子は結構いたけど，Ｉ

プログラムは野外炊事である。しかし，野外炊事

君とか結構，動くようになったし，長期宿泊・自

を中心にしていたから，子どもはしんどい思いを

然体験学習を終えてたくましくなった子どもは

していた。そのため，実際に「野外炊事が楽しか

多いように思う。また，しなければならないと思

った」という割合は，高くないと思う。ただし，

って動く子も増えたように感じるから，個人の変

子どもたちが仲間意識を持って協力してできた

化は何かあるだろう。

ということは，人との対人関係に繋がっていると

6．考察

私は分析している。また，子どもたちが「楽しか

今回の調査を通じて，どの活動プログラムも子

った」という活動プログラムについては，「キャ

どもにとって大切な体験であることがいえよう。

ンプファイヤー」や「魚つかみ」，
「川下りや川遊

それと同時に多様な活動プログラムを通じて子

び」などが挙げられる。

どもたちの「生きる力」を育むうえで，学生ボラ

２）学生ボランティアの存在

ンティアの存在は必要不可欠ではないだろうか。

～Ａの語り～
学生ボランティアには，お兄さん，お姉さんと

学生ボランティアが子どもたちのグループに
入り，一緒に活動プログラムに参加することで，

して子どもたちと一緒に活動に取り組んでほし

「生きる力」を育みやすい環境を作っているよう

い。いわゆる「始まる動く者」の「始動者的存在」

に感じた。指導者としてではなく，つらいときも

として，学生ボランティアに子どもたちが教えて

楽しいときも一緒に考え，過ごしてきた仲間の存

もらうのではなく，一緒に取り組んだという感覚

在こそが子どもたちの事後の生活に変化を及ぼ

を体験させてほしい。

したと考えることができるのではないだろうか。

～Ｂの語り～
子どもたちが長期宿泊・自然体験学習に行きた

おわりに

がる理由としては，学習発表会などで学生ボラン

今回の調査は，京都市立小学校の教員を対象に

ティアの存在を知っているから，さまざまな家庭

行われたものであるため，一事例にすぎない。そ

的な問題があっても楽しみにしているし，全体の

のため，子どもたちが活動プログラムの何をきっ

雰囲気で参加する子どももいるように感じる。学

かけに「生きる力」を身につけたのかは明らかに

生ボランティアの存在は，あの子たちにとって求

なっていない。今後は子どもたちの事後のアンケ

めているものであるから，学生ボランティアが親

ート結果や感想文を分析する必要があるだろう。

身になって子どもと関わるというシステムは良

また，長期宿泊・自然体験学習を実施している

いと思う。

ほかの学校の関係者に聞き取り調査をすること

3）子どもの変化

で具体的に活動プログラムの意義を模索するこ

～Ｂの語り～

とが求められるだろう。それに伴い，調査方法や

子どもたちは，長期宿泊・自然体験学習中，学

分析方法の厳選といった事前準備も慎重に行っ

生ボランティアと触れ合うなかで，子ども同士の

ていきたい。

会話は増えたように感じる。また，グループや集

謝辞

団で何か作業して仕上げるなどは，事前に比べて
できるようになったので，成長したように思う。

本調査に際して，協力していただいた京都市立
小学校の教員の皆さまに感謝いたします。
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知的活動による野外教育
－野性の森における事例から－
Outdoor Education by Intellectual Activity：The Case Study of “Yasei no Mori”
○大石康彦・井上真理子（森林総合研究所多摩森林科学園）
キーワード：野外教育、森林教育、知的活動、グループワーク、フィールド管理
１．はじめに

プでの踏査（随時）のみである。活動の概略は、講

野外教育について、様々な考え方が提示されて

義１「森林と人間の歴史」（30 分）、講義２「環境思

いる。小森（2011）は野外教育の目的を、「個人と①

想の系譜・合意形成」（30 分）、ワーク１「森の目・人

地球・自然環境との関わり、②周囲の出来事（他存

の目」（野性の森を一巡し、森林生物の視点と人間

在）との関わり、③その人自身（自己：自分自身）と

の視点からフィールドの課題を発見し整理する活

の関わり、の３要素・観点についての気づきや認識

動、50 分）、ワーク２「グループ作り」（発見した課題

の拡大・改善およびその調和的で創造的な行動を

を共有できる者でグループを作る活動、30 分）、ワ

促進していくこと」とし、野外教育の教材となる野外

ーク３「課題対応策検討」（フィールドの課題への対

活動について「身体活動」を中心に考えがちとしな

応策を考えるグループ活動、120 分）、ワーク４「課

がら、その他に「知的活動」、「情意的・文化芸術的

題対応企画作成」（課題への対応策を具体化する

活動」なども含むと指摘した。管見によれば野外教

企画を作成するグループ活動、310 分）、ワーク５

育現場における実践は「身体活動」中心である。ま

「発表・討論」（作成した企画を発表、討論するグル

た、野外運動データベース(ROP)では知的活動や

ープ活動、150 分）である。分析に用いたレポート

情意的・文化芸術的活動に関する研究例はみられ

は、(1)野性の森の問題、(2)グループ内での合意、

ない。本研究では、野外教育のために整備・使用さ

(3)他のグループとの合意、(4)想起される環境問

れている森林における知的活動を中心とする実践

題、(5)問題に対してすべきこととその実現性、を論

から、その野外教育としての意味を検討した。

述の枠組みとして作成されたもので、提出された 16

２．方 法

件 を分 析 対 象 とした。レポートの記 述 から、小 森

筑波大学生命環境学群における「森林利用・合

（2011）による野外教育の目的に相当する、①地

意形成論」の授業として、野外運動の授業等に使

球・自然環境との関わり、②他存在との関わり、③

用されている筑波大学野外活動実習場・野性の森

自己との関 わりをとらえた記述を抽 出し、文部 省

（約 2.5ha）で実施した活動の事後に、参加者が活

（1996）が示した自然体験活動を通して期待される

動の過程を振り返り確認することを目的として作成

成果と比較した。

されたレポートをもとに、参加者の活動内容を分析

３．結 果

した。活動の実施日と受講者数は、2012 年 10 月

１）地球・自然環境との関わり：環境をとらえる考え

13-14 日（9 名）、2013 年 10 月 5-6 日（11 名）であ

方や野性の森の環境に関する記述がみられた。環

る。この活動は野性の森のあり方の検討を題材に、

境をとらえる考え方に関しては、環境を人間中心に

森林利用に関わる諸問題とその解決における合意

とらえるか自然中心にとらえるかの問題に関する記

形成の意味を、体験を通じて理解することを目的と

述や、手を触れず見守る対象と完全に管理して使

するものである。活動の大半は室内における知的

う対象に二極化せず、自然との共生関係を取り戻

活動であり、身体活動は野性の森一巡と各グルー

す、といった共生の考え方に関する記述がみられ

た。野性の森の環境に関しては、森林がうっ閉して

４．まとめ

次世代の木が育たない、下草が茂って歩きにくい、

本研究で検討した活動事例では、レポートの記

といった問題点に関する記述がみられた。問題点

述から、①地球・自然環境との関わり、②他存在と

への対応として、健全な生態系の復活や、人と森と

の関わり、③自己との関わりに相当する内容を抽出

の共生を学ぶ環境教育の場と野外運動を学ぶフィ

することができた。小森（2011）の図「野外教育の目

ールドとして整 備する、といった目 標 に関する記

的」を援用して整理したところ、体験活動を通じた

述、目標に向けた下草刈り、間伐や枝打ちなどの

自己とグループ内の仲間やフィールドとの直接的

手入れに関する記述がみられた。

な関わりから、地域・社会や地球・自然環境へ思考

２）他存在との関わり：地域・社会、動植物等フィー

を広げ、その過程で自己とフィールド、地域・社会、

ルド要素、グループ内や他のグループに関する記

地球・自然環境との間で認識・改善が行われ、自

述がみられた。地域・社会に関しては、地域の人々

己とグループの仲間や他グループとの間で協調性

による持続的な管理や、それを行政が支援するシ

や社会性が育まれ、自己内部では自主性、創造

ステムなど、地域住民や行政との関わりをとらえた

性、忍耐力が育まれていると考えられた（図－１）。

記述がみられた。動植物等フィールド要素に関して

また、文部省（1996）が示した自然体験活動を通じ

は、蚊やハチ、枯れ木など危険や不快の要因とな

て期待される成果８項目のうち６項目が実現され、

る動植物をとらえた記述がみられた。グループ内に

加えて「社会の理解を深める」ことも実現できると考

関しては、合意できた内容の記述の他、野性の森

えられた。このように、知的活動を中心とする活動

をそのままに使っていきたいという意見と、整備して

によっても、野外教育の目的に幅広く接近できると

全ての人が楽しめる森林公園にしたいという意見に

考えられた。

わかれたなど、整備の目的や程度に関する意見の
相違に関する記述がみられた。他のグループに関
しては、他のグループの企画に合意できた内容の
記述の他、人と自然のどちらに重点を置くか、とい
った重点の置き方がグループごとに違うなど、整備
の程度やバランスについて意見の相違が存在した
という記述、管理者や発生する木材の問題など、企
画の実現性に疑問を呈した記述がみられた。
３）自己との関わり：自分自身の状況や主体的な取
り組みに関する記述がみられた。自分自身の状況
に関しては、蚊などの不快な存在に対する自身の
反応に関する記述や、森林系に在籍していなが
図－１． 活動内容と野外教育の目的

ら、どこが問題なのか、どう手入れする必要がある
のかがわからなかった、といった活動に対する自己
の状況に関する記述、自分の提案についていろい
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野外活動におけるドラマチック体験と自己成長モデル構築の試み
The understanding of a personal growth roots in “dramatic episode”
from an outdoor experience.

末原 美佐（国立阿蘇青少年交流の家）
キーワード：野外活動，ドラマチック体験，自己成長，モデル

ことにつながることもある．このような自己を相

はじめに
ポジティブ感情は，社交的になり，対人関係の

対化してみる感情体験は，自己を高め，強めてい

促進をもたらしたり(Lucas & Baird, 2004)，対

く契機となる．特に，人生の一大転機ともなるべ

人間の葛藤を減らしたり，援助行動を促進する

きスタッフや友との出会い，また生涯の記憶に残

(Isen, 1987) ．そこで著者は野外活動の指導者

るような忘れ得ぬ出来事を経験することも稀で

は野外活動の指導を行うと，参加者から，または

はない．野外活動においても，このようなドラマ

自分自身が指導をしたことからポジティブな感

チックともいうべき体験は生起し，自己の形成に

情が芽生えるのではないかと考え，当所に属する

少なからず影響するものと推察される．

１）

研修指導員の指導の継続化に関し，ポジティブ感

そこで，野外活動時において体験する，一生涯

情を媒介変数とするモデル構築を昨年度の本学

忘れられない，一大転機となるようなドラマチッ

会において報告した．その結果，研修指導員とし

クとも言える体験が自己成長にどのような影響

ての活動を継続していくことによって生まれる

を及ぼしているかに関し，モデル構築を試みるた

要因の関係性は，参加者とのふれあい，専門性の

め，本研究では，野外活動指導者が野外活動にお

発揮，ドラマチック体験を体験することによって，

いて体験する心に残るエピソード（ドラマチック

ポジティブな感情が醸成され，自己成長へとつな

体験）と自己成長との関係性を明らかにすること

がる，といったメカニズムと捉えることができる．

にした．本研究での自己成長は自己概念，自尊感

橋本はスポーツドラマチック体験を「練習や試

情などの変容しにくい特性的なものではなく，一

合をとおして体験した心に残る良い出来事や悪

皮向けた成長，ささやかな成長と捉えることにし

い出来事を含むエピソード」と定義している

2）．

た．

「運動・スポーツ活動→ドラマチック体験→生き
る力」の一連のプロセスを考え，ドラマチック体

方

験が生きる力の養成に寄与していることを報告

1. 調査対象者

2）

している ．
野外活動は非日常の活動であり，仲間と協力し

法

平成 24 年度並びに 25 年度に当所の研修指導
員として登録されている 18 名のうち，心に残る

あって目標を達成するということを目的とした

エピソードを有する 11 名（男性 9 名，女性 2 名）

もので，ほとんどの人が活動後に達成感や充実感

を対象とした．

を得るものであると考えられる．目標に向かって，

2. 調査内容

仲間と協力し信頼しあっていく過程において，時

調査票は，記憶に残るエピソードとその影響に

には悔し涙をながすこともある．しかし，このこ

関する自由記述方式で調査した．

とが明確な目標設定となり，挑戦意欲を喚起する

3. 分析方法

対象の中から心に残る体験やエピソードを有
する者を抽出し，内容分析を行った．

ック体験の量こそが心理的スキルとしての心理
的競技能力を高め，ポジティブ特性を育むという
メカニズムを示唆している３）．そこで，野外活動

結

果

参加による自己成長モデルを，野外活動参加での

1. ドラマチック体験

ドラマチック体験が心理・社会・身体的スキルの

野外活動研修指導員に心に残るエピソードを

向上を促し，引いては自己成長としてのポジティ

自由記述方式で尋ね，内容分析を行いカテゴリー，

ブ特性に繋がるというメカニズムとして考えた

サブカテゴリーに分類した（表 1）．

（図 1）
．つまり，野外活動におけるドラマチッ

表1．ドラマチック体験

ク体験→心理・社会・身体的スキルの向上→心理

カテゴリー

サブカテゴリー

参加者との

体験

出会い(3)，憧れ，共有体験の継続

参加者の 出会い体験 性，
イベント 参加者を感動
させた体験

的特性の向上というメカニズムである．

新発見(2），自然が与えるインパクト

緊急対応，創意工夫，経験からくる意
志決定，参加者対応
安全対策の不備，危機一髪体験，
危機回避体験
危険生物との遭遇
自分の
継続事業への参加，
イベント 成功体験
経験判断による満足
想い出に残るキャンプソング，
感動体験
キャンプソングの効果
葛藤体験
判断の相違
克服体験

2. ドラマチック体験とその影響
ドラマチック体験がどのような影響をもたら
したか，自由記述で尋ね，分類した（表 2）．
表2．ドラマチック体験とその影響
ドラマチック体験
影響
参加者との出会い体験 精神誠意の対応，スキルアップ
参加者を感動させた体験 スキルアップ，新たな知識の獲得
万全の準備，研修の重要性，
克服体験
経験による判断力の向上，
コミュニケーション能力の向上
危機回避体験
判断力
成功体験
活動への原動力，継続事業の必要性
感動体験
日々のトレーニングの重要性
葛藤体験
次の活動への学び

図 1．野外活動のドラマチック体験による自己成長モデル

今後は，野外活動参加は野外活動参加歴とドラ
マチック体験，心理・社会・身体的スキルの向上，
心理的特性はポジティブ特性で捉え，これらの諸
変数間の相互関係を明らかにし，野外活動におけ
るドラマチック体験と自己成長のモデルを構築
していきたい．

考

察
研修指導員におけるドラマチック体験は 7 つ

のカテゴリーに分類された．参加者の出会い体験，
参加者を感動させた体験といった「参加者のイベ
ント」と，危機回避体験，克服体験，成功体験，
感動体験，葛藤体験といった「自分のイベント」
に分けることができた．また，自分のイベントに
関するドラマチック体験がその後に多くの影響
を及ぼしていることがわかった．つまり，ドラマ
チック体験が自己成長へ寄与していることが考
えられる．今回の調査では当所の研修指導員のド
ラマチック体験に過ぎず，次のステップでは更に
サンプル数を集める必要がある．
北井らは，スポーツ競技生活におけるドラマチ
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教育キャンプが参加者の
自己効力感、チーム効力感、集団凝集性に及ぼす影響
Effect of Educational Camp on
Self-efficacy, Collective Efficacy, and Group Cohesiveness

大杉夏葉（大阪体育大学） 徳田真彦（大阪体育大学大学院） 福田芳則（大阪体育大学）
キーワード：自己効力感

チーム効力感

集団凝集性

Ⅰ．はじめに
教育キャンプでは自己・他者・自然をキーワードと
して多くの教育活動が行われており,その中で個人
は集団や自然との関わりの中で成長していくとされ
ている（星野・金子，2011）．したがって，集団と個人
の両面から心理的変容を調査することは、今後の野
外教育の発展を考えた上でも重要である．スポーツ
心理学の研究では、集団の心理的側面を測る指標
として，集団凝集性とチーム効力感を用いた研究が
多く行われており，これらの概念はチームのパフォー
マンス発揮と強い関係があると報告されている(内田
ほか，2011)ことから，教育キャンプにおいてこの 2 つ
の概念を調査した.個人の心理的変容については，
チーム効力感と同じ根源を持つ，自己効力感を用
いて調査した．この 2 変数は,同じ根源であるが,その
関係性についてはまだ十分な研究が行われていな
いため,集団と個人の効力感の因果関係は明らかに
していく必要がある．以上のことから,教育キャンプの
アクティビティを通して参加者の 3 変数の変容や,個
人と集団の観点からの心理的変容について具体的
に明らかにするため，本研究の目的は「教育キャン
プにおける自己効力感・チーム効力感・集団凝集
性の変容状況，及びこの 3 変数に影響を及ぼす影
響要因とキャンプのアクティビティとの関係に
ついて明らかにする」とした．
以下は 3 変数の定義と使用した尺度を示す．
集団凝集性：「集団内の成員それぞれがその集団に
感じている魅力」（Festinger,1950），尺度は集団態
度スケール(20 項目,Evans)
チーム効力感：「ある結果を生み出すために必要な
行動を自分たちの集団はうまく行うことができるという
信念」（Bandura，1977），尺度はチーム効力感測定
尺度(9 項目,新田)
自己効力感：「ある結果を生み出すために必要な行
動をどの程度う まく 行う事 ができるかと いう確信」
（Bandura,1977），尺度は特性的自己効力感尺度
（23 項目,成田ら）
Ⅱ．研究方法
Ⅱ-1.予備調査
それぞれの尺度の信頼性を確認するため，A 看護

アクティビティ

影響要因

専門学校の 3 泊 4 日の教育キャンプ参加者 71 名を
対象とし，質問紙調査を用いてキャンプ終了後に調
査を行った．（回収率 100％）得られた結果から「特
性的自己効力感」（α>.93）と「チーム効力感」(α
>.92)についてはそのままの尺度を採用したが「集団
態度スケール」においては，項目間同士の相関が一
部高い値が出た 2 項目と教育キャンプにフィットしな
い 2 項目を精査し，本研究に合うように改変した 16
項目を採用した（α>.89）
Ⅱ-2.本調査
1)調査対象者及び時期
B 体育大学の 4 回生で選択科目の 1 つである 4 泊
5 日「キャンプ実習」（2013 年 10 月 7 日〜１１日）に
参加した 29 名を対象とした． 5 件法での質問紙調
査は実習の初日と最終日に行った．また，自由記述
式の振り返りシートを用いた調査を毎晩の班ミーティ
ングで行った．(回収率 100%)
2)分析方法
得られた回答は平均値を算出し，キャンプの前後
での変容は対応のある t 検定を行い，3 変数間の相
関については，相関分析を行った．
振 り 返 り シ ー ト の 分 析 方 法 は Coffey&Atkinson
(1996)のコード化・カテゴリー化の手法を使用し，伊
原(2009)の文献も参考にし，質的コード化を行った．
本研究はこれらの作業を，野外教育の専門家と本
キャンプ実習のスタッフで行った．この作業によ
り 16 個のカテゴリーが生成され，このカテゴリーを本
研究では「影響要因」と呼ぶこととした．この生成され
た影響要因を基に，どのようなアクティビティがどの
ような影響要因を持ち,参加者の自己効力感・チー
ム効力感・集団凝集性に対してどのように影響して
いるのかを明らかにした．
Ⅲ．結果と考察
Ⅲ-1.〈3 変数の変容状況〉
まず，本教育キャンプ参加者の自己効力感（以下
SE），チーム効力感（以下 CE），集団凝集性(以下
GC)においてキャンプ前後で変容が見られたか分析
したところ，それぞれに 0.1%水準で有意差がみられ
た．SE(n=29,t=5.51,df=28,p<.01),TE(n=29,t=4.92,
df=28,p<.01),GC(n=29,t=5.77,df=28,p<.01) よ っ て 本

教育キャンプで，参加者の自己効力感、チーム効力
感，集団凝集性はそれぞれ向上した．また、相関分
析を行った結果，３変数は正の相関があることが明ら
かになった．
Ⅲ-2.〈3 変数へ影響していたアクティビティ〉
回答欄に書かれてあったアクティビティ名で多くあ
げられていたものを 3 要素別に集計した．（表−2）
表-1

表−2

3 変数へ影響していたアクティビティ

自己効力感

キャンプ
登山 ASE ファイヤー 野外炊事
(25人) (18人) (14人)
(12人)

チーム効力感

ASE 登山 野外炊事
(23人) (20人) (15人)

集団凝集性

登山
(25人)
戸隠
ASE 散策
(26人) (25人)

夕食コンテ
スト(9人)

夕食コンテ 戸隠散策
スト (11人) (10人)

夕食コンテ
スト(13人)
キャンプ
ファイヤー
(13人)

3 変数それぞれに影響しているアクティビティが明ら
かになり，特に ASE と登山は 3 変数共通して多くの
参加者に対して影響していたことが明らかになった．
他には，戸隠散策は班での散策活動が凝集性を高
めている状況や，野外炊事，キャンプファイヤー，夕
食コンテストなどにおいても，3 変数それぞれに，影
響しているアクティビティであることが明らかになった．
Ⅲ-3.〈アクティビティ別の影響要因〉
次に 3 変数に大きく影響していた登山と ASE の 3
変数別の影響要因をグラフで示した．（図-1,2,3）各
影響要因の数値は，アクティビティそれぞれで出て
きた影響要因の総数を母数として割合を算出し，
10%以上の影響要因のみグラフ化した．

図-1

図-2
図-3
結果，登山と ASE の影響要因が明らかになり，3 変
数それぞれで，影響要因の効果に違いが見られた．
自己効力感では登山での「努力」要因と，ASE での
「コミュニケーション」要因が強く影響していることが
明らかになった．チーム効力感と集団凝集性では登
山での「励まし」要因と ASE での「努力」要因が強く
影響していることが明らかになった．また，3 変数とも
に共通して挙げられている，同じ影響要因でもアク
ティビティによって強く影響する変数に違いがあるこ
とが明らかになった．例えば，「努力」要因は 3 変数
共通して挙っているが、登山での努力要因は自己
効力感へ強く影響していて、ASE での努力要因は集

団凝集性とチーム効力感へ強く影響しているといっ
た状況があり，アクティビティと 3 変数の関係が明ら
かになったと言える．また，集団凝集性とチーム効力
感は影響要因とその効果のパターンが類似している
という結果になり，この 2 つの変数を変容させる要因
には強く共通していることが明らかとなった．
Ⅲ-4.〈全アクティビティからの影響要因の特徴〉
最後に、全アクティビティから影響要因を集計した
ものを示し、影響要因の構成の特徴を考察した（図−
4,5,6）．各影響要因の数値は，アクティビティそれぞ
れで出てきた影響要因の総数を母数として割合を算
出し，10%以上の影響要因のみグラフ化した．

図-4

図-5
図-6
3 変数別に，影響要因の構成が明らかになり，自己
効力感は努力要因，チーム効力感は達成要因，集
団凝集性は協力が 1 番影響していたことが明らかに
なった． また，3 変数で達成という影響要因が共通
していた事から，キャンプでの達成経験は参加者に
大きな影響を与えていた状況が分かった．また，チ
ーム効力感の影響要因の構成に注目すると，自己
効力感で強い影響要因の努力と集団凝集性で強い
影響要因の協力，一体感を併せ持った構成になっ
ていた．つまり，チーム効力感は自己効力感と集団
凝集性の媒体である関係性が示唆された．
Ⅳ.本研究まとめ
本研究によって以下のことが明らかになった．
1) 参加者の自己効力感・チーム効力感・集団凝
集性は正の相関を持ち，教育キャンプを通し
て向上していた．
2) 登山と ASE のアクティビティは 3 変数全て
に強く影響しており,その他のキャンプファ
イヤー,野外炊事,戸隠散策,夕食コンテスト
もそれぞれの変数に影響を与えていた．
3) ASE と登山では同じ影響要因でも 3 変数に
よって効果に違いが見られた．
4) 達成体験は 3 変数全てと強く関係しているこ
とが明らかになった．また，チーム効力感は
自己効力感と集団凝集性の媒体である可能
性が示唆された．

チーム始動時における ASE プログラム導入が集団凝集性に及ぼす影響
Effect of ASE program introduced in start-up team on group cohesiveness
○伊原久美子 1
1）大阪体育大学

キーワード：集団凝集性

徳田真彦 2

大杉夏葉 1

2）大阪体育大学大学院

ASE チーム形成

１．序論
ASE（Action Socialization Experience：社会性を育

易度の高い活動を行い、最後にふりかえりを実施し
た。チームの全体練習は次の日から始動された。

成する実際体験）は、集団やチーム、組織の形成を

集団凝集性の測定は、スポーツ集団における集団

目的に数多く活用されている。先行研究を概観する

凝集性を多面的に測定できる集団環境質問票（group

と、井村ら（1999）は、サッカー指導者養成を対象

environment questionnaire ： 以 下 GEQ と 略 す ）

とした ASE が班の雰囲気を有意に向上させたことな

（A.V.Carron et al, 1985）を用いた。GEQ は、以下の

どを報告している。また、加藤ら（2005）はサッカ

4 つで構成される（表-1）
。

ースクール小学 5・6 年生を対象とした ASE が友だ
ちからの受容感を有意に向上させたことを報告して
いる。福富ら（2011）は、ASE を取り入れたキャン
プ活動が中学生のサッカーチームの雰囲気を向上さ

表-1．GEQ の下位因子
ATG-S
ATG-T
GI-S
GI-T

集団の社会的側面に対する個人的魅力
集団の課題に対する個人的魅力
集団の社会的側面に対する一体感への個人的評価
集団の課題に対する一体感への個人的評価

せたことを報告している。しかし、これまでの研究

調査時期は、ASE 経験群はプログラム前(Pre)と後

ではチームや組織の始動時にその効果を検討した研

(Post)、1 ヶ月(Post1)の計 3 回、非経験群は ASE プロ

究は見あたらない。チームや組織の始動時に ASE を

グラム後のタイミング、つまり新年度の全体練習の

実施する目的の一つには、お互いを知り、チームの

開始時(Post)とその 1 ヶ月後(Post1)に実施した。

信頼関係や凝集性を強化することにある。中でもス

分析方法については、ASE 経験群の集団凝集性の

ポーツチームの始動時に集団凝集性を高めておくこ

変化を明らかにするために分散分析を行い、非経験

とは重要であると考える。一般的に集団凝集性は「メ

群との比較を行うために Post と Post1 で 2 要因の分

ンバーを自発的に集団に留まらせる力の総体」と定

散分析を行った。処理は、SPSS Statistics 21.0 for

義されている。そこで本研究は、大学クラブのチー

Windows を用いて行った。

ム始動時に ASE を経験した新入生と経験していない

３．結果と考察

2 年生の集団凝集性を比較し、ASE プログラムの有

ATG-S：集団の社会的側面に対する個人的魅力に

効性を検討することを目的とする。

ついては、経験群の分散分析、経験群と非経験群の

２．研究方法

分散分析において有意差は見られなかった（表-2）
。

2014 年 3 月 3 日にＭ大学アメリカンフットボール
部新入生を対象に行われた ASE プログラム参加者
14 名を ASE 経験者、同チームの 2 年生 15 名を ASE
非経験者として研究を行った。
ASE は新入生初顔合わせの翌日に行われた。アイ
スブレーキングを含む午前 2 時間はヘリウムフープ、
ブラインドスクエアなど難易度の低い活動を行い、
昼食を挟んで午後 3 時間はクモの巣、エレクトリッ
クフェンス、インディージョーンズ、大脱出など難

表-2．ATG-S の検定結果

Pre
Pos
Pos1
主効果
F 値 多重比較
交互作用
平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD
時期 経験
ASE経験群 37.64 8.94 40.21 6.80 38.71 5.00 1.49 ns ns ns
ASE非経験群
37.67 5.35 38.07 3.92 *p<.05， **p<.01
ATG-S は、チーム内の個人が他メンバーとの人間
関係にどの程度魅力を感じているかを表しているが、
ASE の経験の影響を受けなかった。非経験者の値と
はいずれの段階においても差がなく、関係の年数や
質の影響を受けていないとも考えられる。

ATG-T：集団の課題に対する個人的魅力について

Pre から Post1 に有意な向上がみられた。経験群と非

は、経験群の Pre から Post1、Post から Post1 に有意

経験群の分散分析においては有意な交互作用と時期

な向上がみられた。経験群と非経験群の分散分析に

の主効果が見られた。ASE 経験群よりも非経験群の

おいては時期の主効果が見られ、全体練習開始から

方が集団凝集性が高いことが示された。全体練習開

1 ヶ月後にかけて共に有意な向上が見られた。
（表-3）
。 始から 1 ヶ月後にかけて共に有意な向上が見られた。
表-3．ATG-T の検定結果

（表-5）
。

Pre
Pos
Pos1
主効果
F 値 多重比較
交互作用
平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD
時期 経験
24.00 5.22 23.64 6.56 28.16 5.18 6.73**
ASE非経験群
22.53 4.29 25.53 5.07 ASE経験群

Pre<post
Pos<Pos1

-

**

19.78 ns

表-5．GI-T の検定結果

ns

*p<.05， **p<.01

ATG-T は、チーム内の個人が、所属チームの課題

ASE経験群

Pre
平均値 SD

Pos
平均値 SD

Pos1
平均値 SD

29.46 7.18

34.86 6.74

39.14 6.24 15.36**

38.40 3.29

39.40 3.44

ASE非経験群

F 値 多重比較

-

Pre<post
Pos<Pos1
Pre<Pos1

主効果
交互作用
時期 経験
11.60** ns

4.48*

*p<.05， **p<.01

遂行能力にどの程度魅力を感じているかを表してい

GI-T は、所属チームがどの程度課題遂行に向かっ

るが、項目が「チームが試合に勝とうとする意欲に

てまとまっているかを表している。項目は「チーム

満足している」や「チームのプレイスタイルが気に

は一致団結して目標を達成しようとしている」や「練

入っている」といったチーム状況について項目のた

習中にうまくできないメンバーがいるとき、メンバ

め、ASE 経験による変化はみられなかった。しかし、

ーみんなでサポートする」といったチーム内での課

練習が始まると、新入生、2 年生共に向上している

題に対する一体感や統一感で構成されている。こち

ため、練習における意識が大きく影響していると考

らは、ASE 経験の前後、そして全体練習開始から 1

えられる。

ヶ月後にかけても有意に向上していることから、

GI-S：集団の社会的側面に対する一体感への個人
的評価については経験群の Pre から Post1、Pre から

ASE や練習の影響を受けていることが明らかとなっ
た。ASE での課題遂行やチーム練習での課題遂行は、

Post1 に有意な向上がみられた。経験群と非経験群の

課題に対する一体感や統一感を向上させることが明
分散分析において有意差は見られなかった（表-4）
。 らかとなった。ASE 非経験の 2 年生と比較すると、
表-4．GI-S の検定結果
練習開始時では 2 年生の方が高いが、1 ヶ月後には 2
Pre
Pos
Pos1
主効果
F 値 多重比較
交互作用
平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD
時期 経験
21.14 6.50 25.07 5.54 26.24 4.95 7.01**
ASE非経験群
24.40 3.33 25.20 4.65 ASE経験群

Pre<post
Pre<Pos1

ns

ns

ns

*p<.05， **p<.01

GI-S は、所属チームがどの程度人間関係に関する
ことでまとまっているかを表している。こちらの項
目は、
「それぞれで出かけるよりも、チームメンバー
と一緒に出かけることを好む」や「チームは、試合

年生と差がないことから、ASE 経験後の練習開始は
効果があったと考えられる。
４．結論
チーム始動時における ASE プログラム導入は、
“チ
ームがどの程度人間関係に関することでまとまって
いるか”や“チームがどの程度課題遂行に向かって
まとまっているか”に関しての集団凝集性に効果が
あることが明らかとなった。

や練習以外の時でも仲良しだ」といったクラブ以外
での内容で、一体感や統一感を示す項目である。こ
のような項目に関しては、ASE 経験の前後で有意に
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向上していることが明らかになった。全体練習の開

野外における Significant Life Experience(SLE)と
自己形成に関する研究（1）
A study about the relationship between significant life experience (SLE) in the outdoors
and self-formation

○水津 真委（びわこ成蹊スポーツ大学大学院）
・林 綾子（びわこ成蹊スポーツ大学）
キーワード：野外体験、SLE、自己形成
１．はじめに
これまでに、野外教育の効果として強調されてき

るような記述を中心としたアンケート項目を設けた。
３）手続き・調査時期

た基本項目は「自己」
「他者」そして「自然」との関

2014 年 2 月下旬から 3 月 25 日までに Web 上

係向上の 3 視点である。特に「自己」との関係性に

(Survey Monkey 社：URL)でのアンケートを依頼し、

おいては、自己概念や自己効力感など、野外教育プ

回答を収集した。そこから、自己形成に影響を与え

ログラムの効果として多くの研究にて証明されてい

た SLE の種類、影響についてのデータを得ることが

る。また、文部科学省の調査によると、子ども時代

できた。

の自然体験と高い道徳観・正義感との関係性が報告

３．結果と考察

されており、自然体験と自己形成の関係が認められ

１）野外における SLE の時期（図 1）

ている。だが、野外における体験が具体的に自己形

回答者の122名の有効な回答を得た263サンプル
（1

成にどのような影響を与えるかについては明らかに

人につき平均 2～3 個）の集計をしたところ、野外に

されていない。

おける SLE の時期は「大学生」に多く見られた。次

これまでに環境教育の分野では、アメリカを中心

いで、好奇心旺盛な「小学生」の時期があげられた。

に「環境に責任のある行動」の形成要因を探る研究

大学生時代では、一番活発な時期でもあり、特徴とし

として、Significant Life Experience(以下 SLE と示す)

てアイデンティティを確立していく時期でもあるた

と呼ばれる「過去をふりかえる」手法で、個人の環

め多くの回答が得られたと考えられる。

境に関する態度や行動との関係性を明らかにする取

図１．野外におけるSLEの時期

り組みがなされている(Tanner，1980)。
30代
3%

そこで本研究では、環境教育の分野での SLE のみ

20代
9%

ならず、野外における SLE と自己形成との関係性に
ついて明らかにすることを目的とする。

大学院
9%

40代
1%
幼少期
5%

小学校
24%

２．研究方法
本研究にあたって、対象者の主観的な意味づけか
らの理解を追求する構成主義の視野から、混合研究

大学生
41%

中学生
4%
高校生
5%

法の手法を用いて展開する。第１段階をアンケート
調査とし、自己形成に影響を与えた野外における
SLE の特徴を導き出すための、アンケート項目で調

２）野外における SLE の分類(表 1)
自分自身の自己形成に最も大きな影響を与えたと

査を行った。

思う重要な体験を尋ねる質問の回答を得る事ができ

１）対象者

た。これらの記述回答を伊藤ら(2004)の分析方法を参

野外教育に携わっている指導経験のある人に調査

考に、KJ 法で体験をカテゴリーに分類した。体験の

依頼をし、計 122 名（男 99 名、女 23 名、平均年齢

分類として大きく、
「野外教育プログラム指導者体験」

37.7 歳）から、有効な回答を得られた。

(以下、指導者体験)、
「野外教育プログラム参加者体

２）調査内容
どのような SLE が今の自己形成の変容に強く影響

験」(以下、参加者体験)、また教育目的であるプログ
ラム以外の
「自然体験活動」に分類することができた。

しているかを聞き出した。時期や具体的な内容を含

それぞれの体験の分類の中でも、更に役割を分類する

めて、回答者自身に自己の過去を振り返ってもらえ

ことができた
（カウンセラー、
指導者、
運営スタッフ、

多くあげられた。指導者として必ず必要な部分であ
り、自分自身が感じている自己への影響がその時の
の分類では、体験の内容として、自己・他者の成長や
体験後の記憶のみではなく、現在の活動や職業に関
変化が身を持って感じ取る事ができたことがわかっ
係しているのではないかと考える。
「参加者体験」の
た。これは、指導者として参加者と同じフィールドで
分類は、自身の可能性や自信へのつながりといった
体験をする事により、参加者の学びが自分自身の学び
自己への影響を与えていることがわかり、自分を発
となっているのではないかと考えられる。また、
「参
揮し、楽しむことで参加者として学び、成長できる
加者体験」の分類では、体験の内容として初めての野
体験からの影響だと考える。また、野外における SLE
外体験が重要な体験内容になり、野外活動に関心・意
の時期とも関係があるということが考えられる。
欲を持ち、実際に自然環境というフィールドで体験し、 ４．今後の課題
今回の結果は第 1 段階として重要な体験の分類と
自然の楽しさや美しさ、壮大さを感じていることがわ
かった。教育的なプログラム以外の「自然体験活動」 自己への影響の分類となった。今後、第 2 段階のデ
プスインタビュー調査として、アンケートの結果か
の分類では、遊び場所や庭のような裏山が近所にあり
ら SLE に焦点を当てたインタビュー調査を実施し、
生活の一部として多くの自然体験となり、それらが重
野外におけるSLEと自己形成との関係性をSLEの意
要な体験内容になっていることわかった。時期として
味づけや変容過程から明らかにする。
は、幼少期～中学生の時期に多く見られ、近所での遊
５．引用文献
びが自然体験活動になっていたのではないかと考え
1)伊藤正哉、児玉正博(2004):大学生が認識している
「自己形成経験」の探索的検討～自分らしくいら
る。
れている感覚(本来感;Sense of Authenticity)にも着
３）野外における SLE の自己への影響(表 1)
目して～日本教育心理学会総会発表論文集、(46)、
「指導者体験」の自己への影響として、自己の知
41.
識やスキルといった能力やコミュニケーション能力、 2)Tanner,T.,(1980),Significan Life Experience:
A New Research Area in Environmental Education,
また、基礎の部分として野外活動への関心・意欲が
Jounal of Environmental Education, 11(4),20-24.
ディレクター、参加者、家族、友人）
。
「指導者体験」

表1．野外におけるSLEの分類と自己への影響 (ｎ＝263)
体験の分類
役割
野外教育プログラム指導者体験（183） カウンセラー（46）

指導者（26）

運営スタッフ（10）

体験の内容
野外教育の魅力を知った体験
初めての体験
自己・他者の成長や変化を目の当たりにした体験
リーダーの楽しさ・難しさを知った体験
魅力的な指導者との出会い
自然の美しさや壮大さを知った感動体験
野外教育の魅力を知った体験
自己・他者の成長や変化を目の当たりにした体験
自然体験の重要性を知れたから体験
自然の美しさや壮大さを知った感動体験
自然ならではの指導法の習得
参加者から学ぶ
目的を明確にし自ら企画・運営体験
スタッフ同士の連携の大切さを学ぶ
自然環境の変化からの決断を下す体験
野外教育の重要性を理解できた体験
トップとしての責任感を常に持つ
初めての体験
自己を見直すことができ、仲間の大切さを知った体験
コミュニティーの大切さを知った体験
野外活動の楽しさ・重要性を知った体験
自然の美しさや壮大さを知れた感動体験
日常生活のありがたさを痛感した体験
危機管理能力を身につけたいと感じた体験

野外教育プログラム参加者体験(62)

ディレクター(5)
参加者

自然体験活動(25)

家族

初めての野外体験
裏山を登って遊んだ体験
生活の一部として自然に触れた体験
家族の絆が深まった野外での共同体験
林や野原での遊び体験
木の枝やクモの巣を使用し、クラフト体験

友人

近所の川に飛び込んで自然の美しさや壮大さを知れた体験
野外泊をした体験
動植物とのふれあい体験

単独

野外スポーツで独学より指導を受けたいと感じた体験
農作業・飼育体験
準備・計画不足で怪我に対応できずやむおえずビバークした体験
命の危機を感じた体験

野外におけるSLEの自己への影響
野外活動への関心・意欲
自己表現
自己認識
自己成長
コミュニケーション能力の獲得
自然環境への関心・興味
指導者としての意識向上
積極的行動
リスクマネジメント能力の獲得
野外活動知識と技術の獲得、指導技術の
生活の工夫
野外活動への関心・意欲
運営スキル
指導力の向上心
組織のトップでの役割・責任感
自身の可能性
自信へのつながり
自然環境への関心・興味
自身の教育観
野外活動知識と技術の重要性
野外活動の可能性の発見
人間社会への喪失感
人と自然とのつながり
自主自立
自信の獲得
自然環境への関心・興味
就職の機会
家族の大切さ
工夫する事
基礎体力の構築
自然環境への関心・興味
野外活動への関心・意欲
仲間意識
生活の工夫
地元への愛着心
リスクマネジメント能力の獲得
野外活動への関心・意欲
(自然の恵みへの)感謝の気持の大切さ
自己の能力向上
責任感
リスクマネジメント能力の獲得
生活の工夫
準備と計画の徹底

キャンプカウンセラーに対する認知がキャンプモラールに及ぼす影響
The influence of Camp-Morale on camper's cognition of camp counselor
○橋本和俊(京都教育大学大学院)、遠藤浩(京都教育大学)、前田純規(宇治市立御蔵山小学校)

キーワード：キャンプモラール、カウンセラー認知、リーダーシップ

【諸 言】

【研究方法】

教育的効果をねらいとした教育キャンプにおいて、参加

1.被検者

児童と直接的に関わり、生活指導およびプログラムなどの

平成 25 年 8 月 19 日から 23 日までの 4 泊 5 日の日程で

活動を指導する者はキャンプカウンセラーと呼ばれる(以

実施されたキャンプに参加した小学4年生から6年生まで

下、カウンセラーとする)。飯田(1992)は「キャンプを成

の児童 50 名のうち、全ての検査を回収できた 45 名の児

功させ、子どもに貴重な体験を与える上で鍵を握っている

童を分析対象とした。

のは、カウンセラーである」と述べている。
また、活動に対して集団における満足度や活動意欲を測

また、先行研究よりカウンセラーの性別が認知に影響し
ているという報告があったため、本研究ではカウンセラー

定する指標として「モラール」がある。モラールとは、集

の性別の違いという要因を排除して分析する。そのために、

団の成員の目標達成への意欲や満足度のことである。本研

参加児童の班構成は、男女混合とはせず、男子班には男性

究ではキャンプ場面における活動に対しての集団の満足

カウンセラーを１名、女子班には女性カウンセラーを１名

度や活動意欲を「キャンプモラール」という。本研究の目

配置して指導する体制をとった。

的は、キャンプモラールに及ぼすキャンプカウンセラーの

2.検査および手続き

影響を検討していく。
キャンプカウンセラーの影響を分析する指標として、参
加児童が担当カウンセラーをどのように認知・評価してい
るのかに焦点を当てる。そこで、認知・評価として、カウ

本研究では、下記の 3 つの測定用紙を使用し、いずれ
の測定用紙はキャンプ終了時に集団調査法にて実施およ
び回収した。(＊に関しては逆転項目である)
１）キャンプモラール評定尺度

ンセラーの内面的特徴の認識である「カウンセラー認知」

千代田(1998)の作成したキャンプモラール評定尺度(20

とカウンセラーの「リーダーシップ行動」に対する評価を

項目)を用いた。この検査票は、
「連帯性」
「＊不満」
「活動

とりあげた。三隅(1984)は、リーダーシップの行動パター

意欲」
「規律遵守」の４因子で構成されている。

ンにＰ機能とＭ機能があるとしている。Ｐ機能とは

２）対人意識検査票

Performance(遂行)機能のことで、集団における目標達成、

村田(1994)の作成した対人意識検査票(35 項目)を用い、

課題解決を志向した機能である。Ｍ機能とは、

担当カウンセラーに対する対人認知(カウンセラー認知と

Maintenance(維持)機能のことで、集団の自己保存、集団

する)を測定した。この検査表は「親和性」
「＊専制・圧力」

の過程それ自身を維持し強化しようとする機能である。

「コミュニケーション」
「＊公的立場」
「ユーモア」の５因

以上より本研究の目的は、教育キャンプにおける参加児
童のキャンプカウンセラーに対する認知(カウンセラー認
知、リーダーシップ機能の評価)が児童のキャンプモラー
ルに及ぼす影響を検討することである。

子で構成されている。
３）カウンセラーのリーダーシップ行動評定尺度
千代田(1998)の作成したカウンセラーのリーダーシッ
プに対する評価としてＰ行動測定項目(10 項目)、Ｍ行動測
定項目(10 項目)の合計 20 項目からなる、リーダーシップ

行動評定尺度を用いた。

連帯性や活動意欲は高まり、キャンプやグループへ不満を

【結果および考察】

感じていないことが明らかとなった。また、この傾向は、

1.キャンプモラールとカウンセラー認知との関係

男子よりも女子のほうがより顕著に表れ、女子は M 機能

キャンプモラール合計得点と、カウンセラー認知合計
得点、それぞれの因子得点から、互いの関連を見るために
相関係数を求めたところ、キャンプモラール合計得点とカ

を重要視していることが明らかとなった。
【まとめ】
本研究では以下のことが明らかとなった。

ウンセラー認知合計得点の間には高い相関係数(r=0.65)が

1.参加児童がカウンセラーに対して親和的でコミュニケ

認められた。各因子得点間で r 値が 0.4 以上のものをみる

ーションが取りやすいと感じると、グループに対する連帯

と、キャンプモラールの「連帯性」因子は、
「コミュニケ

性や活動意欲が高まると同時に不満は感じなくなる。

ーション」因子(r=0.51)と「親和性」因子(r=0.46)との相

2.参加児童がカウンセラーに対して専制的や圧力的と感

関が高く、キャンプモラールの「不満」因子は、
「専制・

じると、キャンプやグループへの不満を感じるようになる。

圧力」因子(r=0.54)と「コミュニケーション」因子(r=0.48)

3.参加児童がカウンセラーに対してM機能(集団維持機能)

と「親和性」因子(r=0.43)との相関が高く、キャンプモラ

を高く評価すると、グループに対する連帯性や活動意欲が

ールの「活動意欲」因子は、
「コミュニケーション」因子

高まると同時に不満は感じなくなる。

(r=0.62)と「親和性」因子(r=0.61)との相関が高かった。

4.男子と女子を比べると、女子の方がカウンセラーへの評

また、より詳細な分析をするため、キャンプモラール得

価とキャンプモラールの高低との関係は強く、カウンセラ

点群(上位、中位、下位)によるカウンセラー認知得点を比

ーに対して親和的で好意的と認知し、Ｍ機能が高いと評価

較すると、
「親和性」因子と「コミュニケーション」因子

するほど、グループへの連帯性や活動意欲は高まり、不満

における群間の得点差が顕著であった。

も感じず、規律やルールを守るようになる。

以上より、参加児童がカウンセラーに対して親和的でコ

以上のことより、カウンセラーを親和的でコミュニケー

ミュニケーションが取りやすいと感じると、グループに対

ションが取りやすいと感じ、自分たちのことやグループの

する連帯性や活動意欲が高まると同時に不満は感じなく

ことを考えてくれていると感じると、グループに対する連

なることが明らかとなった。この傾向は、男子よりも女子

帯性や活動意欲が高まり、不安は感じなくなることが明ら

のほうがより顕著であった。

かとなった。また、カウンセラーに対して専制的・圧力的

2.キャンプモラールとカウンセラーのリーダーシップ行

だと感じると、キャンプへの不満を感じることも明らかと

動との関係

なった。

キャンプモラール合計得点と、リーダーシップ P 得点、

さらに、これらの傾向は男子よりも女子の児童により顕

M 得点から、互いの関連を見るために相関係数を求め分

著に表れることも、分析結果より明らかとなった。東ら

析した結果、キャンプモラール合計得点とリーダーシップ

(1998)は、
「男性は女性よりも課題そのものに興味を持ち、

M 得点の間に高い正の相関(r=0.62)が認められた。対して、

課題に取り組む。それに対して、女性は男性よりもより強

Ｐ得点と正の相関(r=0.37)が認められたが、Ｍ得点と比べ

く『人』に興味を持ち、他者から賞賛されたり、承認され

ると関係性は低い。キャンプモラールの４因子とＰ得点及

ることを気に掛ける。すなわち、男性は課題志向性がより

びＭ得点の相関では r=0.4 以上のものを見ると、P 得点は

強く、女性は人間志向性がより強い。
」と述べており、本

「連帯性」因子(r=0.55)と、M 得点は「連帯性」因子

研究の結果はこれを裏付ける結果となった。つまり、キャ

(r=0.56)・
「不満」因子(r=0.43)・
「活動意欲」因子(r=0.55)

ンプ中に女子児童を指導する際は、よりコミュニケーショ

とそれぞれ高い相関が認められた。

ンを大切にし、親和的に接する必要がある。

これらの結果により、参加児童がカウンセラーの P 機
能に対して高く評価しているとグループへの連帯性が高
まり、M 機能に対して高く評価しているとグループへの

これらの結果は、今後のカウンセラー養成の重要な資料
となるであろう。

キャンプ実習が大学生の社会的スキルに及ぼす影響
Effects of training camp on the social skills of college students

○仲澤

ゆき乃（フリーランス）・平野

吉直（信州大学）

キーワード : キャンプ実習、大学生、社会的スキル
[目的]
本研究の目的は、キャンプ実習に参加した大
学生の社会的スキルに関して、キャンプを通し
ての変化や日常生活への般化について明らかに
し、今後の教育的なキャンプの発展につなげる
ことである。
[方法]
１．調査対象
本研究の調査対象は、千葉県にあるＳ大学の
キャンプ実習に参加した学生８名である。キャ
ンプ実習は、平成 25 年８月 23 日～27 日（４泊
５日）に、国立妙高青少年自然の家で実施され
た。
キャンプ実習のプログラム構成の特色は、グ
ループ遠征（自主計画による１泊キャンプ）や
祭り（屋台作り、創作的野外料理）など、班の
仲間と話し合い作り上げていくプログラムが主
となっていることである。
２．調査内容
(1)社会的スキル尺度
キャンプ参加者の社会的スキルの変化を調査
するために、相川ら １）が作成した「成人用ソー
シ ャ ル ス キ ル 自 己 評 定 尺 度 （ Social skill
self-rating scale for adults）」を、キャン
プ約１ヶ月前(Pre)、キャンプ最終日(Post1)、
キャンプ約２ヶ月後(Post2)の計３回おこなった。
この尺度は、「関係開始(8 項目)」「解読(8 項
目)」「主張性(7 項目)」「感情統制(4 項目)」
「関係維持(4 項目)」「記号化(4 項目)」の６因
子から成り、全 35 項目で構成されている。回答
方法は、「ほとんどあてはまらない」、「あま
りあてはまらない」、「ややあてはまる」、
「かなりあてはまる」の４件法である。
(2)参加者の記述
社会的スキルの向上や日常生活への般化に影
響を及ぼす場面・状況を明らかにするために、
以下の３つの調査をおこなった。
①エコー（毎日のふりかえり）
キャンプ参加者がキャンプ中に毎日その日を
ふりかえり、感じたこと・考えたことなどを自
由に記入した。エコーは、１日のプログラムが
全て終了した後、計５回実施した。
②マインドクロッキー（キャンプ全体のふりか

えり）
キャンプ参加者が自分自身の行動の変化や心
の変化に自ら気づくことをねらいとし、キャン
プ最終日に、キャンプを通して感じたこと・考
えたことなどを白紙のＢ５用紙に自由に記録を
した。
③キャンプ事後アンケート
日常生活に戻ってから改めてキャンプのこと
をふりかえるために、キャンプディレクターが
作成した「キャンプ事後アンケート」を実施し
た。このアンケートは、「キャンプを経験した
前後での自分自身の変化」「キャンプを経験し
た前後での仲間の変化」「キャンプでの“学
び”」の３項目でなり、回答は自由記述で求め
た。
３．分析方法
(1)社会的スキル尺度
各項目の回答について、「ほとんどあてはま
らない」から「かなりあてはまる」を順に１～
４ 点 と 得 点 化 し 、 Pre-Post1 、 Post1-Post2 、
Pre-Post2 での得点の変化を明らかにするため、
ｔ検定を用いて比較した。
(2)参加者の記述
「エコー」「マインドクロッキー」「キャン
プ事後アンケート」の３つの記述から、社会的
スキルの向上や日常生活への般化に関連する記
述を抜粋し、社会的スキルの６つの因子（関係
開始、解読、主張性、感情統制、関係維持、記
号化）に分類し、分析した。
［結果及び考察］
１．社会的スキルの変化
(1)キャンプ約１ヶ月前とキャンプ直後の比較
キャンプ直後の社会的スキルは、キャンプ約
１ヶ月前に比べて、有意な向上が認められ、キ
ャンプ実習によって参加者の社会的スキルが高
まったことが明らかとなった。
因子ごとの比較においては、「関係開始」で
有意な向上が認められ、「記号化」で向上傾向
がみられた。「関係開始」は、初対面の人同士
が出会ったときに必要な対人スキルであり、初
めて出会った仲間との共同生活や活動のプロセ
スが、社会的スキルの向上に影響を与えたと推
察できる。
(2)キャンプ約１ヶ月前と約２ヶ月後の比較
キャンプ約２ヶ月後の社会的スキルは、キャ
ンプ約１ヶ月前に比べて、平均値は向上してい

表１．Pre と Post1 の社会的スキルの変化
因子

調査時期

Ｍ

ＳＤ

全体

Pre
Post1

90.38
96.63

5.54
8.54

関係開始
解読
主張性
感情統制
関係維持
記号化

Pre

18.50

3.35

Post1

22.13

4.68

Pre
Post1
Pre

21.13
22.00
16.25

4.23
3.24
2.73

Post1
Pre

17.63
9.38

2.06
2.64

Post1
Pre

9.88
11.88

2.89
1.27

Post1
Pre

12.63
11.13

1.41
1.69

Post1

12.38

1.58

ｔ値
-2.427

*

-3.394

*

-0.884

n.s.

-1.519

n.s.

-0.441

n.s.

-1.821

n.s.

-2.236

†

†<.10

*p<.05

るものの、統計的に有意差はみられなかった。
因子ごとの比較においては、「関係開始」で有
意な向上が認められ、「記号化」で向上傾向が
みられた。「関係開始」の質問４項目は、キャ
ンプ直後において有意な向上がみられ、その得
点の向上はキャンプ約２ヶ月後まで維持されて
いる。
キャンプ後に向上した参加者の社会的スキル
の一部は、キャンプ約２ヶ月後まで維持されて
おり、キャンプ後の日常生活において般化した
と考えられる。
表２．Pre と Post2 の社会的スキルの変化
因子
全体
関係開始
解読
主張性
感情統制
関係維持
記号化

調査時期

Ｍ

ＳＤ

Pre

90.40

5.54

Post2

96.60

10.72

Pre

18.50

3.35

Post2
Pre

22.38
21.13

4.85
4.23

Post2
Pre

21.75
16.25

4.02
2.73

Post2
Pre

18.38
9.38

2.60
2.64

Post2
Pre

9.63
11.88

2.87
1.27

Post2
Pre

12.25
11.13

1.20
1.69

Post2

12.25

1.85

ｔ値
-1.471

n.s.

-3.076

*

-0.585

n.s.

-1.538

n.s.

-0.221

n.s.

-0.600

n.s.

-1.938

†

†<.10

*p<.05

２．社会的スキルに関する記述
(1)エコー、マインドクロッキー
社会的スキルに関連する記述数は 62 件であり、

図１．Pre・Post1・Post2 の社会的スキルの
合計得点の変化
１件の記述に対して複数の理解が含まれている
場合があったため、記述数は述べ 91 件（１人あ
たり 11.4 件）となった。記述数が多い順に、
「記号化(33 件)」「解読(19 件)」「関係維持
(16 件)」「主張性(14 件)」「関係開始(6 件)」
「感情統制(3 件)」となった。参加者はキャン
プ全日程において、社会的スキルに関連した多
様な記述をしていたことがわかった。特に、キ
ャンプ最終日に実施したマインドクロッキーへ
の記述が多くみられた。また、因子ごとでは、
「記号化」に関連するものが最も多く、特に４
日目から最終日にかけての記述が多くみられた。
(2)キャンプ事後アンケート
社会的スキルに関連する記述は 15 件であり、
夏季キャンプで高まった参加者の社会的スキル
は、キャンプ約２ヶ月後でも意識されているこ
とがわかった。質問した３項目に対しての記述
は、それぞれ５件ずつであり、各因子の中で記
述数が多い順に、「関係維持(7 件)」「記号化
(4 件)」「主張性(3 件)」「関係開始(1 件)」と
なった。
(3)社会的スキルに関する記述のまとめ
これらの記述を分析した結果から、参加者の
社会的スキルに影響を及ぼす場面・状況として、
①普段とは異なる環境や対人関係という負荷が
ある中で、他者と打ち解け、交流を深めていく
ような活動、②班の仲間と真剣に意見を出し合
い、計画を作り上げ、それを実際に仲間と協力
しておこなう活動、③仲間とともにキャンプを
ふりかえり、それを共有する経験、が挙げられ
ると推察できる。
さらに、キャンプ約２ヶ月後においても、参
加者は、キャンプをとおして高まった社会的ス
キルを意識しており、そのスキルは、日常生活
へ般化したと示唆される。
【引用・参考文献】
1)相川 充・藤田 正美（２００５）：成人用ソ
ーシャルスキル自己評定尺度の構成，東京学
芸大学紀要 第１部門 教育科学 56，87-93

キャンプ実習が大学一年生の適応感に及ぼす影響
The Influence of University Camping Course on the Subjective Adjustment in First-Year Students

○小松 直紀（信州大学大学院）

平野

吉直（信州大学）

キーワード：適応感、キャンプ実習、大学生
【目的】
本研究は、大学キャンプ実習が大学一年生の適

③「適応感」と「班との関わり」の関連
1st 調査の「班との関わり」得点の上位 72 名

応感に及ぼす影響を明らかにすることを目的と

(41 点以上)を高得点群、下位 71 名(33 点以下)

する。

を低得点群とし、両群の「適応感」を、t 検定を

【研究方法】

用いて比較した。同様に、2nd 調査の「班との関

(1)調査対象

わり」得点の上位 86 名(44 点以上)を高得点群、

信州大学教育学部の集中授業として、2013 年 8

下位 82 名(36 点以下)を低得点群とし、両群の
「適

月 27 日から 29 日（A 日程）、8 月 29 日から 8 月

応感」得点を、t 検定を用いて比較した。また、

31 日（B 日程）の 2 つの日程(2 泊 3 日)で行なわ

「班との関わり」得点の変化量の上位 64 名(+6

れた「野外教育」
（以降「キャンプ実習」とする）

点)を高群、
下位 35 名(⁻1 点以下)を低群とし、
「適

に参加した大学一年生 267 名のうち、未回答項目

応感」得点の変化量を、t 検定を用いて比較した。

などの無かった 244 名を対象とした。

【結果・考察】

(2)調査用紙

(1)実習期間中の「適応感」の変化

学生の班への適応感の変化を調べるために、大

1st 調査・2nd 調査における「適応感」の合計

久保・青柳１）が作成した「大学環境への適応感

得点を、t 検定を用いて分析したところ、0.1％

尺度」を参考に、本研究用に項目を整理し、
「キ

水準で有意な向上がみられ(表 1)、実習 1 日目か

ャンプ実習適応感尺度(27 項目)を作成・使用し

ら実習 2 日目にかけて、学生の適応感が高まった

た。また、キャンプ実習における班での関わりや

ことが明らかとなった。

班への印象を調べるために、筆者らが作成した

表 1. 1st 調査・2nd 調査における
「適応感」得点の比較
（N=244）

「班との関わり尺度(9 項目)」を使用した。

1st 調査

キャンプ実習 1 日目の夕食後に 1 回目の調査
（以下 1st 調査）を、キャンプ実習 2 日目の夕食
後に 2 回目の調査（以下 2nd 調査）を行った。
(4)分析方法
①実習期間中の「適応感」の変化
1st 調査、2nd 調査それぞれの合計得点を、t

2nd 調査
ｔ値

(3)調査期日
得点

M

SD

M

SD

106.28

15.72

113.11

15.03

-10.16***
***p<.001

1st 調査は実習 1 日目の班活動を経た後の調査
であり、平均点は 106.28 点(135 点満点)と決して
低くない得点であるが、2nd 調査ではさらに得点は

検定を用いて比較した。

向上しており、キャンプ 2 日目に行なわれた課題

②実習期間中の「班との関わり」の変化

解決ハイキングの中で、アクティビティをクリア

1st 調査、2nd 調査それぞれの合計得点を、t
検定を用いて比較した。

するために班のメンバーで話し合ったり、協力し
てクリアできたときに達成感を感じ喜びを分かち

合ったりした経験が、得点の向上につながったと かった。
考えられる。

また、
「班との関わり」得点の変化量の高群、

(2)実習期間中の「班との関わり」の変化

低群の「適応感」得点の変化量を、t 検定を用い

1st 調査・2nd 調査における「班との関わり」得 て比較したところ、表 5 に示すとおり高群の「適
点を、t 検定を用いて分析したところ、表 2 に示す 応感」得点の変化量は、低群に比べて、0.1%水準
とおり、0.1％水準で有意に向上した。

で有意に高かった。

表 2. 1st 調査・2nd 調査における「班との関わり」得点

表 4.「班との関わり」高・低得点群における

の比較（N=244）
「適応感」得点の比較(2nd 調査)
1st 調査

2nd 調査
ｔ値

得点

M

SD

M

SD

36.70

6.10

39.50

5.35

高得点群(N=86)

低得点群(N=82)
ｔ値

-10.29***
得点

M

SD

M

SD

126.15

8.12

98

10.98

18.83***

***p<.001
***p<.001

1st 調査の平均点は 36.70 点(45 点満点)で、実
習 1 日目のプログラムには、達成感や一体感、楽

表 5. 「班との関わり」得点の変化量の高・低群における
「適応感」得点の変化量の比較

しい雰囲気を感じる場面が多くあったことから、

高群(N=82)

高い得点となったと考えられる。2nd 調査の平均

ｔ値
M

SD

M

SD

10.60

9.02

3.53

8.90

点はさらに高い得点であり、実習 2 日目の課題解
決ハイキングには、班の一体感や達成感を感じる

低群(N=75)

変化量

***p<.001

場面が 1 日目以上に多くあったのではないかと考
えられる。

4.90***

以上の 3 つの比較結果から「班との関わり」

(3) 「適応感」と「班との関わり」の関連

得点が高い者は「適応感」得点も高く、
「班と

1st 調査における高得点群、低得点群の「適応
感」得点を、t 検定を用いて比較したところ、表

の関わり」得点が大きく伸びた者は「適応感」
得点も大きく伸びていることが分かった。

3 に示すとおり、高得点群の「適応感」得点は、

このことから、班の仲間と親密に関わる機会

低得点群に比べて 0.1%水準で有意に高かった。

が多くあることが、学生の班に対する「適応感」
を高めることにつながると考えられる。キャン

表 3.「班との関わり」高・低得点群における

プ実習において、学生の「適応感」を高めるた

「適応感」得点の比較(1st 調査)

めには、班で活発に話し合ったり楽しい雰囲気

高得点群(N=72)

低得点群(N=71)
ｔ値

得点

M

SD

M

SD

117.85

15.61

91.75

11.64

で活動したりすること、班の中で一体感や達成
感を味わうことができるよう、プログラムを工

11.25***

***p<.001

夫したり、リーダーやスタッフへの意識付けを
することが必要であると推察される。
【参考・引用文献】

同様に 2nd 調査における高得点群、低得点群

１）大久保智生、青柳肇（2003）：大学生用適

の「適応感」得点を、t 検定を用いて比較したと

応感尺度の作成の試み―個人－環境の適合性

ころ、表 4 に示すとおり、高得点群の「適応感」

の視点から、パーソナリティ研究、第 12 巻第 1

得点は、低得点群に比べて、0.1%水準で有意に高

号、38-39

大学キャンプ実習におけるふりかえり活動の教育的効果
The Effect of the Reflective Experiences in University Camp Course
○遠藤 浩(京都教育大学)、川口絵奈子(亀岡市立亀岡小学校)

キーワード：大学キャンプ実習・ふりかえり・自己肯定意識・対人不安意識・自己成長性

【諸言】

129 名のうち、全ての検査が回収された計 123 名（男子

近年、教育キャンプをはじめとする野外教育において

50 名、女子 73 名）[95.3%]を分析対象とした。

「ふりかえり」とよばれる活動を意図的に導入することが

実験場面に設定した 2 つのキャンプ実習は、いずれも 6

注目され、数多く実践されている。
「ふりかえり」は、体

－8 名の小グループ活動であり、テント泊、全食自炊のキ

験の内省を行い、体験の意味を解釈し、次の体験へと活か

ャンプ活動を基本としており、同じ主旨をもったプログラ

す一連の過程で、多くの場合グループで行われ、メンバー

ムにより構成されている。各グループには、1 名の班担当

がどのような体験をしたか、その体験からどのようなこと

指導者（カウンセラー）を配置した。また、いずれのキャ

を考えたかなど、お互いの気づきを分かち合う、シェアリ

ンプも期間は 4 泊 5 日とした。

ングを大切にしている。

キャンプ2日目から4日目の夕食後に班別活動の時間を

野外教育における「ふりかえり」の研究は、日本におい

設けて、この時間に実験群（11 グループ 68 名）は「ふり

ては 2000 年以降発表されるようになり、その代表的な研

かえり」を実施し、統制群（9 グループ 55 名）は「ふり

究として、荒木らは指導者が計画的に介入し、一定時間行

かえり」以外の活動を行った。いずれのキャンプも「ふり

う「ふりかえり活動」に関するいくつかの研究を行ってい

かえり」を 3 回実施し、1 回の時間は 90 分程度とした。

る。過去のふりかえりの研究では、被験者数が 20 名以下

また、
「ふりかえり」の内容統一や一定の質を確保するた

のものが多く、ふりかえりが心理的側面に及ぼす教育効果

め、実験群のカウンセラーには事前に実施方法を示した資

を統計的に分析するには限界があったと考えられる。

料を配布し、説明を行った。

そこで本研究では 100 名を超えるキャンプ実習参加者
に対し、ふりかえり活動を導入した実験群と導入しない統
制群における心理的分析により、教育キャンプにおけるふ
りかえりの教育的効果を分析することとした。
本研究の目的は、大学キャンプ実習における「ふりかえ

２．検査および手続き
キャンプ実習における「ふりかえり」導入の有効性を明
らかにするために、以下の検査を実施した。
①「自己肯定意識尺度」
（平石 1990）
②「対人不安意識尺度」
（林・小川 1981）

り」導入の有効性を自己肯定意識と自己成長性の変化から

③「自己成長性検査」
（梶田 1980）

検討することである。

これらの検査をキャンプ直前（②はキャンプ 1 ヶ月前に

本研究における「ふりかえり」とは、参加者一人ひとり

実施）
・直後・１ヶ月後の計 3 回実施した。得られたデー

の気づきをグループで共有していく過程で自己や仲間の

タは相関係数や分散分析、多重比較などを用いて統計処理

内面に目を向けることを目的に、指導者が計画的に介入し、

を行った。

意図的に設定したグループ活動としてのふりかえり活動
をさす。

2 つのキャンプ実習は、全てのプログラムがグループ活
動を中心としているため、キャンプ実習の約 1 ヶ月前にあ

【研究方法】

たる 7 月下旬に実施した「対人不安意識尺度」の合計得点

１．被験者

をもとに、グループ構成を行った。その際、各グループの

平成 23 年 9 月に実施されたＫ大学教育学部の正課授業

平均得点および得点の分布をできる限り均等にした。さら

である 2 つの大学キャンプ実習に参加した大学 1・2 年生

に、活動グループを指導するカウンセラーについても、実

験群と統制群で指導経験が均等になるよう配置した。
【結果および考察】
１．被験者の特性と各尺度の関連
本研究で使用した 3 つの検査のキャンプ前における得
点を過去の研究と比較すると、本研究の被験者はキャンプ

され、キャンプ実習が自己成長性の向上に効果があること
を示している。
しかし、実験群と統制群の両群において上記 2 因子にお
いて有意な向上が認められ、
「ふりかえり」導入の有無に
よる差は認められなかった。

参加前の対人不安意識得点がいずれの因子においても過

【まとめ】

去の研究より得点が顕著に低く、幅広い側面において対人

本研究では、大学キャンプ実習における「ふりかえり」

関係における悩みや不安が低いといえる。
また、本研究で使用した 3 つの検査における関連性をみ
るために、キャンプ前におけるそれぞれの得点について相

導入の有効性を明らかにするために、
「ふりかえり」を行
う実験群と、
「ふりかえり」以外の活動を自由に行う統制
群を設定し検討した。

関係数を求めた。その結果、本研究におけるキャンプ前の

その結果、大学キャンプ実習の参加経験により参加者

データから、自己肯定意識、対人不安意識、自己成長性は

の自己肯定意識は向上し、
「ふりかえり」を実施したグル

相互に高い関連性があることが示唆された。

ープのキャンプ直後における変化率は、実施しなかったグ

２．自己肯定意識の変化

ループよりも高く、ふりかえりを実施したグループ成員が

被験者全体では、
「自己受容」
「自己実現的態度」
「充実

キャンプ 1 ヶ月後においてもその向上を維持していた。

感」
「自己表明・対人的積極性」の 4 因子においてキャン

これらのことから、
「ふりかえり」導入によって、自己

プ直後に向上し、
「自己実現的態度」
「自己表明・対人的積

肯定意識向上の効果が増幅され、持続されることが示唆さ

極性」
「自己受容」の３因子においては 1 ヶ月後までその

れた。

効果が維持された。
実験群（ふりかえり実施群）と統制群（ふりかえり不実

「ふりかえり」は体験学習法における体験の内省から仮
説化までの過程、つまり指摘（体験の内省と観察による気

施群）を比較すると、いずれの群も上記の 4 因子において

づき）と分析（概念化と一般化）であるといわれている。

キャンプ直後に向上していた。実験群においてのみ「自己

つまり、体験を形式的に理解するのではなく、本質的に理

実現的態度」
「自己表明・対人的積極性」因子に 1 ヶ月後

解し、普段の生活においても活かすことのできるものに変

まで効果が維持された。また、キャンプ直後における得点

えていく手続きが、
「ふりかえり」の中でなされるのであ

の変化率は自己肯定意識のすべての因子で実験群が高い

る。本研究で設定した「ふりかえり」においても、この手

値を示した。

続きがなされたことがキャンプ直後の効果を普段の生活

３．対人不安意識の変化
被験者全体では、合計得点において有意な変化は認め
られなかった。因子ごとの変化でも不安の軽減が認められ
たのは、12 因子中 1 因子のみであった。

に戻った 1 ヶ月後にまで自己肯定意識の向上を維持した
理由であると考えられる。
また、本研究で設定した「ふりかえり」は、互いの気づ
きをグループで分かち合うシェアリングの要素も取り入

実験群と統制群に分けて分析した結果、対人不安意識

れており、そのことが参加者の気づきに広がりと深みをも

合計得点では、実験群、統制群ともに有意な変化は認めら

たせ、それにより尺度の複数項目にわたって変化したとも

れなかった。因子別に見ても 12 因子中 1 因子にしか不安

考えられる。

の軽減が認められなかったことを考えると、キャンプ実習

本研究では、
「ふりかえり」導入による対人不安の軽

での活動および「ふりかえり」の導入が対人不安の軽減に

減効果は認められなかった。被験者の対人不安が低かった

つながったとはいえない。これは、本研究における対人不

ことが関係していることも考えられるが、今後さらなる研

安意識のキャンプ前の得点が過去の研究におけるキャン

究が求められる。

プ直後のデータよりも低く、改善の余地がなかったことが
影響していると考えられる。

本研究では、キャンプ実習における「ふりかえり」導
入は一定の教育的効果があることが示唆されたが、今後、

４．自己成長性の変化

参加対象やプログラム内容との関連、
「ふりかえり」で支

被験者全体では、キャンプ直後に「達成動機」
「努力主

援する指導者のかかわり方など、多方面から検討する必要

義」因子得点が有意に向上し、1 ヶ月後もこの効果が維持

があろう。

大学キャンプ実習が参加者の主張性と対人関係性に及ぼす影響
The Effect of College Camp Course on
Assertiveness and Interpersonal relationships
○沈瀟(京都教育大学大学院)、遠藤浩(京都教育大学)、前田純規(宇治市立御蔵山小学校)

キーワード：主張性、対人関係性、変化、関連

【諸 言】
近年、野外教育における研究では、教育キャンプの参加

平成 24 年 9 月に実施された京都教育大学正課授業であ
る 2 つのキャンプ実習の参加者計 126 名中、すべての回

経験が参加者の対人不安の減少(遠藤ら 1998)、対人関係能

答が得られた 113 名をキャンプ群の分析対象とし、上記実

力の向上(青木ら 2003)等対人関係に及ぼす効果が報告さ

習に不参加の大学生 36 名を統制群とした。

れている。

2.検査および手続き

本研究では、対人関係を円滑にすすめるために必要なス

キャンプ前後の主張性を測定するために、Lorr &

キルである主張性に焦点を当てた。本研究では、主張性を、

More(1980) が 作 成 し た 「 Personal

自分自身の権利あるいは感情などを社会的に容認される

Inventory(PRI)」32 項目の日本語版（古市ら 1991）を

形で率直に表明する行動の特性的な様式（古市ら 1991）

使用した。対人関係性を測定するために、高井（1999）

と定め、検討を行っていく。４泊 5 日の宿泊を伴い、他者

が作成した 28 項目の「対人関係性尺度」を使用した。

との交流を主とする大学キャンプ実習参加経験が大学生

Relations

これらの検査をキャンプ群に対しキャンプ参加前後、一

の主張性に及ぼす影響を検討するが、同時にその変容に関

ヵ月後の計 3 回、
統制群に対しては、
キャンプ群の 1 回目・

わる他の要素についても検討を加えたい。本研究では、そ

3 回目と同時期の 7 月下旬、
10 月中旬の計 2 回実施した。

の要素として対人関係性を取り上げることにした。

【結 果】

対人関係（interpersonal relationships）とは、人が
他者とのかかわりをもつ時にとる態度であり、個人と個人
の間の相互作用を基礎にして形成される持続的かつ心理
的結びつきである。その対人関係を構築していく心理的要

1.主張性得点の変化
キャンプ参加前後及び一ヵ月後の主張性得点の変化を
分散分析及び多重比較を用いて分析した。
キャンプ参加者(113 名)の主張性合計得点は、キャンプ

素を対人関係性として、主張性との関連を分析していく。

前（M=95.75、SD=15.58）から、キャンプ後（M=97.19、

本研究の目的は大学キャンプ実習が参加者の主張性に

SD=6.76）に向上し、キャンプ一ヵ月後（M=97.98、

及ぼす影響を明らかにするとともに、対人関係性の変化と

SD=15.04）までその向上を維持していた。統制群には有

の関連を検討することである。

意な得点の変化が認められなかった。

本研究では、以上のことを明らかにするために、以下の

主張性尺度を構成する下記の 4 つの因子別に分析を行

ような課題を設定した。

った。

課題 1：大学キャンプ実習が主張性に及ぼす影響の検討。

「対人主張性因子」対話や対人行動を自ら行う傾向

課題2：大学キャンプ実習が対人関係に及ぼす影響の検討。

「指導性因子」他者をリードしたり指示する傾向

課題 3：主張性と対人関係性の関連性の検討。

「独立性因子」集団に容易に同調しない傾向

【研究の方法】

「自己権利擁護」権利の侵害に抵抗する行動傾向

1.被検者

キャンプ参加者は「対人主張性因子」と「指導性因子」

の得点がキャンプ後に向上し、一ヵ月後まで維持すること

主張性得点は(前節で)キャンプ前に得点が低かった者
(低主張群)にキャンプ後得点の向上が認められたが、その

明らかとなった。
キャンプ参加前の主張性得点から「低主張群」
（N=36）
、
「中間群」
（N=42）
、
「高主張群」
（N=35）の 3 群に分け

低主張群の対人関係性得点の変化を見ると、キャンプ後、
一ヵ月後ともに有意な変化は認められなかった。

て分析した結果、もともと主張性が低かった「低主張群」

このことから、主張性得点と対人関係性得点のキャンプ

に他群よりも顕著な得点の向上が認められ、因子別には

前後の変化は両者が連動して変化している訳ではないこ

「指導性因子」を除く 3 つの因子得点に有意な変化が認め

とが示唆された。

られた。
（表 1）

【結 論】

2.対人関係性得点の変化

本研究では下記のことが明らかとなった。

キャンプ参加者(113 名)の対人関係性合計得点には有意
な変化は認められなかった。

(1)キャンプ実習参加者の主張性はキャンプ参加後に向上
し、その向上は一ヵ月後まで維持される。主張性が低い学

キャンプ前に対人関係性得点が低かった群(得点下位群

生において主張性の向上が認められ、その教育的効果が示

N=37)を設定しその変化を見ると、キャンプ前(M=78.35、

唆された。

SD=7.61)からキャンプ後(M=82.03、SD=10.75)にかけて

(2)キャンプ参加者全体では対人関係性の向上は認められ

向上し、キャンプ 1 か月後(M=82.24、SD=10.54)にかけ

なかったが、対人関係性が低い学生においては、キャンプ

てその向上が維持していることが認められた。

参加経験により対人関係性が良好に変化する。

対人関係性尺度を構成する因子別の検討からは、
「他者
受容因子」に有意な変化が一ヵ月後まで認められた。この
因子得点の向上は「人の世話を楽しく感じ、相手をありの

(3)主張性と対人関係性のキャンプ後の変化は、連動して
いないことが示唆された。
本研究の結果からは、キャンプ実習が主張性や対人関係

まま受け入れられるようになる」ことを示している。

性に問題がある学生に対する教育的効果があることが示

3.主張性と対人関係性の関連

唆されたが、主張性と対人関係性との関連でははっきりし

キャンプ参加前の主張性得点と対人関係性得点の相関

た関係性を見いだすことができなかった。主張性や対人関

係数は r=0.364 であり、正の相関関係は認められたものの、

係性の向上にキャンプ実習の活動がどのように影響した

特に高い相関係数ではなかった。それぞれの因子得点間で

のかを含めて、これらの関連についてはさらなる研究が必

も相関係数も算出したが、高い相関係数を示したのは一部

要であると考えられる

の因子同士に限られており、対人関係性得点が高い者が主
張性も高くなるとは単純にいえないことが示唆された。
表１ 主張性 因子別得点の変化（低主張群）

多重比較（最小有意差）

Ｎ＝36

キャンプ前
M（SD）

直後
M（SD）

１ヶ月後
M（SD）

F値

前－直後
平均の差

前－１ヶ月後
平均の差

対人的主張性

18.92
(5.30)

20.08
(6.02)

20.75
(4.82)

3.13*

-1.17+

-1.83*

指導性

19.03
(4.19)

19.86
(3.97)

19.44
(3.86)

1.10

-0.83

-0.42

独立性

19.97
(4.24)

21.31
(4.42)

21.28
(4.21)

3.80*

-1.33*

-1.31*

自己権利擁護

19.72
(4.68)

20.25
(5.32)

21.81
(5.19)

7.90**

-0.53

-2.08***

合計

77.64
（9.42）

81.50
（12.22）

83.28
（10.84）

6.60**

-3.86*

-5.64**

+P<.10 *P<.05 **P<.01 ***P<.001

第 16 回日本ジャンボリー（30APRSJ）が参加者に及ぼす効果の一考察
－国際的な集団野外生活が青少年に与える影響－
The outcome of the 16th Nippon Jamboree (30th Asia-Pacific
Regional Scout Jamboree) from participants’ perspective
-The impact of the large-scale international outdoor group activity on the youth–
○中野 充（新潟青陵大学・公益財団法人ボーイスカウト日本連盟）
齋藤 雄（独立行政法人国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター）
キーワード：グローバル人材、生きる力、リーダーシップ、集団野外生活、
ノンフォーマル教育、テキストマイニング
Ⅰ 目的
中央教育審議会においては、2013 年（平成 25 年）

（簡易版）
」調査項目（②「生きる力」の要素（28
項目）
）

1 月に「今後の青少年の体験活動の推進について（答

（４）リーダーが集団に果たす２つの働き「PM 理

申）
」を公表した。答申の中で、グローバル化に対応

論 （三 隅 ,1978 ）」 を 参考に し、 課題達 成機 能

した国際交流の推進について指摘する中で、公益財

（Performance）行動と集団維持機能（Maintenance）

団法人ボーイスカウト日本連盟がホストする「第 23

行動を問う質問項目について、国立妙高青少年自然

回世界スカウトジャンボリー（2015 年夏開催予定）
」

の家が作成した「リーダーシップ測定尺度」に関す

はグローバルな人材を育てる上で絶好な機会だと言

る調査項目（③「リーダーシップ」の要素（18 項目）
）

及され、政府としても積極的に支援する必要がある

（５）自然のすばらしさをどの程度認知しているか

と答申されている。

についての調査項目、及び共存することの大切さに

体験活動を推進しようとしている我が国において、

ついての調査項目（④「自然のすばらしさや共存す

このような事業の成果を把握できることは、家庭や

ることの大切さ」の要素（3 項目）
）

地域の教育力の重要性を評価できる機会になると考

（６）事業への期待や得たものに関する自由記述の

え、第 23 回世界スカウトジャンボリーのプレ大会で

調査項目（1 項目）

ある第 16 回日本ジャンボリー（第 30 回アジア太平
洋地域スカウトジャンボリー）において、事業の趣

Ⅲ 方法

旨を踏まえ、
「青少年の生きる力」
、
「文部科学省が求

（１）調査対象：第 16 回日本ジャンボリーに参加す

めるグローバル人材の要素」
、
「社会人としての必要

る国内参加者
（小学校6年生以上～高校3年生以下）

なリーダーシップ」などに関する調査を実施するこ

2,160 名（60 コ隊）
、及び外国参加者（14 歳以上 18

とにより、第 16 回日本ジャンボリーの参加者の変容

歳以下）100 名。国内参加者については、外国参加

を調査した。

者が配属されるアルマジロサブキャンプ、べアサブ
キャンプの参加隊（1 ヶ隊 40 名、47 都道県）を対

Ⅱ 調査内容

象とした。

（１）属性、スカウト経験、キャンプ経験、海外経

（２）調査方法：事前・事後における質問紙調査

験（フェイスシート 12 項目）

（３）調査期日：

（２）文部科学省がまとめた、
「これから求められる

〔事前調査〕平成 25 年 7 月 30 日（火）入場時

グローバル人材」についての要素Ⅰ～Ⅲを踏まえ、

〔事後調査〕平成 25 年 8 月 9 日（金）退場時

独立行政法人国立青少年教育振興機構が作成した調
査項目（①文部科学省が求める「グローバル人材」
の要素（29 項目）

Ⅳ 結果概要
調査対象者のうち、回答に不備の多かったものを

（３）
「生きる力」を測定するために、独立行政法人

除き、グローバル人材、生きる力、リーダーシップ、

国立青少年教育振興機構が作成した「IKR 評定用紙

自然との関わりについて、事前及び事業後に同じ調

査項目を用いて調査を実施した。各項目で「とても

者調査を同一の日本人をベースとした質問項目で実

あてはまる」を 6 点、
「まったくあてはまらない」を

施したが、外国参加者については文化の違いがある

１点として、それぞれ 1 点刻みで得点化し、項目ご

ことから、質問項目の精査が今後必要であるという

とに平均値、標準偏差、ｔ値、有意確率（両側）を

ことも明らかとなった。

算出し、事業前・後の結果の差を見るため、
「対応の
あるサンプルの t 検定」で分析をした。

結果⑤：また、日頃のボーイスカウト活動の成果
を、いくつかのものさしを当てて客観的に評価する

事業前・後の自由記述アンケートについては、テ

ことにより、曖昧な身体感覚を一定の基準によって

キストマイニングソフト KH Coder を用いて分析をし

数値化することで、多くの人がその感覚を共有する

た。まず、アンケートの中で頻回に出現した上位 100

ことができ、青少年にとってジャンボリーの教育的

語を頻出語として、このリストを用いて語句と語句

意義とその必要性を再認識する機会となった。

の結びつきを示す 2 種類の共起ネットワークを作成
し、事前・事後においての参加者の特徴を導き出し

Ⅴ 考察

た。共起（きょうき）は、ある単語がある文章中に

本研究の先行研究となった「第 22 回世界スカウト

出たとき、その文章中に別の限られた単語が頻繁に

ジャンボリー(22WSJ)調査報告書－国際的な集団野

出現することである。この分析により、国内参加者

外生活が青少年に与える影響－」と本研究との結果

はジャンボリーに参加したことにより、自身の学び

には多くの類似が見られた。量的分析による文脈に

や自己の成長につながっていることが明らかとなっ

沿った解釈と量的分析による参加者自身への効果に

た。

ついてより深く捉えたことができたと考える。しか

結果①：第 16 回日本ジャンボリー参加を通じて、

し、テキストマイニングソフト KH coder を用いた

野外での「8 泊 9 日間のキャンプ生活（集団野外生

分析では、今後さらにデータを収集するとともに、

活）
」を体験する中で、語学の必要性を実感し、言語

コーディング規則を作成し、探索的に分析すること

や文化の違いから異文化を理解し、主体的に個々の

が必要である。

課題に取り組んでいる様子などが明らかとなった。

加えて、先行研究や本研究では事業の事前事後の

自由記述の分析において、特に外国人の生活の違い、

調査に留まっているが、事業 3 か月後や 1 年後の調

食生活の違い、優しさなどを直接認識し、語学力や

査も含めて考える必要があると認識している。

コミュニケーション力の必要性を実感している記述

2013 年夏は歴史上稀に見る異常気象の影響など

も多いことから、ジャンボリーへの参加が異文化理

で、野外で生活をするだけでも精一杯の状況の中で、

解を深め、更にはグローバルな人材育成の要因にな

質問紙調査などを実施したことから、大規模な事業

っていることが明らかとなった。

における調査のあり方も再度検討する必要がある。

結果②：
「伝えることの大切さ」など現代社会にお

今後、更なる調査研究体制の確立をし、普段のボー

ける青少年の苦手な一面も明らかになったが、自由

イスカウト活動を含めた教育的意義やその必要性を

記述においては、そのことの必要性を自ら実感して

再認識する機会を定量的に把握できる仕組みづくり

いるのがテキストマイニングによる分析の結果より

の必要性を再認識できた。

導き出された。小集団（パトルール）で生活を共に
するボーイスカウト教育の一つの成果とも考えるこ
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スキー教室における自己概念の変容
The Change of Self Concept of Students Who Participated in Ski School

○守屋

友貴（信州大学大学院）

平野

吉直（信州大学）

キーワード：スキー、自己概念
[ 目的 ]

後、自由に記述させた。

本研究は、スキー教室参加者の自己概

4. 分析方法

念の変容と、自己概念の変容に影響を与

自己成長性検査のスキー教室前後における得点

えた要因について検証することを目的と

について、また、スキー教室前後における「達成

する。

動機」、
「努力主義」
、
「自信と自己受容」、
「他者の

[ 方法 ]

まなざしの意識」の 4 つの下位尺度の得点、およ

1. 調査対象

び 31 項目ごとの得点について、t 検定を用いて

平成 25 年横須賀市教育委員会主催、横須賀ス

分析した。さらに、参加者を 男女別、スキー技

キー協会主管の「春休みスキー教室」（以下、ス

術別に分け、スキー教室前後の自己成長性得点、

キー教室）に参加した児童生徒（小学 2 年生～高

4 つの下位尺度の得点を t 検定を用いて分析した。

校 3 年生）42 名（男 23 名、女 19 名）を対象と

自己成長性検査で得られた結果は、「一日のふり

した。

かえりシート」（以下、ふりかえりシート）で記

2. スキー教室の概要

述させた内容と照らし合わせ分析した。

スキー教室は、平成 25 年 3 月に 4 泊 5 日の日
程で行われた。参加者の技術レベルに合わせ、班
編成を行った。1 班から 7 班で構成され、各班に

[ 結果及び考察 ]
1. 「自己概念」の変容
スキー教室参加者の「自己成長性」得点をスキ

コーチが一人ずつ入った。

ー教室前後で比較した結果、得点は向上したもの

3. 調査内容

の、有意な向上はみられなかった。4 つの下位尺

（1）自己成長性検査
本研究では、梶田

１）

が作成した「自己成長性検

度にも変化はみられなかった。
項目別にみると、表 1 に示す通り、
（a）
「他の

査用紙」
（「達成動機」、
「努力主義」
、
「自信と自己

人にはやれないようなことをやりとげたい」、
（b）

受容」、
「他者へのまなざしの意識」の 4 つの下位

「自分の主張を通す方である」の 2 項目に有意な

尺度、31 項目から構成）を使用し、スキー教室

向上がみられた。

前後で調査を実施した。なお、この「自己成長性

項目（a）に関連しては、ふりかえりシートに、

検査」は 3 件法であるが、先行研究を参考に「非

「スキー板をそろえて曲がれた。」、「今日は、一

常にあてはまる」から「全くあてはまらない」の

番嫌いな沢を一回も転ばずにやり遂げた。」など

5 件法に修正したものを採用した。

のスキー技術の向上や成功体験に関する記述が

（2）一日のふりかえりシート

みられた。「他の人にはやれないようなことをや

自己概念の変容の要因を明らかにするために、
筆者らが作成した「一日のふりかえりシート」を

りとげたい」気持ちはスキー技術の向上、成功体
験によって高まったと考えられる。

用いて、参加者に「今日スキー場で一番印象に残

項目（b）に関連する記述は、ふりかえりシー

っていることを思い出して、詳しく書いてくださ

トにみられなかったが、スキー教室での初対面の

い。」という問いかけに対する感想をスキー講習

友達との友人関係の構築が、影響を及ぼしたと考

えられる。スキー教室では、初対面の友達と関わ

3. スキー技術別の「自己概念」の変容

る機会が多く、日を追うごとに新たな友達と交流

スキー技術別の「自己成長性」得点に有意な向

を深めている姿が見られた。知らない友達とスキ

上はみられなかった。スキー技術別の下位尺度の

ーや共同生活を行うことで友人関係が深まり、自

変容は表 3 に示す通りになった。

分の主張が通せるようになったのではないかと
考えられる。

られた。初級者は、ふりかえりシートに「全く転
ばなくなった。」などスキー技術の習得に関する

表 1. 「自己成長性」得点の変化（項目）

項目
（a）

（b）

初級者は、「達成動機」の得点に向上傾向がみ

M

SD

Pre

3.12

1.09

Post

3.57

1.19

Pre

2.79

1.12

Post

3.1

1.12

記述が多くあった。スキー技術の習得が、初級者

t値

の「達成動機」の向上に影響を及ぼしたのではな
-2.82

**

いかと考えられる。
中級者は、「努力主義」、
「他者のまなざしの意

-2.11*

**p＜.01 *p＜.05
2. 男女別の「自己概念」の変容
男子の自己概念の変容は、表 2 に示す通り、男
子の「自己成長性」得点に向上傾向がみられた。
女子の得点に有意な向上はみられなかった。4 つ
の下位尺度は、男女ともに変化がみられなかった。
男子のふりかえりシートには、「今日で最後だ

識」に向上傾向がみられた。中級者は、「コーチ
と友達が励ましてくれたので諦めずに頑張った。
2 回しか転ばなかったので諦めないでよかった。」
など成功体験に関する記述が多くみられた。スキ
ーにおける成功体験が、中級者の「努力主義」の
向上に影響を及ぼしたのではないかと考えられ
る。なお、「他者へのまなざしの意識」の変容傾
向の要因は特定できなかった。
上級者は、「達成動機」の得点に減少傾向がみ

ったけど、スキーもうまくなったし、友達と滑れ
てよかった。」、「最初の日はたくさん転んで諦め
ようとしましたが、コーチと友達が励ましてくれ
たので、諦めないで頑張った。」などのスキー技
術の向上や充実感に関する記述がみられた。スキ
ー教室中の技術の向上や充実感などの経験が、子
どもの自己概念にポジティブな変容傾向を及ぼ

られた。上級者は、「言われたことがうまくでき
ずに怒られた。
」、
「小回りがダメだった。
」などの
習得できなかったスキー技術に関する記述が多
くあった。スキー技術の未習得が上級者の「達成
動機」の減少に影響を及ぼしたのではないかと考
えられる。
表 3.技術別の「自己成長性」得点の変化（下位尺度）

したと考えられる。

技術別

表 2.男子の「自己成長性」得点の変化

性別

M

SD

93.91

17.56

（下位尺度）

t値

M

SD

初級

Pre

24.95

5.01

(達成動機)

Post

26.33

6.12

中級

Pre

25.71

4.03

(努力主義)

Post

27.79

4.73

中級

Pre

23.07

5.12

(他者)

Post

25.57

4.88

がすごくて、前が見えなくて転びまくった。」
「久

上級

Pre

26.67

6.35

しぶりに手が冷たかった。風が強かった。」など

(達成動機)

Post

25.33

6.15

男子

女子

Pre
Post

98.91

17.16

Pre

93.16

13.09

Post

92.05

-1.76

†

0.84

13.33

p＜1.0

†

その一方で、女子のふりかえりシートには、
「霧

t値
-1.42†
-1.82†
-1.85†
2.17†
p＜1.0

†

ネガティブな記述が多くみられた。女子の「自己
成長性」得点が向上しなかったのは、女子のこう
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国立青少年教育施設の挑戦

新しい公共型運営について

－国立赤城青少年交流の家の事例から－

Challenge－create new style, a case of National youth center
高瀬宏樹（国立赤城青少年交流の家）
キーワード：国立青少年教育施設、新しい公共型、地域連携、施設運営

１．国公立青少年教育施設の現状

と国立淡路青少年交流の家（兵庫県）で実施した。

国立・公立の青少年教育施設の数は、平成 14

この新たな管理運営方法は「新しい公共型」とさ

年の 746 件をピークに減少の一途をたどってお

れ、地域の団体、企業、学校、行政等多様な担い

り、平成 23 年の社会教育調査では 471 件（国立

手が参画し、地域の力を利用して運営する方法が

28 施設、公立 443 件）となっている。特に公立

採られた。まず、所長を民間から登用し、施設の

施設では指定管理者制度での運営や廃止・統合が

管理運営に関することを上記の担い手の代表に

進んでいる。しかし、一方では国立 28 施設にお

よる「運営協議会」のスタイルで舵取りを行って

いて約 500 万人の方が利用しており、国公立全体

いる。この協議会はすべてのメンバーが協働委員

の利用者数 1,430 万人の約 3 割を国立施設が受け

会に所属（委員会は総括、広報、食育、施設整備、

入れている現状にある。このような状況において

研修の５つ）し、実務的な役割も担っている。

青少年の体験活動の受け皿をどのようにしてい

また、この運営協議会は人事にもかかわることが

くかが課題となっている。

でき、実際に協議会の委員の意見により、民間か
らの人材登用も行われた。
３．取り組みの実際
地域の力を利用して運営するということは、地
域を知らなければならない。赤城山南麓地域はも
ちろんのこと、群馬県全域の団体との連携をさぐ
ることを続けた成果としてまとめられたのが「ぐ

図１

国立青少年教育施設

んまの体験学習データブック」である。利用団体
向けに作られたプログラム提案の冊子であるが、

２．新しい公共型運営
国立青少年教育施設の運営をしている国立青
少年教育振興機構は、平成 23 年 6 月、
「国立青少
年教育施設の管理運営の在り方等に関する調査
研究協力者会議」を設置し、新たな管理運営方法
に向けた試行を国立赤城青少年交流の家（群馬県）

団体一覧がまとめられており、行いたい活動別に
一覧にまとめられている。

らが NPO を立ち上げることについてサポートを
した。
様々なことに取り組んだ結果、地域に支えられ、
活動は少しずつながら充実してきており、利用者
も年間で 13 万人あたりをキープできるようにな
っている。このような試行を 2 年間行った結果、
本格実施ということに至っている。赤城、淡路に
加えて、大雪（北海道）、那須甲子（栃木県）
、妙
高（新潟県）、若狭湾（福井県）、阿蘇（熊本県）
も平成 25 年から新しい公共型運営に移行するこ
図２

ぐんまの体験学習データブック

ととなった。

主催事業は、外部との連携によって行われている。

４．今後の展望と課題

費用面から 1 週間の長期キャンプは交流の家の

新しい公共型運営に移行する施設が増えている

職員によって行われているが、その他の事業はた

のは一定の評価を受けてのことであるが、すべて

いてい協働型である。地域の NPO、新聞社、行政

をそのスタイルに移行していくのかは明確にな

など団体の性格は様々であるが、その団体の特性

っていない。また自治体・民間への運営委託や季

と交流の家の特性をうまくマッチさせた事業に

節開所、稼働率の低い施設については廃止を検討

なっている。

という独立行政法人整理合理化計画（平成 19 年）

国立施設といえば構成する職員は、プロパーと呼

からの宿題も残っている。

ばれる機構職員、県教委との人事交流による教員、

いっぽう、国立施設の評価をどう行っていくのか

地元大学との人事交流による事務職員でたいて

も今後の大きな課題である。現在は利用者数と宿

い構成されている。3 年間という短いスパンの中

泊室の稼働数が大きな指標となっているが、当然、

で、スキルアップする方法が確立されていなかっ

教育機関としては、部屋がどれくらい稼働してい

たことが課題であった。協働委員会（研修）では、

るかというのは大きな要素ではない。どのように

この 3 年間の中でしっかりトレーニングされて

地域社会や青少年の育成に貢献できているのか

いく仕組みを構築した。この取り組みは、自施設

という新たな指標を作ることが急務となってい

の職員だけでなく、県内と周辺の施設職員の養成

る。

にも貢献することが視野に入っており、実際に初

青少年教育のナショナルセンターとしての機能

任者職員研修では、合同研修という形で行われた。

を果たすことがある意味での使命ではあるが、で

ボランティアの育成も施設にとっては大切な役

はナショナルセンターとは何か、最先端の教育を

割である。社会に貢献できるボランティアの養成

行っていくことなのか、広くあまねく多くの子ど

という原点に立ち返った結果、養成したボランテ

もたちに体験活動を届けることなのか、それとも

ィアが他の施設や県内の団体で活動できるよう

調査研究に重きを置いていくことなのか、指導者

に紹介するというスタンスを取ることにした。ま

の養成を行うことなのか、そのナショナルセンタ

た、ボランティアがどう育っていくかそれを支え

ーが取り組むべき主たるものが何なのかを今後

ることも重要である。もっと学びたい者向けにア

も問い続けながら運営していくことが必要であ

ドバンスコースを開設した。また特に意欲的にト

る。

レーニング積んだ者は、非常勤スタッフとして採
用した。また、ボランティアが自立できるよう彼

韓国の青少年教育施設に関する調査
～国立青少年教育施設を中心に～
Research on youth education facilities in South Korea

○藤江 龍（国立青少年教育振興機構 国立三瓶青少年交流の家）
Lee Hyeon Cheol（韓国青少年活動振興院）
キーワード：韓国・青少年教育・青少年教育施設

１．はじめに

は多様な青少年活動を積極的に振興するために

韓国では 1991 年に制定された青少年基本法に

必要な事項を規定している。青少年福祉支援法

より、
青少年を 9 歳～24 歳と定義している。近年、

(2004 年制定)は青少年の福祉向上のために不可

韓国の青少年を取り巻く環境は大きく変化して

欠な家庭、社会および国家の責任と義務を定めた。

おり、「入試偏重の教育」「家庭力の低下」「有害

青少年活動振興法(2004 年制定)は韓国青少年活

環境の増加」など、様々な課題を抱えている。青

動振興院の設置や青少年教育施設の設置などが

少年教育政策については女性家族部が主管して

明記された。

おり、青少年家族政策室の青少年政策課および青

３．韓国青少年教育施設の現状

少年活動振興課が担っている。第 4 次青少年政策

韓国における青少年教育施設は青少年活動施

基本計画では、
「青少年の自己決定力の育成」
「家

設が代表的であり、青少年修練施設および青少年

族機能およびセーフティーネットの強化」「健全

利用施設の 2 つに分けられる。青少年修練施設と

かつ安全な環境の整備」「青少年政策推進のため

は、「宿泊機能を備えた生活観と多様な修練が可

の体制整備」など、前述の課題に対する政策を推

能な施設と設備を備えた総合施設」と青少年活動

し進めてきた。

振興法で規定されており、青少年の健全な成長発

青少年教育に関する法律は、青少年育成法、青

達のための多様な役割を果たしている。さらに青

少年基本法、青少年保護法、青少年福祉支援法、

少年修練施設はその特徴によって都市圏日帰り

青少年活動振興法などがあり、青少年に関する

型施設 3 施設（青少年修練館、青少年文化の家、

様々な事項が規定されている。

青少年特化施設）と自然圏宿泊型施設 3 施設（青

これらを踏まえ、青少年教育政策を進める中で、 少年修練院、青少年野営場、ユースホステル）の
重要な役割を担う韓国の青少年教育施設の特徴

6 つに分かれる。また、青少年修練施設は国家お

や現状を明らかにするとともに、その変遷を整理

よび地方自治体で設置した公立施設と個人、法人

することを本調査の目的とする。

および団体で設置した民間施設に分かれる。

２．青少年に関する法律

この中でも青少年修練院は韓国の代表的青少

青少年育成法(1987 年制定)は、韓国における青

年教育施設である。青少年活動振興法では、国家

少年政策に関する最初の法律であり、青少年活動

および地方自治体が全国の青少年が利用できる

の基盤として、青少年教育施設の概念を示した。

青少年修練院を設置・運営するように明示してい

青少年基本法は青少年の権利および責任ならび

る。青少年修練院の利用は主に学校の集団宿泊型

に家庭、社会、国家および地方公共団体の青少年

集団宿泊活動が中心となっているが、学校での日

に対する責任を定めた。青少年保護法(1997 制定)

帰り利用や週末の家族利用などのプログラムも

実施されている。
４．韓国青少年教育施設の変遷
青少年修練院の始まりは YMCA 修練場だが、そ
の後 1920 年後半から 1930 年前半に国内に入って
きたボーイスカウトおよびガールスカウトで設

④ 国立盈徳青少年海洋環境体験センター
（2013 年開所）
慶尚北道盈徳郡、宿泊定員：380 名
教育テーマ：海洋環境科学
⑤ 国立金提青少年農業生命科学体験センター

置・運営したスカウト野営場がこれに取って代わ

（2013 年開所）

った。1950 年代には学生野営場、心身修練場、自

全羅北道金提市、宿泊定員：460 名

然学衆院などの多様な形態が登場した。1991 年に

教育テーマ：農業生命科学

は青少年基本法が制定され、青少年修練村、青少

各施設においては教育テーマに基づき、青少年

年修練の家、青少年野営場に整理された。その後

に対する様々なプログラムを提供している。また

1999 年の同法改正で青少年修練院および青少年

5 つすべての施設で共通して実施する共通プログ

野営場に統合された。このような変遷を経て青少

ラムは次のとおりである。

年修練施設および青少年利用施設という名称で

・学校団体修練活動

現在に至っている。

・青少年を伴う家族キャンプ

５．国立青少年教育施設の特徴

・特別な支援を要する青少年キャンプ

国立の青少年修練施設に関わる政策は青少年

・活動領域別特性化キャンプ

活動振興法により韓国青少年振興院が担うよう、

・青少年指導者の養成

その役割が明確にされている。その役割は、青少

これらのプログラムの実施は進行から生活指

年活動・青少年福祉・青少年保護に関する総合的

導に至るまで、全て青少年修練院の青少年指導者

案内およびサービス提供、青少年修練活動認定制

が運営する。

度の運営、青少年に対するプログラム開発と普及

６．まとめ

などである。

韓国では青少年に関する様々な事項ついて法

現在、国立の青少年修練施設は青少年修練院で

律で規定されている。青少年教育施設についても

5 施設が運営されている。施設の規模は大きく、5

青少年活動振興法により、その設置やあり方につ

施設中、宿泊収容人数が 1,000 人を超える施設が

いて定められ、現在に至る。1920 年代のボーイス

2 施設あり、残りは 400 名程度宿泊収容可能な施

カウトの導入を起源に始まった韓国の青少年教

設である。また、国立施設にはそれぞれ異なる教

育施設も、現在は青少年が様々な体験をするため

育テーマがあり、これによって施設の立地や活動

に必要不可欠な場となっており、国立施設も 2013

プログラムなどが異なる。詳細は次のとおりであ

年に新たに 2 施設が開所するなど、施設数も年々

る。

増加し、発展している。

① 国立平昌青少年修練院（1998 年開所）

日本と比較すると、国立施設がある点や施設で

所在地：江原道平昌郡、宿泊定員：1,188 名

提供されるプログラムの内容などが共通点とし

教育テーマ：歴史・文化

て挙げられるが、韓国の国立施設の規模の大きさ

② 国立中央青少年修練院（2001 年開所）
忠清南道天安市、宿泊定員：1,080 名
教育テーマ：自然科学
③ 国立高興青少年宇宙体験センター（2010 年開所）

や施設毎に特色ある教育テーマが設けている点
などが日本と大きく異なる点である。
激しく変動する時代とともに、青少年をめぐる
状況も変わってきていることを考えると、青少年

全羅南道高興郡、宿泊定員：300 名

教育施設のあり方も、今後さらに、変化していく

教育テーマ：宇宙科学

と考える。

A Leisure Construct in Poetry Setting and Its Implications for
Outdoor Education
Ya Na, Philip Wang, Grant Wang Kent State University
Keyword: Bai Juyi. Poetry. Outdoor education.
Introduction
Participation in outdoor activities requires the use of natural resources. The participation brings
existential experiences of being (physical, emotional, intellectual and spiritual) which are often the focus of
outdoor education. Nash (1966) proposed a hierarchy of recreation time use, from entertainment at the base,
moving up to emotional participation, active participation, and creative participation at the top, where writing
poetry is given as an example. Leisure has been defined as a state of being (Goodale and Godbey, 1988). A clear
conceptual construct to link leisure and its use of outdoor resources is needed, so that the role of leisure in
outdoor education can be examined. That is, outdoor education can be a leisure experience. Two possibilities are
as follows. (1) A natural setting is ideal for self-reflection. Poets like Matsuo Basho often pen the beauty of
nature to reflect upon the mortality of life. (2) In the outdoors one is able to escape from mundane realities, and
to find freedom which de Grazia (1962) argued to be the center of leisure.
An example of bringing leisure and the outdoors together is Bai Juyi and his poetry. Bai Juyi (772-846
AD, Tang dynasty, China) classified his own poetry to be of four types: political, leisure, sad, and mixed rhythm
(Shi, 2002). He defined his leisure poems as those created in solitude, retreat, self-contentment and enjoying
hobbies (Tian, 2011). According to Li (2010),Bai Juyi wrote 216 leisure poems, many of which contain themes
of nature such as mountains, rivers, and birds. His leisure was set in the natural landscape.
There is a difference between what is “aesthetic” and what is “artistic” according to Best(1978). The
aesthetic aspect of things is non-functional which can apply to natural phenomena such as sunsets and mountain
ranges, whereas the “artistic” side is concerned with life’s issues relating to contemporary moral, social and
emotional situations. In other words, the aesthetic relates to the natural world; the artistic is the human side. It
was the purpose of this study to organize a conceptual construct of leisure in Bai Juyi’s poems. In particular, the
researchers sought to explore two dimensions of the nature-leisure relationship, with two corresponding research
questions (RQ) posted. The first dimension was about “content,” i.e., physical elements in the natural
environment (RQ1: what are the landscape attributes cited in the poems?) The second dimension was about
“context,” i.e., the human existential feelings and experiences (RQ2: what is the essence of leisure implied in the
poems?) The “content” (natural environment) is physical, objective, and external to humans. It is the aesthetic
understanding of nature. The

context” (leisure) is personal, subjective, and inside the person. It is the artistic

expression of meanings. The knowledge acquired from this study can be useful to recreation program planning
and outdoor education curriculum design.
Methods
Using content analysis, words that denote nature’s physical elements such as mountains and flowers
were identified. This was to build a taxonomy of natural elements and to document the content/aesthetic aspect
of the poems. Human activities such as hiking and gardening were recorded in the same way. Next, expressions
that imply leisure were recognized and noted to delineate the context/artistic dimension of the poems. This was

to establish a contextual range of leisure meanings based on contemporary leisure theories, including creative
leisure (Nash, 1966), freedom from being occupied (de Grazia, 1962), happiness and zest (Russell, 1996), the
psychological state of “flow” (Csikszentmihalyi, 1990), and intrinsic motivation (Neulinger,1981).
This analytical process from content to context (and from the aesthetic to the artistic) demonstrated the
poet’s transition from the outside world to his inner self. Essentially, this method traces a progression from
nature to humanity.
Results
All of the 216 leisure poems mentioned by Li (2010) were found. The attributes of nature appeared in
the poems were mountains (121 times), water (78), flowers (29) and birds (25). Outdoor activities recorded in
the poems included drinking liquor (71) or being drunk (23), playing music (21), hiking (18), gardening or
sitting in a garden (12), being with a friend in a garden or on a trail (11), watching a mountain (7) or a lake (2),
taking a walk (6), staying in bed in the morning (5), reciting poetry (4), building a hut or pavilion (4), boating (4),
visiting a tower (4), fishing (3), singing (2), eating (2), writing to or remembering a friend (2), riding a horse (2),
brewing tea (1) and playing in water (1). These activities may be regarded as outdoor recreation. Additionally,
leisure as non-activity, or a state of mind, appeared 72 times.
Based on these landscape settings and activities, it was possible to suggest that the context of leisure,
for the poet, was physical comfort, mental ease, being away from official duties and political struggle, and a state
of self-containment. Applying the contemporary leisure theory framework, Bai Juyi’s comfort and ease are
similar to Russell’s (1996) notion of pleasure and happiness. The relaxed state of comfort and ease is the basis
for a person to pursue his passion with what Russell (1996) noted as zest, to engage himself in Nash’s (1966)
active and creative recreation (e.g., poetry), out of Neulinger’s (1981) intrinsic motivation, and to experience
Csikszentmihalyi’s (1990) flow. That the poet removed himself away from power struggle shows leisure to be a
condition of freedom as proposed by de Grazia (1962).
Discussion
Bai Juyi said his leisure poems were “when the heart encounters the scenery” (Li, 2010). It can be said
that nature gives human emotions an outlet. The scenery is the “content,” the heart is the “context.” This
culminates to a sense of relaxation and freedom. In nature as well as poetry, lingering worries and sadness are let
go, and healing has a chance to ensue. As Bai Juyi’s sentiments linger in poetry, we sense a movement from
natural landscape to personal expression. Leisure, in this transformational process, requires both the aesthetic for
content and the artistic for context.
It was suggested that natural heritage (such as the UNESCO World Heritage natural category) may
be broadly defined to have a construct involving both a physical landscape as its content and outdoor experiences
as its leisure context. Since Bai Juyi wrote a fairly large number of leisure poems, poetry was his leisure. Eleven
centuries later, Bai Juyi’s poetry is relevant today, because the need for nature in relation to human emotions has
not changed. We may find evidences of this relationship in another culture, for example, in Japanese haiku, to
show us that such a natural heritage is universal to all civilizations.
Outdoor education can use literature, art and music to encourage people to go outdoors. It was
concluded that, despite modern advances in technology, good quality natural environments are important to
human experiences, particularly of leisure.

Seeing Japan: Americans’ Perceptions of Hiroshige’s Tokaido Landscape
Ayumi Ishihara, Philip Wang, Qian Zhang, Alexandra James, Takahiro Sato
Kent State University
Introduction
Japan is a beautiful country.

It has diverse natural environments for outdoor activities in all seasons.

The Japanese people have celebrated their love for nature in their cultural heritage such as Hanami and
Karesansui.

The aesthetics of nature has been pursued in travel (e.g., Mastuo Basho’s Narrow Road to the

Interior) and captured in art (e.g., Katsushika Hokusai’s 36 views of Mt. Fuji).
During the Edo period, the Tokaido was the most traveled road in Japan.

It threaded together

mountains, seashores, rice fields and villages between Tokyo and Kyoto, with 53 stations serving travelers along
the way.
time.

In 1832, Ando Hiroshige participated in an official delegation that took him on Tokaido for the first

Hiroshige produced a set of woodblock prints, the Tokaido 53 Stations, which was popular when

published, and are highly collectable today.
prints.

Vincent van Gogh was among the avid collectors of Hiroshige

Architect Frank Lloyd Wright said that Hiroshige’s work is some of “the most valuable contributions

ever made to the art of the world” (Botton, 2004).

The popularity of the Tokaido prints comes from both the

skillful art techniques and the beautiful landscape.

To many people in the West, before they have a chance to

visit Japan, these prints form their first impressions of Japan, particularly for the attractive natural settings of the
country.

It may be argued that, although landscape features such as mountains and rivers exist in all places of

the world, there is a cultural context behind the physical landscape.
work and travel.

That is, the land shapes how people live,

For example, Hiroshige illustrated not only Japan’s natural landscape, but also, indirectly, the

cultural character of the Japanese people.

Having a cross-cultural appreciation of another country’s land and its

people can strengthen goodwill and friendship.

Based on this premise, It was the purpose of this study to

examine how Americans see Japan through Hiroshige’s Tokaido prints, and to investigate how Americans see
themselves as similar (or different) from Japanese.
Methods
In this study, perceptions of Hiroshige’s Tokaido landscape were measured by Aaker’s (1997) brand
personality scale.

The extent to which Americans relate themselves to the land and the people of Japan was

based on Sirgy’s (1982) self-image-brand-image congruity theory (“self-congruity” for short).

A hypothesis

was to be tested, that Tokaido landscape’s brand personality is related to Americans’ self-congruity with Japan.
Aaker’s (1997) theory was to take a brand or a product as if it was a person.
associate it with personality characteristics.
to express himself.

Consumers would

The brand/product then becomes a tangible way for the consumer

Consequently, a high degree of congruity between a brand’s personality and a consumer’s

self-perception is a reason of purchase (Sirgy, 1982).

Sirgy (1982) listed two types of self-congruity: actual

congruity (present and neutral) and ideal congruity (desirable and wishful).

Additionally, congruity can be

tested in two alternative ways: by thinking of the brand/product itself, and by imagining its consumers as an
extension of the brand/product.
For this study, a focus group with Japanese students at a university in the U.S. was conducted to
generate a list of 10 brand personality items for the Tokaido landscape.
include these brand personality items and self-congruity questions.

A questionnaire was designed to

Eight of Hiroshige’s Tokaido prints were

shown to the students, followed by a questionnaire survey administered to American students at the same

university (N=179).

Correlation was used to statistically test the hypothesis.
Results

The sample had more females than males (63%-37%).

The top three brand personality descriptions

of the Tokaido landscape were hard-working (M=6.11 on a seven-point scale from strongly disagree to strongly
agree), historical (M= 5.82) and unique (M=5.76).

The sample was asked to imagine the people who visit the

landscape in these prints and to describe the brand personality of the places by their visitors.

The top three

visitor brand personality items were historians (M=5.72), adventurers (M=5.60), and intelligent people
(M=5.39).
It was discovered that the American students in the sample felt themselves different from the
personality of the Tokaido places, either by actual congruity (“I see my personality quite similar to that of the
prints,” M=3.30 on a seven-point scale from strongly disagree to strongly agree), or by ideal congruity (“I’d like
to see myself as similar to the personality of the prints,” M=3.57).

When brand personality was measured in

terms of visitors of the Tokaido places (brand consumers), the congruence was still relatively low.

The mean

scores were 3.34 for actual visitor congruity (“I see my personality quite similar to that of the people who visit
the places in the prints”), and 3.74 for ideal visitor congruity (“I’d like to see myself as similar to the people who
visit the places in the prints”).
Results of correlation analysis showed a significant association (at 0.01 level) between self-congruity
and most of the 10 brand personality items.

With regard to the Tokaido landscape, actual self-congruity was

strongly related to six personalities: real, independent, honest, ambitious, friendly and unique.
self-congruity was related to the same six personalities.

Ideal

In terms of visitors of the places, significant

correlations were found between actual self-congruity and eight of the 10 visitor brand personality items:
adventurers, artists, independent people, students, families, intelligent people, outdoorsy people, and young
people.

Ideal self-congruity was related to eight visitor brand personality items: sentimental, adventurers,

artists, independent people, students, families, intelligent people, and young people.
Discussion
Based on the data, American students have a highly positive image of Japan.
a rich history, and the Japanese people are hard-working and intelligent.
cross-cultural relationship among people.
come to Japan.

For example, Japan has

These beliefs are help for building

These positive impressions are useful for attracting Americans to

For future research, a similar study should be conducted to see if Japanese students hold

positive attitudes toward America’s outdoor spaces and the American culture.
The relatively low self-congruity ratings were an indication of fundamental cultural differences
between Americans and Japanese.

Japan appears to be exotic to Americans, even though both Japanese and

Americans consume each other’s products such as computers, cars, movies, and jeans.
may be a good thing.

Low self-congruence

That is, American students find Japan to be attractive because it is different, so they may

have a desire to visit Japan, to travel Tokaido, to see its beautiful places, and to experience the fascinating
culture.

It is possible for outdoor education in Japan to be brought to not only Japanese people, but also

Americans and visitors from other foreign countries.
The high correlation between brand personality and self-congruity found in the study indicates that
American students like to see themselves as independent, honest, friendly as the Japanese people are.

It is

suggested that outdoor education institutions in Japan highlight these characteristics to promote outdoor
activities, and that Japan’s tourism bureaus use these images to attract American travelers.

Beauty in the Eye of the Beholder: of Brand Personality and American National
Parks
Qian Zhang, Philip Wang, Ayumi Ishihara, Alexandra James, Takahiro Sato
Kent State University
According to Ken Burns, a well-known filmmaker and the producer of a documentary on the history
of America’s national parks, the national parks are America’s best idea. This is to suggest that the preservation
of the land and its sustainable use by all people are possibly the most important American legacy. Since the
beginning with Yellowstone in 1872, the national parks are visited by millions of people from across the U.S.
and around the world each year. The parks’ diverse landscape and wildlife are a tremendous resource for
recreation and outdoor education. The beauty of the national parks has been illustrated in art. An attractive set of
national park posters was produced by artists under the commission of the U.S. Work Progress Administration
during the 1930’s. These posters illustrated the mountains, lakes, and forests in vivid colors. Besides being
works of art, they were advertising media for national parks. It is reasonable to speculate that art is useful for
bringing attention to outdoor education, which may include an emotional appreciation of nature’s beauty,
participation in outdoor activities, and preservation of the environment. The connection between the national
park posters and outdoor education should be studied. For this reason, it was the purpose of this study to
examine how people perceive the national park posters, how different people perceive the posters differently,
and whether these perceptions are related to having a desire to visit the parks.
It has been suggested that travelers are different in attitudes and behavior. Cohen (1972) suggested
that travelers can be classified into tourists and explorers based on their tendency toward familiarity or novelty.
Plog (1991) argued that personality leads to destination choice. In the Analects, Confucius said that “the Wise
man delights in water, the Good man delights in mountains” (Book VI, 21, Waley translation, 1989). It is likely
that different people have different interpretations of the national park posters.
In this study, perceptions of the national park posters were measured by Aaker’s (1997) brand
personality scale. It was hypothesized that the posters’ brand personality is related to four sets of
personal/psychographic variables: landscape preference (mountain or water), personal character (wise person or
good person), travel style (tourist or explorer) and gender (male or female). It was further hypothesized that the
posters’ brand personality is related to the desire to learn more about the parks and to visit them.
Aaker’s (1997) theory is to think of a brand or a product as if it was a person. Consumers would have
impressions of its personality. The brand/product gives the consumer a means to express himself.
To begin data collection, a focus group with students at a university in the U.S. was conducted to
generate five brand personality items for the national park posters, and to select five additional items from
Aaker’s (1997) brand personality scale. A questionnaire was developed to include those 10 brand personality
items, personal psychographic questions, and two measurements of desire (to learn more about the national parks
and to visit them). Eight national park posters were shown to a sample of American students at the same
university (N=179), followed by a questionnaire survey. Statistical testing of the hypotheses included t-tests and
correlations.

The sample had more females than males (63%-37%). More students chose water over mountain
(landscape preference measurement, 55%-45%). There were more good persons than wise persons (personal
character measurement, 81%-18%), and more explorers than tourists (travel style measurement, 55%-44%). The
top three national park poster brand personality items were outdoorsy (M=6.06 on a seven-point scale from
strongly disagree to strongly agree), unique (M=5.63) and spirited (5.62). Because Sirgy (1982) suggested that
brand personality could be studied in terms of the brand/product itself as well as its consumers, the sample was
asked to imagine the people who visit the national parks in these posters, and to describe the posters’ brand
personality according to the visitors. The top three visitor brand personality items were natural (M=6.25),
outdoorsy (M=6.23), and foreigners (M=5.81). Strong desires were found: to learn more about the national parks
(M=5.47) and to visit the parks (M=5.90).
Significant differences (at 0.01 level) were found between people who preferred mountain and those
who chose water in relation to three national park brand personality items: natural, down to earth, and unique. A
significant difference between wise persons and good persons was detected in only one brand personality item
(realistic). In all brand personality items, no relationship was found between tourists and explorers, and between
men and women. An alternative measure of a brand’s personality is by its consumers (people who visit the
national parks). In these visitor brand personality tests, no significant difference was found between
mountain-water preferences, between wise-good personal characters, and between tourists-explorers. Men and
women differed significantly in two brand personality items: outdoorsy and natural.
The desire to learn more about the national parks had a significant correlation (at 0.01 level) with six
of the posters’ 10 brand personality items: that the posters are attractive, natural, down to earth, unique, exciting,
and spirited. The desire to visit the parks was significantly related to eight brand personality items: adventurous,
realistic, attractive, natural, down-to-earth, unique, exciting and spirited.
When park visitors were used as an alternative measure of brand personality, no significant correlation
was detected between the desire to learn more about the parks and brand personality. The desire to visit the parks
was related to only one visitor brand personality item (students).
It is said that beauty is in the eye of the beholder. If the positive brand personality and the strong
desires (to learn about the national parks and to visit them) were taken to be a sign of affection, the posters were
beautiful in the eyes of the students in the sample. Because the brand personality items were rated high, they may
be of good use to encourage people to visit national parks, and to promote outdoor education, e.g., tell people
that national parks are unique, and that outdoor education can be exciting and full of spirit.
Differences among the various types of people in the sample were tested significant in only a few
brand personality items. This may indicate that the brand personality items used in this study were generally
applicable to most people regardless of their personal differences, so they may be used for marketing national
parks or promoting outdoor education to a wide population.
The beauty of outdoor places was captured in the national park posters. Art may be a good way for
people to become interested in learning more about nature, to engage themselves in outdoor activities, and to
practice environmental conservation. It was recommended that outdoor education organizations use attractive
visual designs to engage their audiences.

Staycation’s environmental savings, economic benefits, and partnership
development with outdoor education
Alexandra James , Philip Wang Kent State University
Sustainable development in the tourism industry has been a challenge over the years. Various
organizations such as World Tourism Organization (UNWTO) and World Travel and Tourism Council (WTTC)
have contributed principles to maintaining and protecting the environment, wildlife, and local populations from
tourists and the tourism industry (Iwona, 2012). The most common form of sustainable tourism is “eco-tourism”
where tourists participate in outdoor activities such as hiking, mountain climbing and viewing animals in their
natural habitats (Iwona, 2012). Unfortunately, other aspects of the tourism industry are struggling to implement
sustainable practices due to the lack of awareness of the problem, and the high level of costs to implement these
practices (Iwona, 2012). If the tourism industry could implement more sustainable practices it could increase
employment, bring social equity, manage waste more effectively, and maintain and develop the local cultural
heritage (Iwona, 2012). In 2008 the United States’ economy experienced a recession and travelers were forced to
find alternatives to travel on a budget. One of the most common solutions was taking a ‘staycation’ and traveling
locally near or at one’s home (Sharma, 2009; Fox, 2009). Travelling locally can contribute economically to
sustainable tourism and have a positive impact on society and the environment. The purpose of this paper is to
document the benefits of staycations in terms of environmental conservation and economic impact, and to
explore ways outdoor education in the home community can network to living these benefits.
In order to understand the economic, environmental and educational benefits of staycations, the
following research questions are proposed:
1.

What is the savings on energy and pollution of the environment?

2.

What is the economic contribution to home communities?

3.

How to develop home community into a destination with partners in outdoor education?
According to AAA, formerly known as the American Automobile Association, 31.2 million travelers

vacationed in the summer of 2013 (Fox News, 2014). According to the 2001 National Household Travel Survey
(NHTS), 2.5 billion vehicle miles of travel are for trips over 50 miles from home and 43% of those trips are for
visiting family/friends, sightseeing/outdoor recreation and relaxation (U.S. Department of Transportation, 2008).
On average 500 miles was traveled by automobile for vacation in 2012 versus the average international trip
length which was 3,000 miles annually in 2012 (U.S. Department of Transportation, 2008; Bureau of
Transportation Statistics, 2013; U.S. Energy Information Administration, n.d.). In 2012, about 79% of
Americans drove to their destination whereas only 11% flew to their destination (U.S. Travel Association, 2014).
These results suggest that Americans are willing to travel long distances for their summer vacation although
many plan to go on one or more “staycations” within 100 miles of their home.
With automobiles and airlines being the prominent modes of transportation for vacation, a lot of
energy is consumed to get travelers to their destination. In 2012 for an average family vacation of 500 miles, a
vehicle that gets an average of 20 miles to the gallon used 25 gallons of gasoline, resulting in 6 gallons per
person (U.S. Energy Information Administration, n.d.). On average a Boeing 747 can carry 500 people burning 5
gallons of fuel/mile traveling 3,000 miles for a vacation trip, results in 30 gallons of fuel used per person.
Overall, with 31.2 million travelers, 79% drove to their destination creating 146,940,000 gallons used and 11%
traveled by plane creating 4,092,000 resulting in 151,032,000 gallons of fuel used for vacations annually. If all

those travelers took a staycation 100 miles from their home traveling 20 mpg using 1.25 gallons per person
would only use 39,000,000 gallons of fuel saving 112,032,000 gallons of fuel.
The U.S. transportation sector is responsible for 40% of the nation’s fossil-fuel-related carbon
dioxide emissions (heat trapping gas responsible for global warming) (Union of Concerned Scientists, 2008). Per
vehicle, a typical car produces 1.08/pounds per mile of CO2 emissions divided by 4 passengers equals 0.27 lbs of
CO2 per person. In terms of air planes, a wide-body jet can emit 100 pounds of CO2 for every mile traveled
divided by 500 passengers creates 0.20 lbs of CO2 per person (Union of Concerned Scientists, 2008). Overall,
with 79% of travelers traveling 500 miles by car with 0.27 lbs of CO2 emissions per person creates
3,306,150,000 lbs of CO2 emissions. By plane with 11% of travelers emitting 0.20 lbs of CO2 each traveling
3,000 creates 2,046,000,000 CO2 emissions totaling to 5,352,150,000 lbs of CO2 emitted by travelers. Taking a
staycation within 100 miles by car would create only 661,230,000 lbs of CO2 emissions saving 4,690,920,000 in
CO2 emissions.
In 2013, the sources for travel spending were broken down into foodservices: $201.4 billion; public
transportation: $162.8 billion; lodging: $158.4 billion; auto transportation: $155.0 billion; recreation/amusement:
$89.7 billion; and retail: $88.2 billion creating a total of $855.4 billion in revenue for the U.S. (U.S. Travel
Association, 2014). For our purposes only foodservices, recreation and retail spending will be included because
staycation travelers are staying in their own home, and traveling minimally by car and not using public
transportation. If travelers stayed local in their own city it would create $379.3 billion economic increase for
their community rather than it being spent in other areas of the state and country.
Wild Earth Eco-Tours is a business that operates in the Wisconsin, Minnesota, the Great Lakes region
and internationally. The company promotes sustainable travel by promoting staycations in their locations
because it is inexpensive, ecological, perfect for small groups and families, and lets travelers connect with nature
and get away from busy everyday life (Wild Earth Eco-Tours, n.d.). The Wild Earth Eco-Tours educate people
on ecosystems, how to live a healthier lifestyle, and conduct activities such as hikes and hands-on experiences
with nature (Wild Earth Eco-Tours, n.d.). The state of Pennsylvania also offers environmental education
opportunities at the Nolde Forest Environmental Education Center (NFEEC) (Greater Reading Convention and
Visitors Bureau, 2014). The NFEEC is free to visitors and encourages people to develop a sound environmental
ethic while exploring the 665 acres of woodlands, plantations, and ponds. These places encourage people to
explore what is in their own backyard and learn about the environment we live in (Wild Earth Eco-Tours, n.d.;
Greater Reading Convention and Visitors Bureau, 2014). These places could be potential partners for outdoor
education and encourage the surrounding communities to visit. Potentially, packages could be created for
staycation travelers making their planning time minimal and convenient.
Fuel consumption and air pollution can be drastically reduced. By spending vacation dollars in home
communities, staycations greatly contribute to local economies especially during a recession when local
communities need income. Travelers can stay close to home rather than taking a long distance vacation helping
them save money, reduce carbon emissions, increase the local economy and gives them a chance to discover the
environment they live in. Building partnerships in the community with outdoor education facilities and
environmental centers can raise awareness about the needs in the environment and why it is important. People do
not need to travel far to have an outdoor educational experience because it is all around us. Hopefully more
travelers in the future will choose to take a staycation and learn about the environment, keep the money locally
spent, and encourage others to do the same.

被災地支援キャンプから見る子供の心理状況
The mental situation of the children; in the case of stricken area
support camp
及川

未希生（国立岩手山青少年交流の家）

キーワード：東日本大震災，情動知能，えいご de キャンプ，HSBC グループ
Ⅰ 研究目的

はえいご de キャンプの参加者に対して，

2011 年に発生した東日本大震災は，社会に大
きな影響を及ぼした。特に，津波に罹災した東

EQSC を用いた調査を行った。
（２）調査対象

北地方沿岸部の子供には，心身ともにさまざま
な面で影響がでることが懸念されている。

調査対象は，平成 26 年 3 月に実施された「え
いご de キャンプ」の一つである「安比 de ス

国立岩手山青少年交流の家では被災地児童

ノーキャンプ」の参加者 47 名である。プログ

を支援する取り組みの一つとして，HSBC グ

ラムの内容は，安比高原スキー場において

ループおよび NPO 法人日本国際ワークキャン
プセンター（以下 NICE と表記する）と協働

HSBC グループのインターナショナルスタッ
フと子供たちが，スキーやスノーボード体験を

する形で「HSBC Kids Together えいご de キ
ャンプ」
（以下えいご de キャンプと表記する）

とおして交流するものである。調査はプログラ
ムの事前と事後の二回実施し，分析対象は回答

を実施している。
「えいご de キャンプ」は，震
災で甚大な被害を受けた岩手県沿岸地域の子

の不備を除いた 46 名（13.4±1.5 歳）とした。
（３）分析方法

供を支援するための取り組みである。
一方で，震災から 3 年が過ぎ，震災復興の取

参加者は，岩手県沿岸地域の 6 つの市町村か
らバランス良く参加している。参加者の居住地

り組みは，被災地で生活する子供達の現状にあ
わせて行っていく必要があると考えられる。特

域に着目し，東日本大震災おける浸水地域に居
住している者を直接罹災群
（24 名 13.4±1.5 歳）
，

に，発達における，児童期から青年期にかけて
は，心身の成長において最も多感な時期であり，

浸水地域から離れた場所に居住している者を
間接罹災群（22 名 13.3±1.6 歳）とし，二要因

適切なケアが求められているといえるだろう。
本研究は，国立岩手山青少年交流の家におけ

二水準の混合計画における分散分析を実施し
た。有意水準は 5％未満を有意とし，10％未満

る被災地児童支援の取り組みである「えいご
de キャンプ」をもとに，子供の心理状況につ

を有意傾向とした。なお，仮設住宅に居住する
者は居住地を震災によって失ったと考え，直接

いて考察することを目的とする。
Ⅱ 研究方法

罹災群としたことを補足する。
Ⅲ 結果

（１）測定指標
及川は，国立岩手山青少年交流の家において，

調査結果を表 1 に示す。分析の結果，反復要
因の主効果は，全ての項目で有意であった。一

平成 25 年度に実施された 3 回の「えいご de
キャンプ」と同時期に実施された岩手県内陸部

方，罹災要因の主効果は，すべての項目で有意
ではなかった。交互作用の主効果については，

の児童を対象にした教育事業について，児童用
情動知能尺度（EQSC）を用いて調査を行って

対人対応領域で有意であり，自己対応領域では
有意傾向であった（対人対応 F（1,44）=5.43，

部で暮らす児童は，内陸部の児童に比べて自己

自己対応 F（1,44）=3.88）
。
また，下位因子では，自己洞察が有意であり，

対応能力，特に自己を洞察する能力が低下して
いると報告している。この報告を受け，本研究

自己動機づけ，共感性，協力において，有意傾
向が見られた（自己洞察 F（1,44）=4.66，自

いる

1)2)。及川は，被災地域である岩手県沿岸

罹災要因
反復要因
合計得点
自己対応領域得点
自己洞察
自己動機づけ
目標追求
自制心
対人対応領域得点
共感性
愛他心
協力
人材活用力
状況対応領域得点
気配り
楽天主義
リーダーシップ
状況コントロール

表1

直接罹災群（ n=24 ）
Pre
Post

間接罹災群（ n=22 ）
Pre
Post

111.50

123.80

113.00

119.10

19.27

15.93

16.89

15.93

37.25

41.50

38.73

40.14

7.05

5.87

5.66

4.64

8.63

9.86

9.18

9.36

2.53

1.92

2.12

1.77

9.75

10.92

10.09

10.32

1.90

1.44

1.51

1.39

9.29

10.04

10.05

10.36

2.19

1.83

1.64

1.46

9.41

10.09

9.58

10.67

2.16

1.72

2.08

1.44

38.08

41.75

38.36

39.50

7.77

6.24

6.48

6.59

10.00

10.92

10.18

10.32

2.10

1.68

1.75

1.77

10.25

10.96

10.18

10.27

1.90

1.65

1.70

1.68

9.17

10.17

9.05

9.41

2.27

1.84

2.01

2.08

8.67

9.71

8.96

9.50

2.76

2.28

2.14

2.02

36.17

40.50

35.86

39.50

6.83

5.55

6.77

6.16

9.58

10.58

9.41

10.32

1.91

1.44

1.88

1.43

9.17

10.42

9.27

10.41

2.39

1.75

1.74

1.72

7.83

8.79

7.64

8.77

2.43

2.96

3.16

2.94

9.58

10.71

9.55

10.00

1.91

1.49

2.25

1.81

主効果
罹災要因 反復要因 交互作用

単純主効果
罹災要因×pre 0.07
直接罹災群×反復要因 44.87**

罹災要因×post 0.92
間接罹災群×反復要因

0.10

50.80**

5.51*

0.00

15.41**

3.88+

罹災要因×pre 0.58
直接罹災群×反復要因 17.38**

罹災要因×post 0.72
間接罹災群×反復要因

1.91

0.00

8.37**

4.66*

罹災要因×pre 0.62
直接罹災群×反復要因 12.75**

罹災要因×post 0.84
間接罹災群×反復要因

0.27

0.10

7.15**

3.25+

罹災要因×pre 0.43
直接罹災群×反復要因 10.02**

罹災要因×post 1.95
間接罹災群×反復要因

0.38

1.11

7.27**

1.19

0.57

10.57**

0.53

0.25

19.55**

5.43*

罹災要因×pre 0.02
直接罹災群×反復要因 22.79**

罹災要因×post 1.35
間接罹災群×反復要因

2.19

0.17

5.47*

3.00+

罹災要因×pre 0.10
直接罹災群×反復要因 8.29**

罹災要因×post 1.32
間接罹災群×反復要因

0.18

罹災要因×pre 0.03
直接罹災群×反復要因 14.21**

罹災要因×post 1.64
間接罹災群×反復要因

0.87

0.60

4.10*

2.44

0.55

13.21**

2.88+

0.00

8.93**

0.87

0.13

53.97**

0.41

0.22

24.45**

0.05

0.01

37.31

0.08

0.02

15.88**

0.11

0.51

13.39**

2.41

EQSC における合計得点および対応領域・下位因子得点

己動機づけ F（1,44）=3.25，共感性 F（1,44）
=3.00，協力 F（1,44）=2.88）
。

下段部＝ SD

**p<0.01

*p<0.05

11.43**

+p ＜ 0.10

的成長に繋がっていくと考えられる。
一方で，直接罹災群に対して，間接罹災群は

交互作用の主効果において，要因ごとの単純

なぜ得点の上昇が見られない項目があったの

主効果を求めたところ，合計得点に関しては罹
災要因に関わらず有意な上昇が見られたが，自

か？という点については，直接的に罹災した地
域の現状から予測することが出来るだろう。

己対応領域，対人対応領域，自己洞察，自己動
機づけ，共感性，協力の各領域・因子に関して

直接的に罹災した地域は，現在も仮設住宅に
居住していたり，不自由な生活を送っていたり

は，直接罹災群のみ有意な上昇が見られた。
Ⅳ 考察

する場合が多いと予見される。厳しい家庭環境
が「えいご de キャンプ」のような，心のリフ

分析結果から，えいご de キャンプの参加に
よって，参加者の情動知能が向上することが示

レッシュだけではなく，グローバル人材の育成
を視野にいれた発展的取り組みに，将来に向け

唆された。しかしながら，この結果は質問紙に
よって取得した pre-post 調査であり，反応バ

た自己啓発の期待を抱いて参加しているので
はないかと予想される。そのような環境の違い

イアスが影響した可能性が考えられる。この結
果によってプログラム自体が情動知能の能力

から生まれる，将来への意識の差が，本研究の
結果につながったのではないかと予想される。

向上に寄与したと考えるには十分な根拠が足
りず，今後調査を深める必要があるだろう。

Ⅴ 結論
本研究の調査結果から，被災地児童支援の取

一方，居住地別に分析を行ったことで，被災
地域の子供達が抱える心理的な影響の一端を

り組みである「えいご de キャンプ」の参加者
は，事業によって情動知能の諸能力を向上させ

捉えることができたといえる。
一般的な集団宿泊体験と違い，インターナシ

ることが示唆された。さらに，居住地に着目し
た調査から，直接的な津波の被害を被った参加

ョナルスタッフと共に過ごす本事業において，
そのコミュケーションの特異性から，参加者は
様々な思考を行うと考えられる。例えば，初め
て出会う仲間とのコミュニケーションに加え

者の方が，事業における心理的な影響を受け易
いことが示唆された。
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【研究の目的】
本研究は、これまでアメリカ合衆国を
中心に非行少年を対象として行われてき
たアウトドア体験療法の成果に関する先
行研究をまとめ、アウトドア体験療法が
非行少年に与える教育的意義を明らかに
するとともに、我が国の非行少年に対す
る矯正教育としての自然体験活動の普及
方策を検討することを目的とする。
【用語の定義】
本研究では、非行少年の矯正を目的とし
た、自然体験活動を利用した治療的キャン
プ の 総 称 を ア ウ ト ド ア 体 験 療 法 （ outdoor
experimental therapy） と 定 義 す る 。
【対象文献】
本研究の対象文献は、非行少年を対象と
したアウトドア体験療法を用いて、その教
育的効果あるいは治療効果について検証し
て い る 12 の 文 献 ・ 資 料 で あ る 。 収 集 し た
12 の 文 献 ・ 資 料 を 表 １ に 示 す 。

【分析方法】
12 の 文 献 ・ 資 料 を 、 プ ロ グ ラ ム 内 容 、
プログラム実施組織及び関連組織、プログ
ラム期間、対象者の犯罪・非行の種類、対
象者の年齢、アウトドア体験療法の心理的
効果、向社会的効果について分類・整理し、
分析した。
【分析結果及び考察】
⑴アウトドア体験療法の実施状況
本 研 究 で 収 集 し た 12 件 の ア ウ ト ド ア 体
験 療 法 の プ ロ グ ラ ム は 、 outdoor adventure
program 、 wilderness adventure program 、
boot camp program 、 wilderness therapy
program 、 challenge program 、 outdoor
wilderness experience の い ず れ か の プ ロ グ
ラムを基盤とし、これらのプログラムはア
ド ベ ン チ ャ ー “adventure” 、 チ ャ レ ン ジ
“challenge” 、 ウ ィ ル ダ ネ ス “wilderness” の
３つの要素が包含されていた。これらの要
素は、非行少年の心身の矯正を目的とした
アウトドア体験療法に必要不可欠な要素で

表１．アウトドア体験療法の文献・資料
著者

題目

⑴

H. L. Lee Gillis ＆ Cindy Simpson

⑵

Keith C. Russell ＆ Michael Allen

An Exploratory Study of a Wilderness Adventure Program for Young Offenders

Walsh

（青少年犯罪者を対象としたウィルダネスアドベンチャープログラムの調査研究）

⑶

James B. Wells et al.

A Quasi-Experimental Evaluation of a shock Incarceration Aftercare Program for Juvenile Offenders

⑷

Velmer S. Burton et al.

⑸

John Henry Pommier & Peter A.

Evaluation of an Outward Bound School Plus Family Training Program for the Juvenile Status Offender

Witt

（虞犯少年を対象とした家族トレーニングプログラムを加えたアウトワードバウンドスクールの評価）

⑹

Keith C. Russell

Exploring How the Wilderness Therapy Process Relates to Outcomes

⑺

Keith C. Russell ＆ Dianne

Perspectives on the Wilderness Therapy Process and Its Relation to Outcome

Phillips-Miller

（ウィルダネスセラピーのプロセスとその成果との関係性）

⑻

Kevin I. Minor ＆ Preston Elrod

The Effect of a Probation Intervention on Juvenile Offenders´ Self-concept, Loci of Control, and Perception of Juvenile Justice

⑼

Thomas C. Castellano & Irina R.

Therapeutic Wilderness Programs and Juvenile Recidivism: A Program Evaluation

Sonderstrom

（治療的ウィルダネスプログラムと少年の再犯：プログラムの評価）

⑽

Ian Lambie et al.

Using Wilderness Therapy in treating adolescent sexual offenders

⑾

Scott Bandoroff ＆ David G.

Wilderness Family Therapy :An Innovative Treatment Approach for Problem Youth

Scherer

（ウィルダネス家族セラピー：問題を抱える青少年を対象とした革新的治療アプローチ）

Julia Somervell & Ian Lambie

Wilderness therapy within an adolescent sexual offender treatment programme : A qualityative study

Adventure-based residential drug treatment for court-referred youth
（少年裁判所における冒険活動を基盤としたドラッグ治療合宿）

（青少年犯罪者を対象とした集中収容アフターケアプログラムの準実験的評価）
A study of attitudinal change among Boot Camp participants
（ブートキャンプ参加者の態度変容に関する研究）

（ウィルダネスセラピーのプロセスと成果の関係性についての研究）

（青少年犯罪者の自己概念，自己統制，少年審判への理解度に関する保護観察プログラムの効果）

（性犯罪青少年の治療におけるウィルダネスセラピー）

⑿

（少年性犯罪者の治療プログラムとしてのウィルダネスセラピー〜質的調査〜）

あると推察できる。さらに、プログラム効
果をより高め、持続させるために、アウト
ドア体験療法には、アフターケア、ドラッ
グ教育、カウンセリング、セラピーなどの
プログラムが加えられ、実施されていた。
また、アウトドア体験療法を実施する組織
には、行政機関に限らず、民間団体も存在
していた。
プ ロ グ ラ ム 期 間 に つ い て は 、 延 べ 15 件
のプログラムのうち、2 件のプログラムが
短期プログラム（7 日間以内）、5 件が中
期 プ ロ グ ラ ム （ 8 日 間 か ら 21 日 間 以 内 ） 、
6 件 が 長 期 プ ロ グ ラ ム （ 22 日 間 以 上 ） で あ
り 、 延 べ 15 件 の プ ロ グ ラ ム の う ち 73％ が 、
8 日間以上のプログラムであることがわか
った。さらに、中・長期プログラムで行わ
れた遠征やソロ活動、ベースキャンプなど
比較的強度の高い活動に教育的効果が見出
されていた。
本研究で収集した各プログラムの対象者
は、薬物乱用のある青少年を対象としてい
る研究が数多くあったものの、犯罪・非行
の種類、犯罪の重さは様々であった。プロ
グラムの安全性や非行少年の脱走の危険性
などのセキュリティ面を考慮し、重度の犯
罪を犯していない青少年を対象としている
事例もあった。また、各プログラムの対象
者 の 平 均 年 齢 は 16 歳 前 後 に 集 中 し て い た 。
⑵アウトドア体験療法の教育的効果
本 研 究 で 収 集 し た 12 件 の 文 献 ・ 資 料 よ
り、アウトドア体験療法には、非行少年の
自己概念、自己理解、自己効力感、自尊心、
自己開示、自己統制、希望感を向上させる
心理的効果があること、再犯や問題行動の
減少、対人関係（交友・スタッフ、家族）
の改善、社会復帰といった向社会的効果が
あることが明らかとなった。
冒険的、挑戦的なアウトドア体験療法は、
多くの非行少年の自己理解を深め、新しい
自分の能力や資質を知り、自分はやればで
きるという自信をかき立て、自己統制力を
高めていた。また、スタッフや仲間との関
わりの中で、仲間と助け合い、認め合う経
験をし、良好な人間関係を構築することが
できていた。そして、仲間やスタッフとの
良好な人間関係は、非行少年の自己開示を
促進させ、非行少年の心の問題を解消して
いた。家庭環境や対人関係が改善されるこ

とは、問題行動の再発や再犯の抑止効果に
も繋がっていた。多くのアウトドア体験療
法は、アフターケアとしてセラピー、ドラ
ッグ教育、その他様々なサポートを行うこ
とで、プログラム効果を高め、地域社会に
戻ってもその効果を持続させていた。
これまでの生活環境から脱し、大自然の
環境で、様々な自然体験活動に挑戦し、困
難なことや問題を達成していくアウトドア
体験療法の特徴的な要素が、非行少年の心
理的効果、向社会的効果に結びついている
と考えられる。
【まとめ】
本研究結果から、非行を誘因する対人関
係や自己統制力などに問題を抱える非行少
年に対して、アウトドア体験療法には、有
効な教育成果があると推察される。
また、我が国におけるアウトドア体験療
法の普及の主な課題としては、以下の４点
が挙げられる。第一に、我が国では、海外
に比べてアウトドア体験療法の実践が少な
く、非行少年に対するアウトドア体験療法
の有効性に関する認知はまだ社会全体には
広がってはいないことが課題であると考え
る。第二に、非行少年を地域の中、あるい
はオープンな自然環境に投じることは、そ
の地域の安全性の確保や非行少年の逃走な
どのリスクをしっかりとマネージメントす
る必要性が考えられるため、様々なリスク
に対して対策が図られ、非行少年を監督し
ている行政機関と、アウトドア体験療法の
フィールドとして用いられる地域と密にタ
イアップしていくことが課題として挙げら
れる。第三に、非行少年の収容施設（少年
院や少年鑑別所など）の処遇期間は少年法、
少年院法により定められているために、そ
の期間内でのプログラムを構成しなければ
ならなく、非行少年に対して、いかに短期
間で、より教育的効果が得られるプログラ
ムが提供できるかが課題として挙げられる。
第四に、我が国の非行の「低年齢化」問題
に対応したアウトドア体験療法が実施され
る必要があると考える。低年齢層の非行少
年に対するアウトドア体験療法の教育的効
果をより一層探求し、非行の「低年齢化」
問題の解決策として認識されることでさら
なる普及に繋がると考える。

東日本大震災における心のケアキャンプの検討
～みどりの東北元気キャンプを中心に～
A Study on the mental care camp after the Great Eastern Japan Earthquake in 2011
-Experiments at MIDORINO TOUHOKU GENKI CAMP-

○柴田卓（東北福祉大学非常勤） 大熊雅士（NPO 法人げんきプログラム作成委員会）
キーワード：東日本大震災 心のケアキャンプ
１．はじめに

②達成感のある自然体験活動を通して、自分の中に素敵な

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により東北地

力があることを発見させること。そして、参加したすべての子

方は甚大なる被害を受けた。特に、震災により引き起こされ

ども達にマスタリー1）を実感させることが最も重要な目的であ

た福島県の原発事故による放射能の問題は深刻で、避難者

る。マスタリーとは苦しみには意味があり、耐えられるとの展

は 13 万人に及んでいる。このような事態により、福島市・郡山

望を得ることであり、その最終目標は、トラウマとなった経験を

市などの子ども達は未だ外での遊びが制限されている。更に

自分の意識の中に、あるいは自分の人生の経験の一部とし

津波により多くの命が奪われる場に直面し、放射能汚染によ

て統合する（小澤、2007）ことである。

る生活の様々な制限や風評被害等により、現在も福島県に

③福島の自然と人を愛する人材を育成すること。これは、震

暮らす人々は多くの不安を抱えての生活を強いられている。

災を体験した子ども達と、その子どもたちを支える大人（指導

このような環境で、子ども達に大きなストレスがかかっているこ

者）を持続可能な社会を構成する担い手として育成すること

とは周知の通りである。しかしながら、このようなストレス状態

である。

によりＰＴＳＤを発症している子どもが多く存在しているにもか

これまでの取り組みは、2011 年 7 月から計 11 回のキャン

かわらず、適切な対応がなされていないのが現状である。本

プを実施し小・中学生を対象に約 450 名の参加者があり、支

論は、小林正幸（東京学芸大学教授）の総合監修のもと、野

援者を含めると約 650 名の規模である。また、キャンプ中に

外活動の専門家と心理の専門家たちが集結し、心のケアを

参加者の保護者を対象としたカウンセリングも行っている。

目的としたみどりの東北元気キャンプの実践の軌跡と今後の
展望について明らかにしたものである。

特徴は、通常のキャンプ組織に加え、毎回 10 名程度の心
理スタッフがキャンプに同行し、子どもの表情や対話を観察
し必要に応じて個々に対応すると同時に、キャンプリーダー

２．目的
本研究は、東日本大震災から３年が経過し徐々に除染が
進み様々な点で環境が変わりつつある今、「みどりの東北元
気キャンプ」が実践してきた心のケアキャンプに関して考察を
加え、震災を目の当たりにした子ども達にとって今後、どのよ

へのアドバイスを行える体制が整っていることである。また、
キャンプ支援者に対して現地事前トレーニングの他に心のケ
アに関する研修を徹底している。
資金は賛同する企業や個人からの支援金を受けて運営が
行われている。

うなキャンプを行う必要性があるかを明らかにすることを目的
とする。

4．心のケアをキャンプで具現化する難しさ
みどりの東北元気キャンプにおける心のケアの 3 大原則は、

３．みどりの東北元気キャンプの概要
みどりの東北元気キャンプの目的は次の 3 つである。

①安全・安心の確保②恐さを乗り越える（挑戦）③日常・将来
への拡充である。プログラムを計画・実施する上で、この原則

①子ども達が安全で安心して遊べる場とゆったりとした時間

をどのように具体化すべきか困難を極める重要な課題である。

を確保し、心も体もリラックスさせることによって多くの人と語り

プログラム中とプログラム間で子ども達が安全で安心してゆっ

合えるような環境を設定すること。

たりと過ごせる環境として、活動から外れたり、落ち着かなか

ったり、急に不安に駆られ泣き出したりしても、必ず見守り肯

ラムとして実施（プロセスは図１参照）した。子ども達が主体的

定的に関わる専門スタッフと特別な居場所を配置した。その

に取り組めるよう特に計画立案と振り返りに十分な時間を設

他にも細かい配慮は多々あるが、主な事項を次に挙げる。

けた。計画に関しては、個々に計画を作成し、それをもとに

・夜の活動では専門家によるリラクゼーションタイム（呼吸法、

話し合い、グループとしての計画と完成予想図を作成した。

とけあい動作法など）を設け、心を落ち着かせる時間を作る。

実際、計画通りにはいかなかったが、見事なイグルーが３棟

・シャワークライミングやカヌーなど、水のプログラムに関して

できあがった。

は十分な説明に加え、お試し会を行うなど安心して選択およ

その他の点として、支援者間の問題があげられる。それぞ

計画内容
経験者が均等になるように自分たちでグ
ループを作る
イグルーの大きさと基本的な作り方の説明
各自でイグルーの設計図を書く（予想され
る時間と作業の見直しを計画に入れる）
グループとしての設計図を完成する
※プロセスカードの提示
協力してイグルーを作る（自分たちだけで
作ることを確認）
自分たちの作ったイグルーに実際に寝る
イグルーを作ることができたプロセスを振り
返り、成功の秘訣を明らかにする。（ラウン
ドテーブル）

れの立場や解釈の違いから、スタッフ間で対立することも少

最終日のふりかえりは、ラウンドテーブル形式で３時間に

なくなかった。野外の専門家がプログラムの展開方法や子ど

およぶグループ討議が行われ、なぜ計画通りにいかなかっ

もとの関わり方を心理スタッフから監視されているという不快

たのか、心が折れそうになったとき、諦めそうになったときに

感を訴えてきたこともあった。安全安心な環境を提供する側

どうしてイグルー作りに戻って作業を進めることができたのか

の安心が確保できていないという危機的状況に対して、カン

など貴重な対話が重ねられ、目標を達成し、課題を乗り越え

ファレンスを繰り返し、お互いに認め合うためのツールとして

る際に大切となる視点を子ども達が自ら気づき、確認すること

「いいねカード」をスタッフ間で交換するなどを繰り返し、お互

ができた。

び挑戦を行えるよう事前準備を徹底する。
・マスタリーを実感させるために、スタッフ間で「ちょっと待て、
すぐ手伝うな、口出すな、よく見、よく聞き、よく考えよ」という
スローガンを掲げ、最小限の支援以外は極力見守ることに徹

ステップ
①グループ作り

図 1．イグルー作りのプロセス

②課題設定
③計画立案

底し、子ども達が達成感を得られたときに喜びを共感すること
で意思統一する。
・自分には素敵な力があるということを日常へ拡充・統合させ
るために、最終日に制作活動やアルバム作りによって実体験
したことを具現化し、キャンプ後に作品を見て思い出すことが

④作成
⑤実感
⑥振り返り

できるようにする。

いの立場を尊重することができるようになっていった。
6．今後の展望
5．心のケアキャンプから東北の未来（持続可能な社会）を担
う人材育成への取り組み

本年度から「こころのケア」に留まらず、持続可能な社会の
構成者の育成を目指すためプログラムを工夫することにした。

東日本大震災に関するキャンプは多数存在するが、震災

キャンプに参加した子ども達が、キャンプに主体的に関わり、

から 3 年が経過し、新たな目的を見出す、あるいは縮小・終

解決策を見いだし、協力して問題解決に当たるとともに、自

了を検討する時期に来ているのではないだろか。本年度から

分たちの活動を振り返り、活動への取組の仕方を自分の生

みどりの東北元気キャンプにおいても、心のケアと同時に福

活でも再現できるように工夫することにした。このような体験を

島の自然と人を愛する人材を持続可能な社会を構成する担

通して培われた力が結集され、東北の復興が進むことを期待

い手として育成することを目的と据えた。このことは、今後の

したい。同時に、キャンプという試みが東北の復興を担う人材

復興において最も求められることであろう。そこで、2014 年 3

育成の一助となることを願ってやまない。

月に行われたみどりの東北春キャンプの実践から、東日本大
震災におけるキャンプの新たな視点を検討する。このキャン
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統合型キャンプが不登校児童生徒の自己イメージに与える影響
－受容感との関連からの検討－
The effects of integrated camp with non-attending school students on self-image.
-Examination from relation with sense of acceptance-

○黒田 拓史（鈴鹿市立旭が丘小学校）
キーワード：統合型キャンプ、不登校、自己イメージ、被受容感
【序論】
不登校児童生徒対象のキャンプの効果に関す
る研究はプログラムとの関連に着目したものが
主流であり、人間関係に着目した研究は少ない。
青戸・田上（2005）は、他者とのポジティブな
関係を積極的に提供することが不登校生徒の自
己イメージの変容に効果があると報告している 1)。
統合型キャンプで健常児童生徒とともに活動す
る中で受け入れられることは、他者とのポジティ
ブな関係が増え、不登校児童生徒の自己イメージ
変容に影響を与えるのではないかと考えられる。
本研究では、統合型キャンプが不登校児童生徒
の自己イメージ及び被受容感に与える影響につ
いて明らかにすることを目的とした。そして、以
下のような課題を設定した。
課題 1：不登校児童生徒の自己イメージについて、
キャンプ前後及び期間中の変化を明らか
にする。
課題 2：不登校児童生徒の被受容感について、キ
ャンプ前後及び期間中の変化を明らかに
する。
課題 3：不登校児童生徒の自己イメージと被受容
感の関連について明らかにする。
課題 4：統合型キャンプが不登校児童生徒の自己
イメージ及び被受容感へ与える影響を事
例から検討する。
【研究方法】
1)調査対象
国立の社会教育施設主催のキャンプ参加者 18
名（うち不登校児童生徒 5 名）を対象とした。質
問紙調査は全ての参加者を対象に、参与観察は不
登校児童生徒 5 名のうち 3 名を対象に行った。
2)キャンプの概要
12 泊 13 日の期間を 4 つのステージに分け、S
川を源流から河口まで踏破する、移動型の長期冒
険キャンプであった。
3)調査内容及び方法
①量的研究
自己肯定意識尺度と被受容感尺度を用いて、質
問紙により調査した。実施時期は以下の通り。
pre 調査：キャンプ前（事前学習会時）
middle 調査：第 3 ステージ最終日（9 日目）
post1 調査：キャンプ最終日
post2 調査：キャンプ 1 ヶ月後
②質的研究

筆者及び班付きカウンセラー3 名が、参与観察
により対象児童生徒のキャンプ中の様子を記録
した。キャンプ前後には個人面接を行った。
【結果と考察】
1)量的研究
①自己イメージの変化
混合計画の 2 要因の分散分析を行った結果、自
己肯定意識尺度得点は調査時期の主効果のみ有
意であり（F(3,48)=9.79,p<.01）、群の主効果及
び交互作用は有意でなかった。参加者全員につい
て時期の主効果について Holm 法を用いて多重比
較を行った結果を、図 1 に示す。
自己肯定意識尺度の下位因子ごとの得点の変
化について Holm 法を用いた多重比較の結果、自
己受容と意欲は pre より post1 が、充実感は pre、
middle より post1 が、
自信は pre より post1、post2
が有意に高かった（p<.05）。また、自己閉鎖性・
人間不信は middle より post2 が、自己表明・対
人的積極性は pre より post1、post2 が有意に高
かった（p<.05）。
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図 1 自己肯定意識尺度得点の変化

これらの結果から、不登校群、健常群に関わら
ず、今回のキャンプを通じて参加者の自己イメー
ジは肯定的なものへと変化したと言えるだろう。
本調査において参加者の自己イメージが肯定的
なものに変化したのは、調査を行ったキャンプが
移動型であったため、自分たちの活動の結果がは
っきりと自覚しやすく充実感や意欲、自信につな
がったことと、ふりかえりとして自分の意見を発
言する場が毎日あったことで他者への積極的な
関わりが増えたためではないかと考えられる。
②被受容感の変化
混合計画の 2 要因の分散分析を行った結果、調
査時期の主効果が有意（F(3,48)=12.74,p<.01）
で あ り 、 交互 作 用 が有 意傾 向 （ F(3,48)=2.30,
p<.10）であった。単純主効果の検定を行ったと
ころ、調査時期の単純主効果において、不登校群

では有意差（F(3,48)=12.65,p<.01）が、健常群
では有意傾向（F(3,48)=2.40,p<.10）が見られた。
群ごとに Holm 法を用いた多重比較を行った結果
を図 2 に示す。
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図 2 群ごとの被受容感尺度得点の変化

これらの結果から、今回のキャンプでの被受容
感の変化は不登校群がより大きかったと言える。
不登校群の参加者にとって、キャンプに参加する
ことが希薄になりつつあった他者や集団とのつ
ながりを強く感じるきっかけとなり、班員で励ま
し合い、毎晩のふりかえりで班員が自分の話すこ
とをしっかりと聞いて受け入れてくれるという
ことで被受容感が高まったと考えられる。
③自己イメージと被受容感の関連
調査時期ごとに相関分析を行った結果、自己肯
定意識尺度全体得点と対他者領域得点では全て
の調査時期において、対自己領域得点では middle、
post1、post2 において被受容感尺度得点と 1％水
準で有意な相関が見られた。
被受容感が自尊感情を促進するという指摘 2)も
あることから、統合型キャンプにおいて仲間から
受け入れられていると感じ被受容感が高まるこ

とで、不登校児童生徒の自己イメージが向上する
という可能性が示唆された。
2)質的研究
3 事例全てにおいて自己イメージの変化が起こ
ったことが推察され、事例をもとに統合型キャン
プにおける不登校児童生徒の自己イメージ変容
のプロセスモデルを生成し、図 3 に示した。
今回の事例では、統合型キャンプに参加するこ
とで守られる体験、関係性の構築・回復を通して
被受容感を獲得し、自己表現が増え、肯定的な自
己認知ができるようになることで自己イメージ
の変化が起こったと考えられた。
対人関係に課題を抱える不登校児童生徒の参
加者たちは、キャンプに参加することで仲間を獲
得し、関係性の構築・回復を行っていった。ケー
スによっては、スタッフに守られる体験によって
安心感を形成するという段階があったと考えら
れる事例もあった。
そして、関係性の構築・回復が行われることで
不登校児童生徒は被受容感を獲得したと考えら
れる。この二つの段階は、被受容感が増すことで
さらに関係性を発展させていくため、キャンプの
中で繰り返し体験されたと考えられる。
被受容感の獲得後、自分の居場所ができ、自分
を開くことへの不安が軽減され自己表現が増え、
その中で自他による肯定的な評価によって次第
に自己を肯定的に捉えることができるようにな
っていく。そして、これまでの過程が強化され自
己イメージが変化していくと考えられる。
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図 3 統合型キャンプにおける不登校児童生徒の自己イメージ変容のプロセスモデル
図4-4 調査対象キャンプにおける自己イメージ変容のプロセスモデル

【結論】
1)統合型キャンプにおいて、不登校児童生徒の自
己イメージ及び被受容感は有意に向上し、キャ
ンプ 1 ヶ月後まで維持された。また、自己イメ
ージと被受容感との間には強い関連があった。
2)自己イメージ変容のプロセスモデルが生成さ
れ、
「守られる体験」、
「関係性の構築・回復」、
「被受容感の獲得」、「自己表現」、「肯定的
な自己認知」の過程を経て、不登校児童生徒は
自己イメージを変化させていくことが明らかに

なった。
【引用文献】
1)青戸泰子，田上不二夫（2005）：‘他者とのポ
ジティブな関係’と不登校生徒の自己イメージの
変容との関連－中学校で不登校に陥った A 君への
援助事例－，カウンセリング研究，38（4），406-415．
2)Leary MR, Tambo ES, Terdal SK, Downs DL：
Self-esteem as an interpersonal monitor：The
sociometer hypothesis，Journal of Personality
and Social Psychology，68（3），518-530．

野外教育で伸びる力における考察
―キーコンピテンシーの側面から―
Consideration in through skills by Outdoor education
-Focusing on the Key competency○清水一毅，岡林春雄
(山梨大学大学院教育学研究科，山梨大学大学院)
キーワード：野外教育，キーコンピテンシー
目

的

コンピテンシーの構成分子へと分解した．その後，

本研究の目的は「野外教育を通して育成される

そのそれぞれを『できている』『まぁまぁ』『あま

力のひとつとしてキーコンピテンシーが挙げられ

り』
『できていない』の４段階評定で評価した．(例：

る」ことを検証し，野外教育の中で，どのような

説明を聞いているので「他者とうまくかかわる能

手順でキーコンピテンシーが伸びるのかを調査す

力」
「大きな展望の中で活動する能力」が『できる』

ることである．地域・自然環境との関係，多存在

のレベルにあり，説明されたことを行動に移せて

との関係，その人自身との関係づくりを目的にお

いるので「言葉、シンボル、テクストを相互作用

く野外教育を通して，特定の専門家ではなくすべ

的に活用する力」
「知識や情報を相互作用的に活用

ての個人に重要なコンピテンシーとして定義され

する力」が『できる』のレベルにある)表出したレ

たキーコンピテンシーが育成されると仮説を立て， ベルのうち最上値のものをそのコンピテンシーの
本研究を進めた．

レベルとした．割り出したレベルを個人の分子ご
方

法

1.対象
第 32 回山梨幼児・OB キャンプに参加した小学
4 年生 3 名(女子:3 名)，小学 5 年生 6 名(男子:5

とにグラフにし，5 日間の推移を表した．また班
全員の推移をまとめたグラフを作成した．さらに，
すべての場面間において t 検定を用いて検定した．
結

果

女子:1)
2.観察期間
2013 年 8 月 4 日～8 日(5 日間)
3. 方法
調査方法はビデオ観察による参加観察法である．
観察記録者は筆者で，班が二分して活動すると推
察されるときのみキャンプスタッフに依頼した．
撮影は 5 日間のうち計 8 回行い，後日，ノートに
活動場面ごと「対象児の具体的な言動」が分かる
ように記入していった．(例：目を見て相槌を打ち
ながら説明を聞いていて、それを行動に移せる)そ
して，それぞれの言動を DeSeCo の提示するキー

図 1．A における計画を設計し実行する力の推移
個人のキーコンピテンシーは図に示すように上下
に揺らぎながら 1 回目から 8 回目まで推移してい

き，8 回目でレベルの最上値を記録している．そ

伸び，「相互作用的に道具を用いる能力」「自律的

の揺らぎ方や伸び方は個人によってばらばらであ

に活動する能力」と続いて成長していることがわ

る．この傾向は班のキーコンピテンシーにも見ら

かる．これは，野外という環境で活動班を作り，

れる．また，t 検定の結果，多くの隣り合う場面間

班単位で生活を形成するという課題を，運営側が

には有意な差は見られなかった．しかし，ほとん

提示したためではないかと考えられる．つまり，

どのキーコンピテンシーで，一回目もしくは二回

個人ではなく，班として行動することを求められ，

目と五回目および五回目と八回目でプラスの有意

他存在とかかわることで「異質な集団で活動する

差が見られた．観察の過程では何人かの児童に，

能力」を伸ばし，班である課題（例：食事を作る，

ほかの児童の後をついて行き，指示されて活動に

山に登る）を達成するために自ら動くことで「自

参加していただけだったが，班で共通の目標に向

律的に活動する能力」を伸ばし，自分たちの生活

かって活動をしていくうちに，班が目標を達成す

を形成するスキルを得ることで「相互作用的に道

るために何をするべきか自分で考え，そのために

具を用いる能力」を伸ばしていったのではないか．

必要な技術を身に着け，動くようになっていった

そしてこれらが五日間を通した生活の中で行われ

姿が見られた．

ていることから，各々の能力が個別に働いている
考

察

個人の推移から，野外教育を通して児童のキー
コンピテンシーは，揺れを伴いながら徐々に伸び

のではなく，相互に作用しあっていることですべ
ての能力が刺激しあいながら伸びていったと考え
られる．

ていくと考えられる．揺れはそれぞれのプログラ

以上のことから，野外教育で伸びる力としてキ

ムを通し，個人・集団・プログラム・自然への関

ーコンピテンシーがあることがわかる．そしてキ

わりによって生じていた．このことから，プログ

ーコンピテンシーは児童と自分・多存在・自然と

ラムを通して個人が多存在とかかわり，その中で

の関わり合いが相互作用的に影響しあって伸びて

キーコンピテンシーが伸びていったと考えられる． いる．よって指導者は，児童のキーコンピテンシ
また，個人によってキーコンピテンシーの伸びる

ーを伸ばすために，児童が多存在と関わり合わな

過程がばらばらなことから，プログラムを通して

ければならない環境を設定し，班で乗り越えなけ

多存在と関わることにより児童が刺激を受け，そ

ればクリアできない課題を与え，班の児童全員で

の刺激をどのように処理するかが大切になるので

乗り越えていく意識を持つような指導をするべき

はないかと考えられる．さらにｔ検定の結果から， である．そのような場の設定に適したもののひと
キャンプの前半を通して伸び，さらにそのあと後

つとして野外教育が挙げられる．

半を通して伸びていることもわかる．つまりキャ
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