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いわての生涯学習－2006 ：研究報告－

青少年の体験活動プログラムに関する研究

～効果的な自然体験活動運営の在り方について～

○ 調査協力

県内 44 市町村教育委員会

県内 167 公民館

県外 23 市町村教育委員会

研究の概要

キーワード： 青少年 自然体験活動 運営 参加対象

評価 地域人材 連携 配慮事項

青少年の自然体験活動運営の充実に関して文献・調査・事例検証を進めるなか

で、今後の方向性として次の点を指摘することができた。

① より広く、多くの青少年を対象とした自然体験活動の提供機会を、一層拡充

していくこと。

② 参加者のニーズ把握・分析に努め、ねらいと内容の吟味を図ること。

③ スタッフ・ボランティアの資質向上と、ネットワーク化を促進すること。

④ 他団体と、相互にメリットがある有機的な連携関係を構築していくこと。

⑤ 地域全体として、青少年を長期的な視点で育むという姿勢を醸成していくこ

と。
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１ はじめに

現在の青少年を取り巻く状況を見ると、他者や社会、自然などと直接触れ合う体験が乏

しくなっており、特に、情報化や科学技術の進展は、多くの知識や間接的な体験を広くも

たらす一方で、直接体験の機会を減少させている。同時に、いじめ、暴力行為、引きこも

りなど、青少年をめぐる深刻な問題が生じており、子どもたちの精神的な自立の遅れや社

会性の不足も見られる。

従来から人間関係構築の能力や社会規範、基本的な生活習慣の定着には、体験活動の重

要性が指摘され続けてきたが、平成 17 年６月の「文部科学大臣諮問理由説明」では、青少

年の自然体験や社会体験、奉仕活動を一層推進するための方策を検討するように求めるな

ど、さらにその在り方についての工夫・改善が大きな課題となっている。

一方、社会教育の周辺では、行財政改革及び市町村合併等の影響がこれからさまざまな

方面に及んでいくことは明白であり、公民館や青少年教育施設等には指定管理者制度が導

入されるなど、人的・物的資源の確保と学習機会の提供についてはさらなる工夫・吟味が

求められる。

体験活動を進めていく場合には、活動プログラムを展開するうえで意図的・組織的な運

営が重要になる。また、その運営上配慮が必要な観点も、指導者やスタッフといった人材

の確保から、予算や用具・装備、フィールドの確保、他団体・他機関との連携、事業周知

の工夫と参加の促進、安全管理に対する対応や参加者への支援等、非常に多岐にわたって

いる。しかし、現実には担当職員の取り扱う業務の繁忙化や、研修機会の減少等により、

ともすれば従来から実施している内容の踏襲となり、はからずも活動プログラムが停滞し

てしまう傾向も見受けられている。

本研究では、上記の課題を踏まえたうえで、自然体験活動プログラムの運営実態の調査

と検証を行い、より効果的に体験活動を推進していくために、特に運営の在り方を中心と

して、具体的な方向性を示すことを目的とする。

２ 青少年の実態と求められるもの

(1) 青少年を取り巻く状況

『青少年白書』（平成 17 年度）によると、平成 16 年 10 月 1 日現在の我が国の青少年

（0～24 歳）人口は、3,222 万人で総人口の 25.5％である。また、青少年人口、総人口

に占める青少年人口の割合ともに、昭和 30 年以降、ほぼ一貫して減少している。
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図１ 青少年人口の推移
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また、出生順位別にみた出生数を平成 16 年（2004）と昭和 55 年（1980）で比較する

と、全出生数に占める第１子の割合は、昭和 55 年の 42.3％から平成 16 年に 48.4％へと

増加している一方、第２子、第３子以上の割合は、それぞれ 40.8％から 37.6％、16.9％

から 14.0％へと減少している。第１子として生まれる子どもの割合が増加しているとい

うことから、全体として子どもを２人以上持つ夫婦が減少しつつある傾向がうかがえる。

一方、地域社会の中での青少年の生活の実態

に参加する機会が少なくなり、反面、家庭では

の時間を過ごしている様子が見られる。

＜地域社会とのかかわり＞

・あなたは、休みの日に、家の近くの屋外で遊ぶ

・あなたは、公民館や児童館など地域の施設や団体が

図２ 出生順位別に見た出生数

図３ 休日に屋外で遊ぶ割合

図４ 地域の施設・団体の行う行事に参加する割合
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＜自由な時間の過ごし方＞

引用：平成 14 年『地域の教育力の充実に向けた実態・意識調査』（子どもの体験活動研究会）

これらのことから、現在の子どもたちは、地域社会や家庭の中で、他者との交流が極

めて固定化され、限定化されていることがうかがえる。このことは、かつてはごく日常

的に行われてきたいわゆる「群れる」とか「人浴びする」といった集団での体験・経験

が大変できにくい状況になってきているとも言える。

「いじめ」「暴力行為」「不登校」等についても、さまざまな対策・対応がとられてき

てはいるが、抜本的な解決には至っていないのが現状であり、深刻な事例も数多く発生

している。
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＜いじめ＞

公立の小・中・高等学校及び養護学校におけるいじめの発生件数は、平成 15 年度にお

いては、8 年ぶりに増加し、憂慮すべき状況にある。

平成 16 年に警察が取り扱ったいじめに起因する事件の件数は 161 件、検挙・補導した

少年（犯罪少年及び触法少年）は 316 人で、前年に比べ件数で 55 件(51.9％)、検挙・補

導人員で 87 人(38.0％)増加した。

＜校内暴力等＞

平成 15 年において、学校内で発生した暴力行為は、小学校で全学校の 2.7％に当たる

620校において1,600件、中学校では全学校の33.3％に当たる3,446校において2万 4,463

件、高等学校では全学校の 44.2％に当たる 1,819 校において 5,215 件となっている。

％

％

図５ 自由な時間の過ごし方（平日）

図６ 自由な時間の過ごし方（休日）
引用：『平成 17 年度版青少年白書』
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また、平成 16 年度の内閣府調査『青少年の社会的自立に関する意識調査』では、就労

意識に対する現在の青少年と親との意識の違いをはっきり見ることができる。

引用：平成 16 年『青少年の社会的自立に関する意識調査』（内閣府）

青少年が精神的に自立し、社会へ参加していくうえでの課題は、単に社会的自立の移

行期に当たる青年期だけの問題ではなく、幼児期からのさまざまな体験に根ざした社会

性の育成が不可欠であり、そのためには、家庭、学校、地域社会が意図的に連携した効

果的な取り組みが大きく期待されると考えられる。
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図８ 子どもの職業生活についての希望
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(2) 体験活動の効果

平成 15 年度の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター調査『「青少年

の自然体験活動に関する実態調査」報告書』によると、自然体験活動に多く参加するこ

とが、課題解決力や豊かな人間性、社会参加意欲の形成に大きく寄与しているという結

果が示されている。

また、平成 11 年の生涯学習審議会答申でも、子どもたちの心の成長には地域での体験

活動が不可欠という指摘がなされ、「道徳観・正義感」の形成に「生活体験」や「自然体

験」が大きな影響を与えていることについて言及している。

＜自然体験活動をたくさんした子どもは、課題解決能力や豊かな人間性など、『生きる力』の

ある子ども＞

自然体験活動をたくさん行った群ほど、「わからないことは、そのままにしないで調べるこ

とが多い」「誰とでも協力してグループ活動ができる」「相手の立場になって考えることができ

る」などの項目に「当てはまる」と答えた者が多く、自然体験活動を行わなかった群ほど「当

てはまらない」と答えた者が多い。 ～小学生（4～6 年）調査より～

また中学・高校生では、自然体験活動をたくさん行った群ほど、「勉強で分からないことが

あったとき、そのままにしないで調べること」「友達の悩みや相談を聞いてあげること」など

に「よくある」「時々ある」と答えた者が多い。 ～中学・高校生調査より～

＜自然体験活動をたくさんした子どもは、ボランティア活動も豊富＞

自然体験活動をたくさん行った群ほど、ボランティア活動もたくさん行っている者が多く、

自然体験活動を行わなかった群ほどボランティア活動もしていない。

～小学生（4～6 年）・中学・高校生調査より～

引用：平成 16 年度『「青少年の自然体験活動に関する実態調査」報告書』

（１）生活体験が豊富な子どもほど、道徳観・正義感が充実

「小さい子どもを背負ったり、遊んであげたりしたこと」、「ナイフや包丁で、果物の皮を

むいたり、野菜を切ったこと」といった生活体験の度合いと、「友達が悪いことをしていた

ら、やめさせる」、「バスや電車で席をゆずる」といった道徳観・正義感の度合いを、それ

ぞれ点数化してクロス集計したところ、「生活体験」が豊富な子どもほど、「道徳観・正義

感」が身についている傾向が見受けられました。

（３）自然体験が豊富な子どもほど、道徳観・正義感が充実

さらに、「チョウやトンボ、バッタなどの昆虫をつかまえたこと」、「太陽が昇るところ

や沈むところを見たこと」、「夜空いっぱいに輝く星をゆっくり見たこと」といった自然

体験の度合いと、「友達が悪いことをしていたら、やめさせる」、「バスや電車で席をゆず

る」といった道徳観・正義感の度合いを、それぞれ点数化してクロス集計したところ、

「自然体験」が豊富な子どもほど、「道徳観・正義感」が身についている傾向が見受けら

れました。

引用：平成 11 年『生活体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ』

（生涯学習審議会答申）



このように、自然体験活動の特性として、自然現象の周辺的・附随的な事象を含めた

直接体験を経ることや、集団での生活・活動を経験することによって、異年齢の人たち

との交流を含めて、異なった見方や考え方に触れる機会をもつことにより、人との関わ

り方や自然環境をはじめとしたさまざまな事象について考察する力の育成につながって

いくことが明らかになっている。

しかし、実際は利便性を求める日常生活や人間関係が希薄化する地域社会の中で、現

在の子どもたちが日常的に自然体験活動に触れていくというのは困難である。そのため、

家庭・学校・地域社会の連携の中でそれらをお互いに補完していく必要が生じてくるが、

それぞれの立場で常にそれだけを念頭に置くというのは現実的ではない。むしろ一定の

意図を持って、自然体験活動を含めた直接体験の機会を設け、組織的にねらいを共有し

ながら徐々に日常化を図っていくことが有効だと考えられる。

３ 青少年の体験活動

(1) 各種答申等から見た青少年の体験活動

青少年を対象とした自然体験活動の在り方について述べている答申等をほぼ 10 年ご

とにまとめると、次のとおりとなる。
少年をとりまく教育条件の変化によって、次第に重要視されるようになってきた社

会教育としての少年教育は、少年が地域社会等でさまざまな経験をもつことによって、

家庭や学校には期待しにくいものを体得するところに独自の意義をもつものであっ

て、ここでは年齢の異なる集団での役割分担、協同意識にたつ生活訓練、自然の中で

の遊びの鍛錬、興味・関心の持続的追求などが重視され、すべての活動が少年の自発

性にたって展開されるところに特色がある。

引用：昭和 46 年『急激な社会構造の変化に対処する社会教育の在り方について』

（社会教育審議会答申）
少年自然の家や青年の家は、山や海の自然に恵まれた場所に設置がすすめられてお

り、青少年は、これらの施設で活動することによって自然の恩恵にふれ、自然に親し

む心や敬けんの念を培い、自然の中で心身を鍛練し、自ら実践し創造する態度を育て

ていく。

青少年を対象とする学級、講座などで、自然にかかわる学習を推進しようとする動

きが各地で高まってきている。このような機会を通じてさまざまな自然とふれあい、

美しいものや崇高なものに対する深い感動を得るとともに、牧歌的な意味での自然理

解にとどまることなく、自然を科学的に理解し、探究する態度を養う。

引用：昭和 56 年『青少年の徳性と社会教育』

（社会教育審議会答申）
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これらの答申からは、時代の変遷を受けて、自然体験活動の在り方に変容がいくつか

見られる。

１つ目は自然体験のとらえ方であり、情緒的・牧歌的な自然のとらえ方から科学的・

考察的なとらえ方への変化と、生活体験との結びつきである。かつては自然体験そのも

のが活動の目的として重要視されていたが、時代を経るにつれ、日常の生活体験や集団

生活への適応とあいまった全人格形成に関わる部分が大きな比重を占めるようになって

きている。

２つ目は自然体験活動導入の視点であり、参加者の自発性を原点とした取り組みの形

態から、主催者側の意図的・計画的な体験機会の提供という観点への移行である。これ

は、言葉を換えれば、より広く、より多くの子どもたちに自然体験活動に取り組ませる

必要性が生じてきたためとも言える。

３つ目は推進の重点の変化である。かつては主に活動の拠点となる施設や場の整備が

中心であり、専門職員の配置・充実等を含めてハード面が重視されていたが、徐々にそ

れらの活用を主とした活動プログラム立案の工夫や運営・展開上の在り方の充実等、ソ

フト面での深化・拡充が求められてきている。

また、近年の答申等では、次のような点が自然体験活動推進上の重点として挙げられ

ている。

生涯学習の振興に当たっては、青少年期の経験として、学校教育における基礎・基

本の学習と並んで、学校外活動の持つ意義を重視することが極めて大切である。

特に、学校教育への過度の依存の傾向と共に、家庭での生活体験や、学校の外にお

ける直接体験的な活動の不足が指摘されており、これらのバランスを確保するため学

校外活動の充実を図ることは、重要な課題になっている。

なお、今日、子供の無気力や引きこもりなどの現象が指摘されるようになってきて

おり、学校外の日常生活の中で、異年齢集団における多様な活動の経験を通して、子

供の自立や社会性の発達を促すことも大切である。

引用：平成 4 年『今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について』

（生涯学習審議会答申）

今日の子どもたちの生活体験、社会体験、自然体験は大変貧弱なものとなっていま

す。特に、学年が上がるにしたがってゆとりのない生活を送るようになり、これらの

体験から学ぶ機会はますます減少しているのが現状です。現代社会では、様々な体験

の機会を子どもたちが日常的に得ることができた時代とは違い、あえて子どもたちに

活動や体験の機会を提供することが必要となっています。私たちは、子どもたちの体

験機会の充実という課題に、意図的・計画的に取り組んでいかなければならないので

す。

引用：平成 11 年『生活体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ』

（生涯学習審議会答申）



子どもたちの自然体験活動については、これまでは学校引率中心の自然体験プログ

ラムが広く見られましたが、学校が教育課程の中で全員一斉に実施するプログラムに

は日程や内容において限界があると指摘されています。子どもたちの自然体験の機会

の充実は、むしろ地域社会が中心となり幅広くその機会を提供できるよう取り組むべ

きです。地域社会が担い手となる子どもたちの活動は、自然体験の先輩である地域社

会の大人たちとの交流や学年を超えた異年齢の子どもたちが一緒に活動できるといっ

た観点からも、優れた内容を提供することが可能ですし、子どもたちの自然体験活動

に実績のある青少年団体の協力を得ることもできます。

引用：平成 11 年『生活体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ』

（生涯学習審議会答申）
中央教育審議会では、こうした認識に立って、諮問事項について検討し、「奉仕活動・

体験活動」が、我々が直面する問題を解く糸口となると考えた。「奉仕活動・体験活動」

は、人、社会、自然とかかわる直接的な体験を通じて、青少年の望ましい人格形成に

寄与する。大人にとっても、家族や周囲の人々、地域や社会のために何かをすること

で喜びを感じるという人間としてごく自然な暖かい感情を湧き起こし、個人が生涯に

わたって、「より良く生き、より良い社会を作る」ための鍵となる。国民一人一人が「奉

仕活動・体験活動」を日常生活の中で身近なものととらえ、相互に支え合う意識を共

有し活動を重ねていくことができるような環境を、皆で協力して作り上げていくこと

が不可欠であると考える。

引用：平成 14 年『青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について』

（中央教育審議会答申）
今日の我が国社会の急速な変化は青少年の生活様式や価値観に大きな変容をもたら

し、例えば、「よく体を動かし、よく食べ、よく眠る」という子ども時代として当たり

前の生活を送ることを難しくさせております。また、都市化や情報メディアの日常生

活への急速な浸透の中で、青少年が自然や地域社会との関わりの中で様々な直接体験

をする機会が減少するとともに、青少年の家族や友人、地域住民等との人間関係が希

薄化しております。

また、青少年が自ら体を動かし体験する中で様々なことを身に付け成長することに

かんがみ、外遊びやスポーツ活動の推進とともに、自然体験や社会体験、奉仕活動な

どの体験活動の充実を進めてきたところであります。今後は、これらの活動をより一

層推進するとともに、特に、各々の活動が青少年の意欲を喚起し向上させる実効性の

高いものとなるための方策を検討する必要があると考えております。

引用：平成 17 年『青少年の意欲を高め、心と体の相伴った成長を促す方策について』

（文部科学大臣諮問理由説明）
- 9 -

これらのことから、これからの自然体験活動の在り方として重視されてくるのは、地

域人材を中心とした支援・連携体制の確立と、実効性の高い活動プログラムの在り方・

運営、及びより広く、多くの子どもたちに自然体験活動に親しませる機会作りの工夫と
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いった観点である。また、情報化や科学技術の恩恵を一身に受けている現実がある中で、

いかにして参加者である子どもたちの意欲を喚起し、体験内容を日常の生活に生かして

いくかという視点も忘れてはならない。

(2) 自然体験活動の実際

ア 生涯学習としての自然体験活動

平成 14 年度における学習指導要領の改正施行によって小・中学校及び高等学校に導

入された「総合的な学習の時間」では、次のような取扱いが求められている。

また、平成元年の改訂により、平成 4 年から小学校 1・2 学年で実施されている「生

活科」においては、次のように教科の目標を設定している。

学校教育における自然体験活動への取り組みは、その必要性が大きく認識されてい

る一方、学校教育の特徴である系統的・体系的な学習活動の中では、気象やフィール

ドの状況に左右されやすく、十分な時間的余裕が求められ、運営上もさまざまな準備・

配慮が必要となる自然体験活動は、学校単独の場合、ある意味で取り扱いにくく、深

めにくい内容とも言える。

このことは、特にも「総合的な学習の時間」のねらいを達成していくうえでの大き

な課題として、次に示すグラフにも表れている。

２ 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとす

る。

(1) 自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を

解決する資質や能力を育てること。

(2) 学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的

に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。

（略）

５ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものと

する。

(1) 自然体験やボランティア活動などの社会体験、観察・実験、見学や調査、発

表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極

的に取り入れること。

引用：平成 10 年『小学校学習指導要領』

（文部省）

具体的な活動や体験を通して、自分と身近な人々、社会及び自然とのかかわりに関

心をもち、自分自身や自分の生活について考えさせるとともに、その過程において生

活上必要な習慣や技能を身に付けさせ、自立への基礎を養う。

引用：平成 11 年『小学校学習指導要領解説 生活編』

（文部省）



- 11 -

引用：平成 15 年『学校教育に関する意識調査』文部科学省

このことを受け、「総合的な学習の時間」については、現状を見直す視点として、次

のような点が指摘されている。

ここに挙げている「学校外の人材の協力や地域との連携」を進めていく鍵となるの

が、社会教育の持つポテンシャル（人的ネットワーク、施設、設備、装備、フィール

ド、ノウハウ等）と言うことができる。

また同時にこれは、学校教育だけでは十分に対応することが難しい学習活動に対し

て、社会教育の側からのアプローチの仕方が問われているとともに、単なるイベント

やレジャーとは一線を画した、地域に根ざし、地域づくり・人づくりをとおして教育

活動に携わる者の視点が大きく求められている。

イ 自然体験活動の定義

自然体験活動は、「自然」を活用して行われる活動であり、さまざまなアプローチの

方法が考えられ、特徴ある実践が進められている。また、今日的には「冒険教育」や

「環境教育」も一つの大きなキーワードとして取り上げられ、活動の内容や形態も多

様性を帯びてきている。

総合的な学習の時間については、大きな成果を上げている学校がある一方、当初

の趣旨・理念が必ずしも十分に達成されていない状況も見られる。

（略）

また、学習が効果的に行われるよう、学校に対する支援策を充実することが必要

である。さらに、総合的な学習の時間の充実のためには、学校外の人材の協力や地

域との連携が重要である。

引用：平成 17 年 10 月 26 日『新しい時代の義務教育を創造する（答申）』

（中央教育審議会）

自然体験活動とは、自然の中で、自然を活用して行われる各種活動であり、具体

的には、キャンプ、ハイキング、スキー、カヌーといった野外活動、動植物や星の

観察といった自然・環境学習活動、自然物を使った工作や自然の中での音楽会とい

った文化・芸術活動などを含んだ総合的な活動である。

引用：平成 8 年『青少年の野外活動の充実について』

（青少年の野外教育の振興に関する調査研究協力者会議）

図９ 体験や活動をさせるのに精一杯で、児童生徒が学習意欲も含めた学力を十分に伸ばすことができなかった（教員）

10.6 33.8 25.6 16.3 5.28.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

わからない

無回答
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ウ 本県の体験活動推進の現状

本県においては、体験活動の充実・推進にあたって、次のように「推進の方策」を

提示している。

また、この報告では、「山間部と沿岸部の交流活動」や「地域の特色を生かした活

動」「農林漁業体験活動」などの活動事例が挙げられており、体験活動における活動対

象や活動範囲が拡大してきている様子を示している。

エ 自然体験活動の課題

先に挙げたとおり、自然体験活動のプログラムには、多様な種類があり、従来から

数多くのプログラムが実施されてきた。しかし、自然体験活動が盛んになるにつれ、

さまざまな課題も浮かび上がっている。下のグラフは「少年自然の家」等における事

故発生比率であるが、こうした野外活動に伴って起こる事故は、指導者を含めたスタ

ッフや、活動場所、事前の計画・準備等、事業運営の在り方と密接に関連している。

引用：平成 15 年『「少年自然の家等における安全対策」に関する研究開発Ⅱ』

（全国少年自然の家連絡協議会）

より充実した自然体験活動の実現のためには、活動プログラム内容の検討に加え、

そのプログラム運営自体の在り方に改めて目を向けることが求められていると言える。

・岩手の恵まれた自然環境を活かすようにする。

・体験活動の意義を踏まえ、学校段階や学年に応じ、すべての子どもたちが豊かな

体験をできるようにする。

・保護者や地域の関係機関・施設・団体等に理解と協力を求め、学校外での活動の

場や指導者の確保を図る。

・体験活動の重要性や取組の進め方などについて共通理解が十分図られるようにす

る。

・子どもたちの多様な体験活動の場や機会の充実、指導者等の確保のため、首長部

局の関係部署と密接な連携を図る。

引用：平成 17 年『豊かな体験活動推進事業プログラム開発委員会最終報告書』

（岩手県教育委員会）

図 10 少年自然の家等における事故・危険を感じた場面の発生割合

37.86

66.02

62.14

33.98

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

危険を感じた場面等の事例

実際に起こった事故事例

事例あり

事例なし
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このことについて、文部科学省初等中等局が発行した『体験活動事例集－豊かな体

験活動の推進のために－』（平成 14 年度）では、「体験活動の充実と配慮事項」として、

体験活動における運営に視点を当て、事前準備から事業展開、事後指導まで、全般に

わたる運営の在り方を見直すことが指摘されている。

これらのことから、より効果的な自然体験活動を展開していくためには、単にプログ

ラム内容の充実を図ることだけにとどまらず、その活動を支える「運営の在り方」に焦

点をあて、検討を加えていくことが求められているものと考えられる。

そこで、本研究では、自然体験活動プログラム運営上の課題を明らかにするため、県

内外の市町村教育委員会や公民館等を対象として、次の実態調査を行った。

＜体験活動の充実と配慮事項＞

・体験活動のねらいの明確化

・全体の見通しをもった体験活動の計画

・児童生徒の成長の過程や実態を踏まえた運営

・受入団体・施設等との十分な連絡、準備

・健康管理や安全確保への配慮

引用：平成 14 年『体験活動事例集』（文部科学省初等中等教育局）
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４ 青少年の自然体験活動プログラムに関する調査

本調査は、平成 17 年度の自然体験活動プログラムの実施状況について、県内市町村教育

委員会及び公民館、さらに東北５県から抽出した市町村教育委員会を対象にアンケート調査

を行ったものである。

(1) 調査実施の概要

ア 調査対象

(ｱ) 県内各市町村教育委員会及び公民館

(ｲ) 東北５県から抽出した各市町村教育委員会

イ 調査期間

平成 17 年 11 月～12 月

ウ 回収率

(ｱ) 県内市町村教育委員会 95.7％（44／46）

(ｲ) 県内各公民館 60.9％（167／274）

(ｳ) 県外市町村教育委員会 92.0％（23／25）

(2) 調査結果の概要

ア 自然体験活動プログラムの実施について

「実施している」が 60.0％(140 件)、「実施していない」が 40.0％(94 件)であった。

また、「実施していない」理由は、「他の部署で実施しているから」が 32.1％(53 件)

と最も多く、続いて「人的な配置が難しいから」17.6％(29 件)となっている。

10.3

12.7

13.3

13.9

17.6

32.1

0 10 20 30 40

その他

予算確保が難しいから

参加者が減少したから

実施したことがないから

人的配置が難しいから

他部署で実施しているから

60%

40%

実施している

実施していない

その他

日程がとれないから。他団体と共催しているから。

自然があふれているから。

％

図 11 自然体験活動プログラムの実施割合

図 12 実施していない理由

Ｎ＝234

Ｎ＝94
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イ 自然体験活動の内容について

自然体験活動の内容は、全体としては「自然観察」37.1％(174 件)や、「野外炊事」22.3％

(93 件)、「キャンプファイアー」11.6％(53 件)といった従来からのいわゆるキャンプ的な

要素をもったものが多い。

一方で「創作活動」13.5％(60 件)や「農業・林業・漁業体験」12.5％(53 件)、「川・湖

水遊び」11.6％(51 件)なども全体の中では実施の割合が比較的高い。

また、他県と比較した場合、「テント生活」「キャンプファイアー」「野外炊事」の本県の

実施割合は低いが、「自然観察」や「水生生物調査」、「体験型ゲーム」の本県の実施割合は

高い傾向が見られた。

0 5 10 15 20 25

その他

サイクリング

ウォークラリー

農業・林業・漁業体験

創作活動

天体観察

体験型ゲーム

雪遊び

スキー

ボート・カヌー

川・湖水遊び

釣り

水生生物調査

海水浴

沢登り

ハイキング

登山

野外炊事

キャンプファイアー

テント生活

自然観察

県外

県内

％

図 13 自然体験活動の内容

Ｎ＝351
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参加対象者は、「小学生」という回答が最も多く（28.6％）、続いて「小学４～６年生」

（21.9％）、「小・中学生」（10.2％）、「小学５～６年生」（8.7％）となっている。

28.6%

10.2%

8.7%2.9%
21.9%

9.0%

18.7%

小学生

小・中学生

小５～６

小５

小４～６

小３～６

その他

また、回答の内容をもとに、参加対象者を学年別に区分すると、「小学５年生」（311 件）

「小学６年生」（304 件）「小学４年生」（271 件）が、集中して高い割合を占めている。

12

148 151

185

271

311 304

62 63 61

24 24 24 19

0

50

100

150

200

250

300

350
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図 14 自然体験活動の参加者対象者内訳

図 15 自然体験活動の参加対象者（学年別）
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ウ 自然体験活動プログラムの計画・準備段階について

計画段階で最も重視されている内容は「安全の確保」で 19.9％（86 件）、次いで「自然に

ふれる度合い」「参加者の関心・要望」となっている。

また、準備段階の課題は「運営スタッフの確保」28.2％（74 件）が最も多く、次いで「活

動場所の確保」「指導者の確保」と続いている。

2.7

6.1

10.3

26.0

26.7

28.2

0 5 10 15 20 25 30

その他

補助資料の充実

用具・装備等の確保

指導者の確保

活動場所の確保

運営スタッフ確保

0.9

1.6

1.8

13.2

14.3

14.8

16.6

16.9

19.9

0 5 10 15 20

その他

経費の抑制

やりやすさ・利便性

地元に根ざした活動

参加者相互の交流

より多くの体験場面

参加者の関心・要望

自然にふれる度合い

安全の確保

その他

地域の良さを発掘すること。活動団体の育成。

環境教育の観点。

その他

安全の確保。予算の確保。参加者の確保。

移動に際しての交通手段の確保。

％

％

図 16 計画段階で重視している内容

図 17 準備段階での課題
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エ 自然体験活動プログラムの運営スタッフ構成について

「主として担当部署職員が対応」が全体の半数以上 55.0％(77 件)を占め、次いで「担当部

署職員のみで対応」22.1％(31 件)となっている。

ここでは、本県と他県の回答の割合傾向を比較した場合、「担当部署職員のみで対応している」

という項目で大きな差が出た。

また、ボランティアを活用している場合の成果と課題としてあげられた回答は次の内容

である。

※ ( )内は回答数

ボランティア

活用の成果

・安全の確保がなされる。(10)

・活動内容が充実する。(8)

・運営がスムーズになる。(8)

・ボランティア自身の成長につながる。(7)

・地域の活性化につながる。(6)

・参加者との交流が図られる。(6)

・子どもにとって親近感が持てる。(5)

・専門的な指導が得られる。(4)

・活動の趣旨を理解して指導してもらえる。(4)

・細かな目配りができる。(4)

・客観的な視点が得られる。(1)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他

主としてボランティア

担当部署職員のみ

主として担当部署職員
県外

県内

10.0

12.9

22.1

55.0

0 10 20 30 40 50 60

その他

主としてボランティア

担当部署職員のみ

主として担当部署職員

その他

他部署・他団体

との共催。

％

％

図 18 運営スタッフの構成

図 19 運営スタッフの構成（県内・県外比較）

Ｎ＝140



- 19 -

ボランティア

活用の課題

・人員の確保が難しい。(16)

・ボランティアとの日程調整が難しい。(11)

・参加意識の高揚をはかること。(6)

・メンバーが固定化してしまう。（マンネリ化する。）(5)

・十分な打ち合わせの機会が確保できない。(4)

・有償の場合の予算確保が難しい。(3)

・事故の際の保障問題が複雑になる。(1)

オ 活動の評価について

「参加者の感想集約をしている」37.1％（92 件）、「スタッフ間の反省会を実施している」

34.7％(86 件)がともに高い割合を示している。「保護者からの感想・アンケート集約をし

ている」「外部からの評価を受けている」の割合は、ともに低い。

また、他県と比較した場合、「スタッフ間の反省会」の実施割合は、本県の方が高いが、

「参加者からのアンケート集約」と「保護者からのアンケート集約」については、やや低

い傾向が見られた。

0 5 10 15 20 25 30 35 40

保護者からのアンケート集約

その他

外部からの評価

保護者の感想集約

参加者からのアンケート集約

スタッフ間の反省会

参加者の感想集約

県外

県内

2.4

2.4

2.8

8.1

12.5

34.7

37.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

保護者からのアンケート集約

その他

外部からの評価

保護者の感想集約

参加者からのアンケート集約

スタッフ間の反省会

参加者の感想集約

その他

学校からの評価。参加率。評価はしていない。

％

図 20 活動の評価

図 21 活動の評価（県内・県外比較）
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カ プログラム実施上の配慮事項について

「下見や事前調査を行っている」は、実施の度合いが高いが、反面「安全確保の準備」「現

場へのスタッフ配置」については、実施の度合いが若干低くなっている。また、「活動中の健

康チェックを行っている」「活動中に相談の機会を設けている」「ふりかえりの場面を設定し

ている」については、いずれも実施の度合いが低い。

他県との比較で見た場合でも、本県の実施の度合いが低いのは「活動中の健康チェックを

行っている」「活動中に相談の機会を設けている」「ふりかえりの場面を設定している」であ

った。
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査

安全
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備

現場
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事業の実施実態
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ある程度実施

十分実施

その他

参加者数に応じたスタッフ数の確保。事前打ち合わせの実施。季節に応じたプログ

ラムの開発。低学年対応の内容を工夫。保護者への気配り。他と重複しない内容設

定。偏りのない班編成。直接体験の機会確保。地元素材の活用。子どもへの接し方。

環境への配慮。リーダーの配置。

図 22 プログラム実施上の配慮事項

図 23 健康チェック 図 24 相談機会の設置 図 25 ふりかえり場面の設定
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キ 今後の自然体験活動プログラムの在り方について

今年度自然体験活動プログラムを実施している対象からは「今年度並みに実施する予定」

54.6％（124 件）という回答が多く、今年度実施していない対象からは「実施する予定はな

い」27.8％（63 件）という回答が多かった。

今後、自然体験活動プログラムを実施していく際の推進の在り方としては、「それぞれが

連携して進めていくべきである」が圧倒的に多く、全体の 75.2％（209 件）を占めている。
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9.7

10.8
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学校が中心
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7.5

27.8
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0 10 20 30 40 50 60

事業減少

さらに新規事業

その他

実施予定なし

今年度並み

その他

未定である。他機関の支援にあたる。隔年で実施している。

その他

社会教育担当者と青少年育成団体の連携。

％

％

図 26 今後の自然体験活動プログラムの実施予定

図 27 今後の自然体験活動プログラム推進の在り方
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今後、自然体験活動プログラムを進めていくうえで重要だと思われることとしては、「指

導者・スタッフの育成」35.0％（189 件）「関係機関との連携による学習機会の拡充」34.4％

（186 件）が多くを占めている。

2.4

11.5

16.7
34.4

35.0

0 5 10 15 20 25 30 35

その他

施設・設備の充実

学習成果の広報

関係機関との連携による学習機会の拡充

指導者・スタッフの育成

その他

学校の授業との連携。保護者との協力体制の構築。社会教育担当者の研

修機会の拡充。学習成果の発展的な活用。情報の共有化。住民や関係者

の意識高揚。

％

図 28 今後、自然体験活動プログラムを進めるうえで重要だと思われること
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また、今後解決すべき課題として、次の各点が挙げられた。

※ ( )内は回答数

人材に関する事柄 ・スタッフの確保・育成。(32)

・指導者の確保・養成。(15)

・ジュニアリーダーの育成。(2)

・地域人材の活用。(2)

・参加者からスタッフへの移行。(1)

内容に関する事柄 ・活動プログラムの充実。(22)

・効果的な広報の実施。(11)

・事業日程の調整。(9)

・自主的活動を含めた内容作り。(4)

・参加者の関心把握。(3)

・目的の明確化。(3)

・地域素材の活用。(3)

・ゆとりのある内容・計画の作成。(2)

・フィールドの充実。(2)

・安全への配慮。(1)

・助言機会の設定。(1)

・準備段階の充実。(1)

・荒天時プログラムの充実。(1)

・継続型事業の実施。(1)

・活動エリアの拡大。(1)

・学習成果の検証。(1)

連携に関する事柄 ・保護者の理解・協力。(24)

・学校との連携。(12)

・地域・ＰＴＡ・子ども会との連携。(11)

・他部署との連携。(6)

その他 ・予算の確保。(13)

・子どもの多忙化への対応。(11)

・参加者の確保。(10)

・体験活動の啓発。(3)

・参加意識の高揚。(2)

・民間・ＮＰＯへの支援。(2)

・参加経費の削減。(1)

・リーダー研修会の充実。(1)

・学習機会の拡充。(1)
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(3) 調査結果のまとめ

自然体験活動プログラムの実施実態は、「実施している」と回答しているのが全体の約

６割であったが、「実施していない」という回答のうち３割以上が「他の部署で実施して

いる」という理由であり、各市町村として見た場合には、ほぼ全域的に何らかの形で自

然体験活動に取り組んでいる様子がうかがえる。

また、実施の阻害要因としては、「人的な配置の難しさ」を挙げる回答が多く、事業実

施のために、ボランティアを含めた運営スタッフや指導者等の人材をいかに確保するか

がポイントとなる。

現在行われている自然体験活動の内容は、県内・県外とも全般的にはほぼ同じような

傾向であるが、従来からのキャンプ事業的な内容に加えて、「農業・林業・漁業体験」や

「川・湖水遊び」などが活動内容として多く取り上げられてきている様子がうかがえる。

これらの内容は、各市町村における他の部局や、県・国の機関との連携を図りやすいと

いう特徴がある。また、円滑な連携を継続することにより、指導者等の人的な配置や予

算の確保、事業広報の効率化などが図られると考えられる。

また、参加対象者の割合では、「小学校４～６年生」を対象とした事業が全体の 34％

にのぼっている。これは、それぞれの地区の少年リーダー育成の観点から、「リーダー研

修会」の一環として実施されている傾向があるものと考えられる。さらに対象が「小学

生」「小・中学生」と、幅の広いものが全体の 38％を占めている。

自然体験活動の計画段階で最も重視されているのが「安全の確保」であることから、

リスクについての重要性が深く認識されている様子がうかがえる。自然体験活動を行う

場合には、リスクは避けて通れないものであり、むしろ、それらを通して体得していく

内容も多い。その場合は、自己責任の考え方を含めて参加者や保護者に事前に了解を取

っておくことなど、細やかな配慮をすることが大切になると考えられる。

また、「自然にふれる度合い」や「参加者の関心・要望の反映」「より多くの体験場面

の設定」を計画段階で重視している傾向も見受けられ、ねらいを吟味しながら活動につ

なげている様子がうかがえる。

準備段階で課題となっている事柄は「運営スタッフの確保」や「指導者の確保」とい

う人材に関わる部分が多いことが注目される。今後、人材育成の工夫や他機関との連携

の視点がますます必要になってくると考えられる。

自然体験活動実施の阻害要因は「人的な配置の難しさ」

「農業体験」「林業体験」など多様な体験内容の組み込みと参加対象の偏り

準備段階の課題は「スタッフ」や「指導者」の確保

ア

イ

ウ
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運営スタッフの構成は、半数以上が「主として担当部署職員が対応し、ボランティア

の協力を得ている」という回答であった。一方、「担当部署職員のみで対応している」と

いう回答も２割ほどにのぼり、事業運営における担当部署職員の負担が大きいことを示

している。

ボランティア活用に際しての成果は、「安全確保の実現」や「運営がスムーズになる」

「活動内容が充実する」などを挙げる回答が多く、活動展開の中での担当職員の負担軽

減の観点も含め、今後もボランティアの一層の活用が求められる。

評価の方法は「参加者の感想を集約している」「スタッフ間の反省会を実施している」

がともに多く、事業に直接関わった参加者やスタッフからの声の吸い上げを主に実施し

ている様子がうかがえる。その一方、「参加者からのアンケート集約」は、全体の１割程

度であり、保護者からの意見の吸い上げもそれほど高い数値にはなっていない。

自然体験活動の場合は、活動場所の状態や、活動内容の展開状況、参加者数等によっ

て、評価場面を設けにくい状態になることがままあるが、数値を用いたアンケート調査

結果や、保護者等の感想・意見を可能な範囲で組み入れることにより、次回実施に向け

て、内容検討の基礎情報の蓄積や、周知・広報活動への説得力の増加にもつながってい

くことが考えられる。

各項目について、「十分実施している」あるいは「ある程度実施している」という回答

は、半数以上を占めている。このことから、自然体験活動全般としては、さまざまな観

点からの配慮がなされている様子が見られるが、項目によっては達成の度合いに違いが

ある。

例えば、「下見や事前調査」は十分になされているが、その反面、活動場面における「安

全確保の準備」や「現場へのスタッフ確保」については、その度合いが低下している。

これは、下見・事前調査に当たっての観点の整理と、その後の打ち合わせの充実、さら

には機材・装備や人材の確保について一層の工夫が求められることを示している。

また、活動の展開場面については、「参加者の健康チェック」「参加者からの相談を受

ける機会の確保」「参加者の体験をふりかえる場面の設定」についての達成度が低くなっ

ている。これらは、自然体験活動そのものの展開からすれば付随的な要素となるもので

はあるが、身体的・心理的なリスクの回避という観点のみにとどまらず、事業実施にあ

たっての参加者・保護者からの安心感を得るためにも役立つとともに、体験内容を日常

化につなげる意味でも大変重要になってくる。

ボランティア活用の成果は「安全確保」「スムーズな運営」「内容の充実」

「参加者の感想」と「反省会」による評価が現行の主流

「健康チェック」「参加者からの相談機会」「ふりかえり」が課題

エ

オ

カ



- 26 -

今後の自然体験プログラムの実施については、全般として「実施する予定はない」も

含め、概ね「今年度並み」という傾向であった。また、「その他」の回答の中で多かった

のは、「未定」であり、市町村合併に伴う影響がうかがわれる。このことは、言葉を換え

れば、今後の自然体験活動の在り方について検討する機会ともとらえることができる。

また、今後の自然体験活動プログラム推進の在り方としては「それぞれが連携して進

めていくべきである」という回答が大多数を占め、プログラム運営にあたっての連携の

大切さを示す内容となっている。活動のねらいや内容に基づいて連携先を吟味していく

ことは、限られた人材・予算の中で、より効果的な活動展開の実現に直結していくもの

であり、さらに連携先とのメリットの共有化・双方向化が図られれば、さらに継続した

事業展開の実現にもつながっていく。

さらに、今後のプログラム推進上、重要だと考えられる点としては「指導者・スタッ

フの育成」が、連携の観点とともに多く回答されている。地域ボランティアの人材確保

ができる範囲を広げるとともに、参加者からボランティアスタッフへの育成という観点

など、地域全体としての「人づくり」を意識した取り組みが大きく求められてくる。

以上の調査結果から、効果的に自然体験活動プログラムを進めていくためには、魅力的な

プログラム開発と同時に「人材の確保・育成」や「他機関との連携」「事業の評価」といっ

た、運営に関わる観点が、今後、求められるものとして浮かび上がってきた。

特にも、少子化や子どもの多忙化が進む現在の状況の中では、企画・立案段階から、体験

活動を「どのように提供していくか」を見通し、吟味していくことが、体験活動の実効性を

高めることにつながると考えられる。

「連携」「指導者・スタッフの育成」が今後のキーワードキ
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５ 青少年の自然体験活動運営に関する実践事例

本項では次に示す観点に基づき、県内外の活動プログラム事例を検証することによって、

より具体的な方向性について考察していきたい。

事例の観点 市町村等・事業名

一戸町教育委員会「森でたっぷりあそぼう！」参加対象の特性に応じ

たプログラム運営の事

例

宮城県・美里町公民館「親子森林探検隊」

一関市立一関公民館「滝沢探検隊」形成的評価を活用した

プログラム運営の事例 岩手県立県南青少年の家「自然ワンダークラブ」

花巻市石鳥谷中央公民館「子ども会リーダー研修会」地域人材を活用したプ

ログラム運営の事例 山形県・西川町教育委員会「西川少年少女自然塾」

特定非営利活動法人岩泉地区地域活動推進センター

「岩泉ふるさと少年隊」

他団体との連携を生か

したプログラム運営の

事例 広島県・東広島市志和堀公民館「なんでも体験学習講座」

なお、ここに提示する事例については、前掲の「青少年の自然体験活動プログラムに関

する調査」を実施した際に事業例として報告されたもの等の中から、再度「青少年の自然

体験活動プログラム事例に関する調査」として、次の項目により、事業内容の紹介を得た

ものである。

「青少年の自然体験活動プログラム事例に関する調査」

【事業概要】 【運営上の工夫】

１ 事業名 １ スタッフ・指導者の確保・育成

２ ねらい ２ 参加者の安全確保

３ 参加対象 ３ ふりかえり場面の設定

４ 参加費 【事業の成果】

５ 運営スタッフ 【課題と今後の方向性】

６ 活動プログラム展開

７ 評価

【実施に至る経緯】

１ 事業の位置づけ

２ 事前打合せ内容

３ 下見及び実地踏査

【他団体との連携】

１ 連携団体名

２ 連携の経緯
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参加対象の特性に応じたプログラム運営の事例１

１ 事業名

「森でたっぷりあそぼう」（一戸町教育委員会）

２ ねらい

子ども（特に幼児期から小学校低学年期）にとって、「自然体験」や「生活体験」、友達

や異年齢の世代と関わる「あそび」が、その後の子どもの健全な成長にとって大切なこと

から、そのような活動の場を積極的に提供するとともに、体験活動の意義の認識を親や地

域の大人に広め、（指導するのではなく）支援し、促進するという姿勢で関わる親や大人を

地域に増やしていくことを目的とする。

３ 参加対象

・ 幼児、小学生（子ども教室のイベントとして募集）

・ 中学生、高校生（ジュニアリーダーとして参加）

・ 大人（親、地域の方）

※ 各回 20～30 人

※ プログラムごとに幼稚園、保育園及び小学校を通じてチラシを配布し、参加者を募

集する。活動内容は主に小学校低学年を想定したものであることから、比較的低年齢の

子どもが多い。

４ 参加費

各回 300～500 円

※ 参加費の使途：食材費、創作活動材料費、保険料

５ 運営スタッフ

各回 11 名程度

※ 内訳：担当職員１名、御所野縄文博物館職員２名、ボランティア６名（中高校生

２名、一般４名）、町内講師・外部講師２名

６ 活動プログラム展開

平成 18 年度

回 内容 日程

１

「森でたっぷり水遊び」

竹を使った水鉄砲作り、ペットボトルロケット、ジャン

ボシャボン玉といった、水をテーマにした遊びを行った。

昼には竹で台を作り、果物やゼリー入りの流しそうめんを

行った。

10:00 受付、開会

10:05 水遊び

12:00 昼食

13:30 解散

２

「森あそびとキノコ狩り」

ネイチャーゲームを楽しんだあと、ナメコとシイタケの

原木からの収穫を行う。昼食にはナメコ汁やシイタケバタ

ー焼き、おにぎり、ジャガバター等を全員で作って食べた。

19:30 受付、開会

19:35 ネイチャーゲーム

11:00 キノコ狩り

11:30 昼食作り

14:00 解散
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３

「ハイキングとクラフト工房」

昔は農道として使われていた道が、地元ボランティアの

方々によりハイキングコースとして整備され、そこへ標識

をつけながらのハイキングを行った。また、ボランティア

の方々から昼食で豚汁を用意していただき、一緒に食べた。

その後、ハイキング途中で拾った木の実などを使って、昆

虫やあやつり人形、けん玉などを作って遊んだ。

18:50 受付、開会

19:00 ハイキング

11:00 昼食

12:00 クラフト作り

14:00 解散

４

「森のミラクルクリスマス」

杉の葉リースと松ぼっくりツリーを作り、竹で組んだジ

ャンボツリーに飾り付けを行う。その後、パスタバイキン

グと野菜スープで昼食。おみやげ用ケーキ作りを行った。

10:00 受付、開会

10:05 リース、ツリー作り

12:00 ランチタイム

13:00 ケーキ作り等

13:30 解散

７ 事業の位置づけ

地域教育力再生事業（地域子ども教室推進事業、地域ボランティア活動推進事業）とし

て実施している。

８ 他の部局、機関、団体等との連携

○ 連携している団体等

・ 御所野縄文博物館（会場）

・ 学童クラブ

・ 一戸町子ども会育成連絡協議会

○ 連携の経緯・形態

・ 御所野縄文博物館からは、活動場所、道具、活動材料等の提供を受けている。また、

施設ボランティアの方々を講師にお願いしたり、参加者として一緒に活動したりしてい

る。

・ 以前から学童クラブと地域子ども教室は参加集約や企画の際、活動プログラムの提供

などで連携して事業を開催してきている。

・ 一戸町子ども会育成連絡協議会を通じて、育成会への参加の呼びかけを行っており、

数名がボランティアとして活動に加わっている。

９ 特徴的な取り組み

＜事業運営上の工夫＞

○ 運営スタッフ及び指導者の確保・育成

・ 子ども会育成会の会議や研修会で、大人の参加を呼びかけている。

・ 参加した大人にも楽しんでもらい、スタッフとしての参加につながるよう努めている。

○ 参加者の身体的・精神的安全の確保

・ 受付の際、参加者の健康状態を確認している。

・ 事前準備の際、活動場所の安全や道具等の動作の確認を行い、安全に活動できるよう

留意している。

・ 各回ごとに、概ね２週間前をめどとして運営スタッフ内で詳細を打合せ、１週間前に

は現地踏査を行っている。
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・ 学童クラブの指導者や女性スタッフに、参加者全員の健康状態や精神状態の変化につ

いて常に気を配るようお願いしている。

10 事業の成果と課題及び今後の方向性

○ 成果

・ 活動内容を身近な自然体験や生活体験を題材としているため、子どもたちは抵抗なく

活動に参加しながら自然や他の人とのふれあいを深め、楽しんでいる。

・ 家庭や地域でも追体験可能な活動内容をできるだけたくさん提供するように心がけて

おり、家庭や子ども会などで「また楽しんだ」という声も聞かれる。また、子ども会行

事に取り入れたところもあった。

・ 毎回のプログラムに、ランチ等「食べる」活動を意識して取り入れている。食に関わ

る活動をとおして、食材との関わりの体験、料理を作る体験、配膳等の準備や後始末の

作業、一緒に食べることの楽しさの共有などをとおして、幼児にも食への関心が高まる

ことを期待している。

・ 親や大人にとっても指導者養成講習会のような形態ではないため、気軽に参加するこ

とができ、毎回さまざまな参加者が集まっている。

・ 現在３つのボランティア団体、サークルが当事業に関わっており、参加者として一緒

に体験を楽しんだり、事業プログラムを一緒に企画したり、講師として子どもの活動を

指導助言したりするなど、子どもを体験活動に積極的に導こうとする気運が高まり、そ

れぞれの団体の活動でも自然体験活動等を多く取り入れるようになっている。

・ ジュニアリーダーの中高校生の研修と実践の場にもなっており、活動の幅を広げると

ともに、地域にジュニアリーダーの存在や活動をアピールすることができた。

○ 課題

・ 参加募集の際、事業の趣旨がなかなか理解されないことがある。募集と周知の工夫が

必要である。

○ 今後の方向性

・ これまでの実践から、幼児期の体験活動の重要性をこれまで以上に認識した。幼児期

の子を持つ親への啓蒙を一層図るとともに、実際に活動に参加して、そのことを実感し

てもらえるよう、魅力的なプログラムの提供や周知活動を行っていきたい。

・ 四季それぞれの特徴ある自然体験活動を気軽に楽しめるよう、さらに多彩な活動を紹

介し、体験できるようにしたい。また、同一のフィールドで、継続的に自然と関わりを

持つような連続的なプログラムを作っていきたい。

・ この事業の大人の参加者やジュニアリーダーにより、各地域での子ども会活動支援な

どが促進されるよう、ネットワーク化を図っていきたい。

・ 幼稚園や保育所、学校の先生にもさらに参加を呼びかけ、それぞれの現場で役立てて

いただくとともに、仕事を離れ、地元に帰った際には、地域の大人として活動していた

だけるよう、働きかけていきたい。
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参加対象の特性に応じたプログラム運営の事例２

１ 事業名

「親子森林探検隊」（宮城県・美里町公民館）

２ ねらい

里山での自然体験を通して、親子のふれあい、自然

の恵みを感じることで、四季の移り変わりや野外遊び

の楽しさを知る。また、環境について考えを深める。

３ 参加対象

幼児～中学生と親 10 組程度

※ 毎回募集する。（しいたけ狩り、たけのこ掘り、竹で遊ぶ、栗拾いの４回）

４ 参加費

各回大人 200 円、子ども 100 円程度

※ 使途→保険代と食材料費

※ しいたけ、たけのこ、栗

は採取した分買い取り（実費）

５ 運営スタッフ

各回 10 名程度

※ 内訳：担当職員１名、

高校教員３～４名（講師）、

高校生５～７名（講師助手）

６ 活動プログラム展開

回 内容・日程 活動場所

１ 「体験！しいたけ狩り」

19:30 美里町公民館集合・出発

しいたけ狩り、自然散策

14:00 美里町公民館到着・解散

※ 持ち物：おにぎり、飲料水、シート、おやつ、軍手、雨具

２ 「体験！たけのこ掘り」

19:30 美里町公民館集合・出発

たけのこ掘り、自然散策

14:00 美里町公民館到着・解散

※ 持ち物：おにぎり、飲料水、シート、おやつ、軍手、雨具、

タオル等

涌谷町

小牛田農林高校

学校林
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３ 「体験！竹で遊ぶ」

19:00 美里町公民館集合・出発

19:30 学校林到着、山学校開校式

10:00 竹遊び「ミニ七夕、器、はしの創作」

11:30 昼食「流しソーメン」

13:00 自然散策

14:15 閉校式、学校林出発

15:00 美里町公民館到着・解散

※ 持ち物：おにぎり、飲料水、おやつ、雨具、はさみ、筆記

用具等

４ 「体験！栗拾い」

9:00 美里町公民館集合・出発

栗拾い、自然散策

14:00 美里町公民館到着・解散

※ 持ち物：おにぎり、飲料水、シート、おやつ、軍手、雨具、

タオル等

涌谷町

小牛田農林高校

学校林

７ 事業の位置づけ

青少年教育事業の「小牛田農林高校学校林

開放講座」の親子版として実施している。

「小牛田農林高校学校林開放講座」では、

一般を対象として「しいたけ狩り」「自然散

策」「里山を守ろう」「炭焼き教室」、青少年

を対象として「炭焼き教室」（１泊２日）等

の講座を実施している。

８ 事業評価

評価の方法としては、参加者に対するアンケート調査と集計を行い、寄せられた感想と

ともに所属ごとに事業反省資料として活用し、内容の吟味・検討に役立てている。

また、担当者以外の評価の観点としては、小牛田農林高等学校教員の助言や、同校生徒

からの意見集約も行っている。

９ 特徴的な取り組み

＜活動フィールド及び指導者の安定的な確保＞

宮城県小牛田農林高等学校が学科再編に伴い、「林業科」を「総合学科」に変更したこと

により、林業科の演習林だった学校林を地域に広く開放するため「学校林開放講座」とし

て、公民館と連携し、事業の実施を行っている。

高校で学校林を管理している先生が中心となり、指導に当たるほか、農業クラブ担当の

教員、農業クラブに所属している生徒も参加している。

本事業は親子対象のため、基本的には親が自分の子どもの安全を確保するが、子どもの

数が多い場合等については、農業クラブの生徒や、担当者で対応している。

各回の参加者の感想からも、日常生活ではなかなか体験できない「自然体験」を、身近
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な場所でも味わうことができ、大変好評である。また、沢がにや小鳥、とかげといった小

動物や山野草の観察についても適宜適切な指導が得られることもあり、活動内容に深まり

を持たせることができる。

事業実施にあたっては、実施の前月に現地での打合せ会を持っており、参加者が決定し

た時点で、再度、現地での打合せを行っている。

一方、小牛田農林高等学校としても、学校林の管理面から人手を入れる必要があり、公

民館と共催しながら季節によって一般の手が入り、下草刈りや枝払いなどを行うことがで

き、大きなメリットとなっている。また、農業クラブの活動成果としても発表材料となり、

地域の人たちとの交流の場や生徒の人間的な成長の機会としても活用される事業となって

いる。

10 事業の成果と課題及び今後の方向性

○ 成果

・ 里山の良さを子どものうちから感じ

てもらい、環境保全の考え方の育成に

役立っている。また、自然の中で親子

の絆が一段と深まっている様子が見ら

れる。

・ 幼児、小学生と親、高校生、教員、

担当者と幅広い年代が一つのことを一

緒に体験する場というのは、大変貴重

なものだと思う。

○ 課題

・ 参加者の固定化が課題である。

○ 今後の方向性

・ 小牛田町は今年１月に南郷町と合併し、「美里町」になったが、今年度の参加者は全

て旧小牛田町の人たちであった。今後は一層のＰＲ活動に努め、より広く、多くの参

加者を募っていきたい。

・ プログラム内容についても、新規に取り組めるメニューを開拓していきたいと思う。
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形成的評価を活用したプログラム運営の事例１

１ 事業名

「滝沢探検隊」（一関市立一関公民館）

２ ねらい

身近な地域において、子ども同士継続した自然体験を通じ、自然の仕組みや自然との関

わり方を学ぶとともに、人への思いやりやいたわりの心を育む。

３ 参加対象

小学１年～６年、20 名

※ 登録隊員約 40 名

４ 参加費

(1) 年会費 500 円（年間の保険代金 ※バス研修は国内旅行保険を別途徴収）

(2) 工作材料費（その都度、開催時徴収）

(3) 記念写真代（主にバス研修年２回徴収）

※ 基本的に受益者負担

５ 運営スタッフ

(1) 担当者１名（企画・運営・記録・進行・ふりかえり）

(2) ボランティア２～３名（一般、統導・救急対応・安全確認と指導）

６ 活動プログラム展開

回・時間・場所 内容

第１回

9:00～12:00

滝沢地区水田

「どんなカエルがいるのかな？」

身近な水田に棲む「カエル」の種類・棲息場所・カエルを中心とし

た食物連鎖・カエルの不思議な生態について触れ親しむ観察会。

第２回

9:00～14:00

滝沢地区水田

「カイエビ救助し隊！」

2005 年滝沢地区で発見した生きた化石「カイエビ」の棲息場所を、

バイパス工事・工業団地建設に伴って、お借りした休耕田に移転（保

護）した。

第３回

9:00～16:00

宮城県・八木山

動物園

「動物園に行こう！」

年に２回、夏と冬に移動研修を実施している。内容は、身近な地域

では体験できない自然体験学習をすることを「ねらい」としている。

世界の生きものを観察することによって、「驚きや発見」を体験する。

第４回

9:00～12:00

滝神社周辺

「ため池の生きものたち！」

2007 年より、工業団地建設に伴い埋め立てられる工場予定地内の

「ため池」４か所の水生生物調査記録。記録をまとめ、放課後を利用

して「滝神社周辺の生きものマップ」の作成も行った。（週１回×４回）

第５回

9:00～12:00

滝神社周辺

「秋を探しに行こう！」

前月は水生生物の調査であったが、今回は失われる森林内の植物を

主に調査記録した。記録したものは「マップ」に記入した。

第６回

9:00～12:00

「落ち葉絵を作ろう！」

自然の創り出す色彩の素晴らしさを知るため、さまざまな形をした
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一関公民館滝沢

分館

落ち葉を１時間ほどお寺周辺の観察をしながら拾い集め、動物や人物

を事前に描いてもらった絵に切り貼りする活動。

第７回

9:00～12:00

一関公民館滝沢

分館

「クリスマスリースを作ろう！」

クリスマスリースの形や、飾るもの一つ一つに意味があることを知

り、来年もみんなが幸せに暮らせるよう願いを込め、毎年作っている。

材料は、山から藤つるや杉葉、もみの木など、自然木を採ってきたも

のを使用し、飾りも事前に家で手作りしたものを持ってくるようにし

ている。

７ 事業の位置づけ

青少年事業（通年）「自然体験教室」として次の２つの事業を実施している。

・ 「滝沢探険隊」（一関市立滝沢小学校１～６年生対象、年 10 回）

・ 「不思議探険隊」（一関市内の小学４～中学生、年 10 回）

８ 事業実施までの過程

事業開催前、１週間以内に生きものの棲息状況及び危険箇所等の安全確認を実施してい

る。また、事業開催に先立ち、開催趣旨の理解をいただくため、支援者説明会を実施して

いる。

９ 特徴的な取り組み

＜事業評価及びふりかえり場面の設定について＞

参加者の大半を低学年が占めているので、毎月の事業終了時には、文書によるアンケー

トでの「ふりかえり」は行っていないが、数名を代表として、活動の中で感じたことを自

分の言葉で“具体的に”みんなの前で話す機会を設けている。

また、３月の活動における「ふりかえり」では１年間の活動をスライドで観たあと、一

人一人が「学んだこと・知ったこと・感動したこと」を発表し、その後、生きもののドキ

ュメンタリー映画の鑑賞、皆勤賞の表彰などで１年間の活動をふりかえっている。その際

には、次年度の活動に対する具体的な“希望”を聞き取り、検討材料としている。併せて、

支援者との反省会も行い、次年度につなげるように配慮している。

さらに、毎月「滝沢探険隊通信」を発行し、前月に活動した写真やお知らせなどを掲載

している。
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10 事業の成果と課題及び今後の方向性

○ 成果

・ ５年間、活動を継続することによって、当初のねらいである「自然への気づき」のた

めの体験活動から、「自然を知る」段階へのステップアップが見られるようになった。あ

わせて、子どもたち自らが自然に対する興味を持ち、「もっと知りたい・学びたい」とい

う意識の向上も見られる。

・ 通常小学１～３年生までの自然体験活動は、安全管理のために親同伴の「親子体験」

が多いが、本事業の場合は、家庭・学校など、子どもたちを取り巻く管理社会構造から

解き放つことを意図し、度が過ぎない程度に自由にさせている。また同時に、自由に伴

う自己管理の必要性について、活動を通じて知る機会となるよう努めている。その結果

として、異学年との協働性や、活動への積極性、子ども同士の思いやりなどにおいて成

長が見られる。

○ 課題

・ 地域に根ざした「地域の活動」になるための、公的事業から民間活動への移行も意図

して事業推進をしてきたが、「企画・運営・指導・報告・記録」等の運営全般に関わる部

分については、容易に移行することは難しい。

○ 今後の方向性

・ 自然保護・環境保全の観点からも必要不可欠な「少年期における原体験としての自然

体験の記憶」をより多くの子どもたちに提供していくためには、短期的評価のみにとら

われず、より大きな枠組みの中で、直接体験を通じながら食物連鎖や自然界の法則につ

いて楽しく継続的に学ぶことができる仕組みを構築していく必要がある。
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形成的評価を活用したプログラム運営の事例２

１ 事業名

「自然ワンダークラブ」（県南青少年の家）

２ ねらい

四季を通してさまざまな活動を体験することにより、

環境についての考えを深め、郷土の自然を大切にしようとする心を育てる。

３ 参加対象

小学４～６年、２５名

※ 初回での年間登録制とし、同一メンバーで全４回を実施している。

４ 参加費

各回 2,000 円程度

※ 使途→食事・食材代、創作材料費、薪炭代、野外炊事消耗品代、シーツクリーニ

ング代、保険料等

５ 運営スタッフ

研修班職員５名、施設ボランティア各回 10 名程度（高校生、大学生等）

※ 内容により外部講師依頼

６ 活動プログラム展開

回 １ 日 目 ２ 日 目

１ 開講式、仲間作りゲーム、オリジナルネ

ーム作り、グループ活動

グリーンアドベンチャー、野外炊事（ジャ

ンバラヤ）、ふりかえり

２ テント設営、野外炊事（エビピラフ、じ

ゃがベーコン、豚肉のトマト煮）、花火

テント撤収、川遊び、野外炊事（はんごう

ラーメン）、ふりかえり

３ オリエンテーリング、野外炊事（カレー

ライス）、ニュースポーツ体験

きのこ狩り、きのこ鍋作り、ふりかえり

４ キャンドル作り、歩くスキー＆そり、グ

ループ活動、ディナーパーティー

ネイチャーゲーム、もちつき、ふりかえり

※ 実施期日→①6/4②8/27～28③10/8～9④2/4～5（各土・日曜日開催）

７ 事業の位置づけ

分類 事業名 対象・特徴

かるがも親子体験教室 幼児から小学生までの親子

自然ワンダークラブ 小学 4～中学、年間継続登録

水と緑のフレンドシップ 小学 5～中学、長期キャンプ

冬のおもしろ体験ランド 小学 4～中学、冬の自然体験

みんなｄｅスクラム 特別支援を要する児童・生徒

自然体験

県南は～とふるＤａｙ 学校不適応児童・生徒

アドバイザースタッフ養成講座 高校・大学生ボランティア

集団宿泊指導研修会 利用団体関係者（教職員）指導者養成

青少年活動指導者研修会 青少年教育関係者
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読書ボランティア研修会 中学・高校生

緑のキャンバス・ふれあいフェスティバル 一般、施設開放

ホットタイムｉｎ県南 一般、自然体験・創作一般対象

いわてシルバーカレッジ県南キャンパス 高齢者

８ 事業運営上の工夫

○ 運営スタッフの確保について

高校・大学生ボランティア確保のため、「アドバイザースタッフ養成講座」を開催してい

る。従来から登録しているボランティアの人脈を活用するとともに、近隣の高校等に募集

の呼びかけを継続して行っている。なお、登録してもらったボランティアについては、可

能な限り事業参加の機会を設け、体験をとおして子どもたちとふれあう楽しさややりがい

を実感してもらえるよう配慮している。

○ 参加者の身体的・精神的安全の確保について

グループ活動の際は、女性ボランティアを可能な限りグループごとに配置し、特に女子

の健康等に気を配っている。また、活動日程の中にボランティアミーティングの機会を設

け、参加者の行動や変化、健康状態等について、スタッフ、ボランティア間における情報

の共有化を図っている。

９ 特徴的な取り組み

＜事業評価の蓄積と活用＞

○ 活動内容の評価

活動として取り組んだ内容がどのようなものであったか、感想を寄せてもらうととも

に、参加者自身による数値的な回答を記入してもらい、集計・グラフ化のうえ、事業反

省や次年度の事業企画の際の資料としている。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ジャンバラヤ

グリーンアドベンチャー

オリジナルネーム作り

仲間作りゲーム

１７ワンダー①活動内容（Ｈ17.6.4～5）

よい

概ねよい

あまりよくない

よくない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

きのこ鍋作り

きのこ狩り

ニュースポーツ

カレーライス

オリエンテーリング

１７ワンダー③活動内容（H17.10.8～9）

よい

概ねよい

あまりよくない

よくない
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○ 自己の行動・取り組み、ねらいについての評価

参加者自身がそれぞれの活動日程の中でどのように取り組んだか、また、ねらいに対

してどの程度迫ることができたかを意識づける意味からも数値による集計を行っている。

○ 評価の活用

集約した感想や活動風景の写真等を積極的に施設・事業のＰＲに活用している。また、

蓄積されたデータに基づいて、フィールド・装備・実施期日の選定や活動展開の留意点

等を吟味する際の資料としている。

10 事業の成果と課題及び今後の方向性

○ 成果

・ 諸行事との関係から、各回若干の欠席者が見られたが、概ねねらいを意識した活動の

展開を図ることができた。

・ 前年度反省をもとに、時間に余裕をもった日程を組んだため、参加者相互の交流も深

めることができた。

○ 課題

・ リピーターへの対応も含めて、魅力的な活動内容の工夫・開発や、活動へのアプロー

チの仕方の工夫を吟味していく必要がある。

・ 新規ボランティアの質的向上のためにも、スタッフとのミーティングの機会の確保・

充実を図っていく必要がある。

○ 今後の方向性

・ 環境教育を念頭に置いた活動の展開や、体験したこと・学んだことの深まりを意識で

きるような内容の工夫を図りたい。

・ 現状としてリピーターが多い事業になっているので、さらに広く周知し、参加の機会

拡充も図っていきたい。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自然・環境について

協力姿勢について

お互いの交流について

１７ワンダー②自己評価（H17.8.27～28）

十分

概ね十分

概ね不十分

不十分

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はんごうラーメン

川遊び

花火＆すいかわり

ダッチオーブン

テント設営

１７ワンダー②活動内容（H17.8.27～28）

よい 概ねよい あまりよくない よくない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

駒ヶ岳登山

焼き肉・花火

焼き板

講義・登山の基本

１６ワンダー②活動内容（H16.8.28～29）

よい ふつう よくない
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地域人材を活用したプログラム運営の事例１

１ 事業名

「子ども会リーダー研修会」（花巻市石鳥谷中央公民館）

２ ねらい

子ども会活動のリーダーが共同生活の中で基本的な

知識や技術を習得し、野外活動の楽しさや苦しさを体

験することにより、自ら学び、自ら考える、生きる力

を身につけること。

３ 参加対象

小学４～６年、定員→地区子ども会の数（平成 18 年度は 38 名参加、４小学校）

４ 参加費

1,500 円

※ 使途→食事材料費、保険掛金、医薬品等

５ 運営スタッフ

例年 20 名程度

※ 内訳（講師 2、ボランティア 10（高校生 5、少年指導者 5）、保健師 2、担当職員 4）

６ 活動プログラム展開

１ 日 目 ２ 日 目

時間 内 容 時間 内 容

8:00

9:30

10:00

10:30

12:00

13:00

14:30

16:00

19:00

21:00

22:00

バス運行

○開会行事

○グループミーティング

（自己紹介、役割分担等）

○レクリエーション

「アイスブレイク」

（講師：県レクリエーション協会）

昼食（各自持参）

○グループ活動

「村の旗をつくろう」

○テント設営

○野外炊事・夕食

（カレーライス）

○キャンプファイアー

就寝準備

就寝

6:00

6:20

7:00

9:45

10:30

11:00

11:30

14:00

15:00

起床・洗面

朝の集い（連絡、ラジオ体操）

○朝食

（パン、スープ、サラダ、牛乳等）

○テント撤収

○研修の反省（感想文等）

○閉会行事

参加者解散、バス運行

用具等の片付け

スタッフ・ボランティア解散
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７ 事業の位置づけ

野外活動を通じて多くの人と接する機会を設け、集団生活の意義を学び、お互いを思いや

る心とリーダーとしての自覚を身につけることを意図し、青少年教育事業の中に位置づけて

いる。

実施に際しては、花巻市青少年育成市民会議との共催事業とし、同会議から活動にあたっ

ての少年指導者を派遣してもらっている。

８ 他の部局、機関、団体等との連携

主な連携先 連 携 の 内 容

花巻市青少年育成市民会議 共催、少年指導員の派遣

岩手県レクリエーション協会 レクリエーション指導者の派遣

花巻市保健福祉課 保健師の派遣

各小学校 参加者の選定と連絡調整

生活研究グループ 食材の手配、搬入

それぞれの専門分野を活かして研修に協力いただくことで、より高い効果が得られている。

各連携先には、文書で依頼のうえ、趣旨をご理解いただきながら協力を得ている。

９ 特徴的な取り組み

＜運営スタッフの確保・充実＞

少年指導者、高校生ボランティアの事前研修を

実施し、野外活動及び少年指導への心構えと技術

の習得に努めている。

また、最寄り駅や関係機関、新聞にチラシを配

布・掲示・掲載し、新規の指導者やボランティア

の確保に努めている。

運営スタッフの確保については、特にも保健福

祉課の保健師を配置することにより、活動日程の

中における参加者の体調の変化や判断について、

柔軟かつ適時の対応が可能になっている。

◎「子ども会リーダー研修会・スタッフ研修会事前打ち合わせ」

※ 対象：指導者（花巻市青少年育成市民会議）、事務局（公民館職員）

※ 時期：子ども会リーダー研修会の概ね１ヶ月前に実施

※ 内容

・ 実施要項の確認

・ 参加者、スタッフ、ボランティアの確認

・ 活動日程と役割分担の確認

・ 活動内容の検討と吟味

・ 用具、設備の確認

・ しおり掲載資料の確認
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10 事業の成果と課題及び今後の方向性

○ 成果

・ 参加者からは、ほとんどの活動が有意義だったという評価を得ており、保護者、学校

関係者からも子どもたちがたくましくなったという評価を得ている。

・ 研修会に参加した児童は、そのまま地区や学校のリーダーとして活躍している事例が

多く、人材の育成につながっている。

・ 現在の野外活動指導者は、かつて、この研修会に参加された方々であり、青少年育成

の意識が世代を超えて定着している。

・ ボランティアで参加する高校生が２日間の活動で大きく成長する。特に継続して参加

している生徒は、大人の指示がなくても意欲的に取り組んでいる。

○ 課題

・ ボランティアの安定的な確保のために、毎年新規募集したうえで、継続して育成して

いくことが必要である。また、その場合、活動をとおしてやりがいを感じてもらうこと、

プログラム運営や生活の環境を整えることが必要である。（いいイメージであれば、仲間

や後輩を紹介してくれることもある。）

・ 以前よりはだいぶ日程にゆとりを持たせているが、さらにもう少し時間的に余裕を持

ちたい。

○ 今後の方向性

・ ボランティアとして参加する高校生や指導者にも自己実現につながる成果の提供を行

うこと。また、プログラム構成の検討を行い、その効果を向上させるとともに、活動の

成果及び有効性について広くＰＲしていくこと。

・ 現在、連携・指導をいただいている機関とは、さらに関係を深めていくこと。

◎「少年指導者・高校生スタッフ研修会」

※ 対象：ボランティア（高校生スタッフ）、指導者（花巻市青少年育成市民会議）、

事務局（公民館職員）

※ 時期：子ども会リーダー研修会の概ね２週間前に実施、9:00～16:30

※ 経費：花巻市青少年育成市民会議が負担

※ 内容

・ 「子ども会リーダー研修会」の日程・内容確認

・ 野外活動の心構え、アイスブレイク

・ 野外炊事研修

・ テント設営・撤去研修

・ キャンプファイアー研修
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地域人材を活用したプログラム運営の事例２

１ 事業名

「西川少年少女自然塾」（山形県・西川町教育委員会）

２ ねらい

・ 西川町の自然の中で遊びを創造しながら、自然の魅力と

豊かさを知る場を提供する。

・ 地区・学校・学年の垣根を越えた仲間づくりをしながら、

子どもたちの可能性を引き出し、たくましく豊かな心と体を育む場を提供する。

・ 学校週５日制において、子どもが主体的に生きる時間・自由に活動できる時間を提供す

る。

３ 参加対象

小学５・６年、30 名

※ 年間登録制としているが、公開型プログラムの場合は３～６年生を対象に募集し

ている。

４ 参加費

1,500 円～6,000 円

※ 参加費の使途：食事・食材代、施設使用料、材料費、消耗品費、保険料

５ 運営スタッフ

35 名

※ 内訳：一般ボランティア 30 名、担当職員５名

６ 活動プログラム展開

項目 目的・内容

第１回運営委員会 ・年間計画の確認

・開塾式の内容検討

・春のプログラムの内容検討

開塾式 自然塾の意義を理解し、参加意欲を高める。

春のプログラム

公開講座

町内の施設（ネイチャーセンター、大沼キャンプ場）で

野外活動を体験する。

○残雪トレッキング・キャンプ・テント泊

第２回運営委員会 ・夏のプログラム事前学習会

・夏のプログラムの内容検討

夏のプログラム事前学習会

第３回運営委員会

・夏のプログラム登山に向けて、装備や心構えについて

学習する。

・夏のプログラムの最終確認

夏のプログラム 大自然の雄大さを体感し、山小屋での生活を体験する。

○朝日連峰縦走登山、竜門・大朝日小屋泊

第４回運営委員会 ・秋のプログラムの内容検討

秋のプログラム 寒河江川の魅力に触れる活動を展開する。

○最上川カヌーツーリングキャンプ（テント泊）
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第５回運営委員会 ・冬のプログラムの内容検討

・閉塾式の内容検討

冬のプログラム 豊富な雪を利用した活動や遊びを創造する。

○雪中露天温泉、イグルーつくり（テント泊）

閉塾式

運営委員・協力員懇親会

・１年間の活動を振り返り、仲間の大切さや西川の自然

の大切さを考える。

・修了証の授与

・年間の活動反省と次年度の構想

７ 事業実施までの過程

年間事業計画上は、青少年教育事業として位置づけており、事業日の１ヶ月前程度に事

前打合せ（運営委員会）を開催し、活動内容の詳細や日程、避難場所を含めた活動場所、

食事内容、役割分担等について確認している。

また、事務局担当もしくは運営委員が事業当日までに下見や模擬体験を行っている。

８ 事業評価

運営委員の反省会による意見の集約と参加者の感想発表を行っており、結果については、

次回もしくは次年度の活動計画に盛り込んでいる。

９ 特徴的な取り組み

＜運営スタッフ及び指導者の確保・育成＞

○ 主な連携先

・ 西川町青少年育成町民会議

・ 西川町青少年育成推進員会

・ 西川町校長会

○ 連携の経緯

青少年育成事業であることから、青少年育成団体に人的協力をいただいている。また、

塾生の募集案内や、公開講座プログラムの参加案内等は、町内各小学校を通して配布し

ている。

○ スタッフの確保

今年度で 17 年目を迎える事業であるため、塾生として参加した方や、その保護者が運

営委員として協力していただけるようになった。また、事務局経験者もボランティアで

運営委員として協力している。

実際の事業運営場面についても、運営委員の経験年数が長いことや、年齢構成が各年

代にわたっていることから、引率のノウハウが蓄積されている。また、運営委員には教

員や女性もいることから、身体的、精神的なフォローができるように配慮されている。

○ 自然塾の運営

① 基本理念

「西川町の豊かな自然を生かした遊びや体験活動を通して、西川町のよさと自分のよ

さを再発見する場」

② 平成 18 年度の重点課題

・ 塾生の応募状況に応じて、春、夏、秋、冬のプログラムは公開講座型を検討し、

より多くの小学５・６年生が参加できる体制を作る。
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・ 各プログラムの内容は従来どおり行うが、４・５年生から連続して参加する塾生

については２年あるいは３年のスパンで体験が継続できるよう検討して参加させる。

・ 平成 17 年度の研修会に参加した運営委員の伝達講習の場を確保する。

・ 運営委員・協力員等スタッフの更新を図る。

③ 自然塾運営体制

10 事業の成果と課題及び今後の方向性

○ 成果

・ 西川町の自然の中で遊びを創造しながら、自然の魅力と豊かさを知る場を提供するこ

とができている。

・ 地区・学校・学年の垣根を越えた仲間づくりをしながら、子どもたちの可能性を引き

出し、たくましく豊かな心と体を育む場を提供することができている。

・ 学校週５日制において、子どもが主体的に生きる時間・自由に活動できる時間を提供

することができている。

・ 運営委員の協力体制が整っており、自主的な運営も可能な状況になっている。

○ 課題

・ スポーツ少年団への加入や他機関の青少年事業の充実など、自然塾以外の活動の場も

増えているため、年間を通した活動者数が減ってきている。

・ 活動がマンネリ化しない工夫が必要である。

○ 今後の方向性

・ 町の代表的な青少年育成事業であるため、今後も事業を継続できるようにしていく。

（予算の確保、人的配置）

・ 公開型のプログラムも実施することで、より多くの小学生が参加できるようにしてい

く。

・ 運営委員の研修を充実させていく。

事務局

プレイリーダー

（自然体験活動指導者）

運営委員

くれよん

青
少
年
育
成
推
進
員

中・高生ボランティアサークル

自然塾 塾生

町内小学５・６年生



- 46 -

他団体との連携を生かしたプログラム運営の事例１

１ 事業名

「岩泉町ふるさと少年隊」

（特定非営利活動法人岩泉地域活動推進センター）

２ ねらい

学校、学年を越えた仲間でふるさとの「自然・文化・産業」について体験活動し、ふる

さとへの理解と愛する心を育てる。

３ 参加対象

小学１年～中学３年、定員無し

※ 初回で年間登録制とし、同メンバーで全５回活動している。ただし、活動は地区

単位。

※ 活動は全 25 回。

４ 参加費

1,000 円

※ 参加費の使途：スポーツ保険、活動材料費、活動食材費、入隊記念品

５ 運営スタッフ

各回３～５名程度

※ 内訳：・特定非営利活動法人岩泉地域活動推進センター職員５名

・実行委員（各小学校教諭）14 名

・協力者（活動により）０～３名

・講師（活動により）０～２名

６ 活動プログラム展開

事業名 日 程 ・ 内 容

川くだり 9:40 集合→9:45 結団式→9:50 班づくり→10:00 説明

→10:30 ゴムボートで川くだり→12:30 昼食→13:00 ゲーム

→14:30 解散

磯あそび・海釣り 11:00 磯あそび・海釣り開始→12:10 昼食→12:45 海水浴

→14:50 終了

合同活動 ○１日目

15:50 受付→16:10 はじまりの会→16:30 班・係活動→18:40 夕食

→19:45 肝試し→21:30 就寝

○２日目

6:20 起床→7:30 朝食→8:30 係活動→10:00 川遊び→12:15 昼食

→13:45 川遊び→16:20 係活動→18:30 夕食→19:50 キャンプファ

イヤー→21:30 就寝

○３日目

6:30 起床→7:15 朝食→7:50 係活動→10:00 おわりの会

→10:30 解散

だるま落としづくり 9:00 開始→9:10 だるま落としづくり・ゲーム→11:45 活動反省
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→12:00 終了

クリスマス会 13:00 開始→13:15 フィリピンの紹介→14:00 ゲーム

→14:50 調理→15:40 試食→16:00 終了

※ その他、地区ごとの活動

地区 活動内容

岩泉・安家地区 ・「びっくり、どっきり」（自然の不思議、科学実験、発表会）

・「今年もやります！天空の城ヘエラ」

（きのこ狩り、自然散策、ネイチャーゲーム）

・「まっくらクラすけ」（洞くつ探検、レクリエーション）

・「ふる少雪まつり」（雪像づくり、レクリエーション）

小川・大川地区 ・「ふる少おもちゃ工房」

（だるま落としづくり、品評会、町民文化展へ出品）

・「ビストロふる少」（クリスマス会、料理講習会、試食会）

・「スノーランド早坂」

（スノーモービル、かんじき、レクリエーション）

小本・有芸地区 ・「うげい河童伝説」（川つり、滝つぼ飛び込み）

・「ふる少おもちゃ工房」（だるま落としづくり、町民文化展へ出品）

・「スキーはスキーでも竹スキー！」（竹スキー体験、雪遊び）

７ 事業実施までの過程

年間事業計画上、青少年教育事業として位置づけている。

５月の段階で実行委員会を開催し、活動内容の吟味や日程の確認、募集方法等について

打合せを行うとともに、２月には再度実行委員会を開き、活動の反省やアンケート、次年

度活動の検討等を行っている。

各活動実施の１ヶ月前から１週間前までに、担当者による下見を行っている。

８ 事業評価

参加者は各回、班ごとに活動反省を行っており、最終回は個人ごとの反省を実施してい

る。また、各回ごとに学級日誌を発行している。

事業評価としては、年２回の実行委員会の中で活動の反省・評価を行い、次年度への検

討材料としている。また、随時、参加者や協力者と情報交換を行い、担当者以外からの観

点での評価や指摘を受ける機会を設けている。

９ 特徴的な取り組み

＜他の部局、機関、団体等との連携及び事業運営上の工夫＞

○ 連携

連携先 岩泉町教育委員会

連携の経緯 平成17年から岩泉町教育委員会主催事業を特定非営利活動法人岩泉

地域活動推進センターが主管として運営している。

主催は、従来のとおり岩泉町教育委員会のままである。

○ 事業運営上の工夫

運営スタッフの充実については、町内各小学校から事業担当教諭を設置してもらい、

活動への協力を得ている。また、協力者として地域の方々から活動を支援していただ
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いている。

指導者は、講師として把握している町内外の方のほかに、近隣市町村の生涯学習関

係者や団体からも紹介してもらい、充実を図っている。

安全の確保については、スタッフの年齢層を幅広くし、どのような場合にも対応で

きるようにしている。また、活動に際しては常に救急箱を持ち歩き、危険の多い活動

の場合にはスタッフの数を増やしている。特にも、中学生が活動に参加している場合

にはジュニアリーダーと位置づけて、参加者の安全確保や指導に当たってもらってい

る。なお、事業担当教諭を置くことにより、参加者の不安が軽減されている様子が見

られる。

10 事業の成果と課題及び今後の方向性

○ 成果

・ 参加者は他校の参加者とも仲良くなり、事業以外でもつながりを持っている様子がう

かがえる。

・ 小学校高学年が低学年の面倒をみるなど、人間関係をうまく作り上げている。

・ 中学生が小学生に助言・指導をすることで、中学生自身の自信につながっている様子

が見られる。

・ 回を重ねるごとに、小学生が中学生を敬う姿が見られる。

・ 町内外から講師をお招きすることで、参加者だけでなく、スタッフもよい刺激を受け

ている。

・ 町内の木材や食材を使った活動をすることで、岩泉について知識を広げることができ

た。

・ 大勢で宿泊することにより、団体行動のマナー、協調性を養うことができた。

・ 各家庭や学校では体験できないような活動は、参加者にとって大きな糧となっている

ようである。

・ 近隣市町村で活動することにより、視野を広げることができた。

・ マナーや礼儀を学ぶことができた。

○ 課題

・ 活動内容のマンネリ化への対応。

・ 初めての活動を行う場合の講師・協力者の確保。

・ 参加者の幅広い年齢に合う活動内容の設定。

・ 特に高学年についての参加者の減少。

・ 年間を通して、時期に偏りのない活動や、産業に関わる活動の設定。

・ 活動場所までの参加者の輸送手段の確保。（配車）

○ 今後の方向性

・ 他校との交流機会を増やしていくこと。

・ 対象学年を再検討し、内容の濃い活動を行っていくこと。

・ 年１回の宿泊活動を継続していくこと。
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他団体との連携を生かしたプログラム運営の事例２

１ 事業名

「志和堀小学校・志和堀公民館

学・社・地域連携事業 なんでも体験学習講座」（東広島市立志和堀公民館）

２ ねらい

・ 学校教育、家庭教育の成果向上の基盤として、児童に豊かな体験活動の場を提供する

とともに、地域の各種団体との交流深化を図る。

・ 体験を経て得た知識を、学校での体系的な勉学に生かす。

・ 自然体験活動をとおして、しっかりとした価値意識を持ち、自分の人生を切り開いて

いける人間の育成を図る。

３ 参加対象

東広島市立志和堀小学校児童（66 名、小規模特認校）

４ 参加費：無料

５ 運営スタッフ

公民館職員、小学校教職員、自然体験学習協力会、ＪＡ関係者、地域のお年寄り等

６ 活動プログラム展開

回 日時 内容 活動の支援

１ 平成 17 年 4 月 16 日（土）

10:30～12:00

「里山・狐城登山」

（春みつけ、しいたけ駒打ち、竹

の子探し）

自然体験学習協力会、

公民館職員

２ 平成 17 年 5 月 17 日（火）

10:00～12:00

「もち米作り・綱引き田植え」

※ 田作り、苗作り等は５年生が

継続学習取り組み。

自然体験学習協力会、

地域のお年寄り

３ 平成 17 年 5 月 23 日（月）

13:00～15:00

「麦刈りと蛍籠作り」 自然体験学習協力会、

地域のお年寄り

４ 平成 17 年 6 月 4 日（土）

18:30～22:00

「ほたる祭り」

※ 「ほたる研究」の発表、合唱、

伝承行事参加等

学校教職員、公民館職

員、地域住民

５ 平成 17 年 9 月 15 日（木）

19:00～12:00

「もち米稲刈り」 自然体験学習協力会、

学校教職員、公民館職

員、地域住民

６ 平成 17 年 10 月 20 日（木）

10:00～12:00

「そばの刈り取り」 公民館職員、地域住民

７ 平成 17 年 12 月 18 日（日）

18:30～15:00

「そば道場」

※ そば打ち、試食

※ 地域のお年寄り、保育園園児

との交流

自然体験学習協力会、

学校教職員、公民館職

員、地域のお年寄り

８ 平成 17 年 12 月 22 日（木）

13:00～15:00

「５年生と餅つき」 自然体験学習協力会、

公民館職員
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９ 平成 18 年 2 月 2 日（木）

13:00～15:00

「いちょう祭り餅つき」

※ 餅つき、ふれあいタイム（地

域のお年寄り等との交流）

自然体験学習協力会、

学校教職員、公民館職

員、地域のお年寄り

※ その他「野菜づくり」「竹炭づくり」「竹酢づくり」も行っている。

７ 評価

子どもたちやスタッフの感想等、参加者の声を集め、記録に残している。また、「志和堀サ

ルビア教室実行委員会」（学校、ＰＴＡ、公民館、里づくり推進協議会、自然体験学習協力会、

老人会、女性会等が参加）の中で、成果と課題をまとめている。

さらに、「公民館だより」への記事の掲載や、公民館ロビーへの事業経過記録（写真・資料

等）の掲示、報道機関への積極的な情報提供など、常に事業の様子や反応を地域住民に還元

し、理解・周知を図るよう工夫している。

８ 事業の位置づけ

子どもの居場所づくり事業「志和堀サルビア教室」、青少年育成活動実践事業「学校・地域・

公民館連携サルビア栽培～サルビア街道づくり～」とともに、青少年を対象とした体験学習

型の事業の一環である。

また、地域内にある志和堀小学校が、小規模特認校に認定されていることに伴い、「自然と

積極的にふれあい、地域との交流を大切にした教育活動」の実現を目指している。一方で「市

街化調整区域」に該当することから、少子化傾向が深刻で、魅力ある教育活動の推進のため、

地域全体で、学校・社会・地域の連携を深め、豊かな自然体験活動の提供に努めている。

９ 特徴的な取り組み

＜自然体験学習協力会＞

○ 概要

児童の体験活動及び種々の公民館活動を円滑に推進するためのボランティア団体。

会員はいずれも定年退職者で、各人が持っている特技を生かして児童の体験活動、公民館

活動、地域活動全般にわたる支援をしている。支援に際しては、地域の各種団体（保育所、

小学校、老人会、ＰＴＡ、里づくり推進協議会、青年会、区長会、地区社協、女性会等）の

協力を得ている。

児童の体験学習にあたっては、各種団体とともに、学習の準備や学習時の指導にあたって

いる。また、体験が単なるお遊びに終わることなく、体験時に得た知識が学校での体系的な

勉学の中で生かされるように気を配るとともに、さらに児童の感受性・価値観・目的意識の

形成を目指して、学習内容や方法についての勉強会も開いている。

○ 構成メンバー

建築士、元大学教授、元警察官、元エンジニア、元陸上自衛隊員、元県職員、元銀行員、

元小学校長などで構成。

それぞれの持つ技能や知識、ネットワーク等を活用して、自然体験活動の諸準備や指導、

学校との連絡調整にあたっている。
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○ 自然体験学習協力会の活動理念

10 事業の成果と課題及び今後の方向性

○ 成果

・ 地域の子どもたちを地域の宝としてとらえ、

地元の人たちが積極的に協力してくれたことに

より、子どもたちにとって多くの得難い体験を

提供することができた。

・ 地域の高齢者と児童との交流や、事業の記録

や写真を公民館に掲示したりすることにより、子どもたちの様子や表情が地域の中で共

有化され、活性化につながっている。

・ 学校の「総合的な学習の時間」として自然体験活動を行った。その場合、他の教科と

の関係もあることから、時間の遅延がないように心がけ、結果として教職員との連絡が

円滑に進み、相互の理解が深まった。

○ 課題

・ 低・中・高学年それぞれに応じた体験活動の吟味を図ること。

・ 年間の計画を学校とより密に協議し、目的の共有化をそれぞれの教職員との間でもさ

らに図っていくこと。

・ 体験学習の教育効果についての啓発を保護者に対して進めていくこと。

・ 国の委託事業等の動向を視野に入れ、積極的な予算確保をしていくこと。

○ 今後の方向性

・ 実体験に基づいた学習内容がそれぞれの児童の人間形成に寄与していくことができる

よう、地域としてじっくりと見守っていく姿勢を保持していくこと。

・ 学校教育のニーズと、地域人材の結びつきを意図的に図っていくこと。

① 物事の体系的勉学（理性的認識）の場は学校であり、家庭は勉学のための準備をし、

勉学を補い強化する場である。自然体験学習協力会は、この二つの場における成果の

向上の基盤となる感性的認識を高めるための学習に焦点を置く。

② このため、体験的学習を実施するが、単なる体験に終わることなく、理性的認識へ

の発展を促すように進める。

③ 異なった年齢の児童の混じった学習にするとともに、保護者や高齢者にも指導者と

して加わっていただいて交流し、社会性の向上やより良き人格の形成も図る。

④ 児童が興味を持って主体的に学習に取り組まないと学習成果は上がらないことを

念頭において進める。

⑤ 成長を長い目で見てやり、しっかりとした価値意識のもとに、辛抱強く努力して自

分の人生を切り開いていける人間に育つことを望んで指導する。
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６ 今後の自然体験活動運営の方向性

(1) 実践事例のまとめ

前項に挙げた事例から、現在行われているそれぞれの工夫や成果については、次のよう

にまとめることができる。

＜各事例における工夫・成果＞

事例の観点 工 夫 ・ 成 果

参加対象に

応じたプロ

グラム運営

の事例

・ 対象を考慮したうえで、身近な自然体験や生活体験を題材とすること

により、参加者の活動への抵抗感を軽減することができる。

・ 家庭や地域に帰ってからも再現することができる内容を提供すること

により、活動の意義や効果が持続される。

・ 参加年齢の幅が広がることにより、それぞれの年代がもつ魅力や特性

の再確認ができ、豊かな人間関係を体験することができる。

形成的評価

を活用した

プログラム

運営の事例

・ 活動の継続により、ねらいのステップアップを実現することができ、

参加者の活動意欲や学習意欲の向上が図られる。

・ 「ふりかえり」の方法を工夫することにより、次の活動への意欲の喚

起を図ることができる。

・ 評価や記録をデータとして蓄積することにより、活動における成果や

課題の明確化を図ることができ、得られた結果を参加者や地域に積極的

にＰＲしていくための素材とすることもできる。

地域人材を

活用したプ

ログラム運

営の事例

・ 以前に活動に参加した参加者が指導者やスタッフとして再び参加する

ことにより、事業目的の共有化や、柔軟な運営・対応が可能になる。

・ ボランティアとして参加する中・高校生の意識の向上が顕著であり、

活動への主体的な参加姿勢が育っている。

・ 事前準備や打ち合わせを意識的に実施することにより、スタッフ間の

活動に対する共通理解が深められ、それぞれがより主体的に参画する意

識が形成される。

他団体との

連携を生か

したプログ

ラム運営の

事例

・ 指導者や運営スタッフ確保の幅が広がり、用具や装備、フィールドに

ついても、より柔軟で多様な対応が可能になる。

・ 団体間の相互理解が進み、活動全般についての幅が広がる。

・ 事業の経過や記録を積極的に提示していくことにより、地域全体の青

少年に対する関心を高めることができ、交流等による活性化も実現でき

る。

また、それぞれの事例における課題及び今後の方向性については、事業運営展開におけ

る各観点に沿い、次のようにまとめることができる。
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＜各事例における課題・方向性＞

観 点 課 題 ・ 方 向 性

事前の取り組み

に関するもの

・ 効果的な事業周知及び募集を工夫していくこと。

・ 対象学年やニーズを分析・吟味していくこと。

・ 保護者に対する体験活動の効果についての啓発の充実を図って

いくこと。

・ より幅広い参加者を確保していくこと。

・ 事業目的におけるスタッフ間の共通理解を深めていくこと。

プログラム展開

に関するもの

・ 意図的で継続的なプログラム展開を図っていくこと。

・ より魅力的で多彩なプログラム開発に努めていくこと。

・ 時間的に余裕のあるプログラム展開を心がけ、活動へのアプロ

ーチの仕方を工夫していくこと。

・ 活動プログラムのねらい（自然保護、環境教育、産業体験等）

を吟味していくこと。

評価・連携・人材

確保に関するも

の

・ 体験したことや学んだことの深まりを実感できるような「ふり

かえり」や「評価」の機会を設けていくこと。

・ 短期的な評価のみにとどまらず、長期的・継続的な評価の観点

を維持していくこと。

・ 他団体のニーズを分析し、連携を強化していくこと。

・ スタッフやボランティアの確保及び資質の向上に努めること。

・ ボランティアやスタッフの自己実現につながるような成果を提

供していくこと。

その他 ・ 積極的な予算確保に努めること。

(2) 自然体験運営上の現代的な課題

これまで述べてきたとおり、より多くの青少年に、豊かな自然体験活動を提供していこ

うとする試みは、さまざまな機会をとらえ、継続的に行われてきたわけであるが、少子化

の歯止めがかからない今日にあっては、その実態を考慮したうえで、さらに意図的で、き

め細かい吟味と工夫が求められてくる。

例えば、スポーツ少年団の団員数は、近年増加の傾向にあり、いわゆる競技スポーツに

積極的に取り組む青少年の割合は全体の中で多数を占めてきていることが伺える。

参考：平成 12～17 年『学校一覧』（岩手県教育委員会）

平成 12～17 年『スポーツ少年団登録数一覧』（(財)日本体育協会）
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図 29 岩手県の小・中学校児童生徒におけるスポーツ少年団団員割合

％
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しかしながら、青少年の全人格的な成長のためには、競技スポーツへの参加によって得

られるもののほかに、全体のバランスを考慮した適切な自然体験・生活体験機会の確保が

必要であり、平成 18 年９月に示された中央教育審議会『青少年の意欲を高め、心と体の相

伴った成長を促す方策について（中間まとめ）』の中においても、「自然体験の経験の多い

小中学生には道徳観・正義感の身についているものが多く、自然にふれることで学習意欲

を喚起される者が多い。」との指摘が見られる。

同時に、同中間まとめでは、「青少年に教育的効果の高い自然体験活動を経験させるには、

学校や青少年教育施設、青少年団体による活動の充実をより一層図り、青少年にそれらへ

の積極的な参加を促すことが必要である。」と、今後、より幅広い青少年に対する、充実し

た自然体験活動提供の必要性を強く指摘している。

これらの指摘や、現在の青少年がおかれている現状及び社会教育を取り巻く状況等を考

え合わせていった場合、より多くの青少年に、一層充実した自然体験活動の機会を提供し

ていくためには、現有する人的・物的・金銭的なポテンシャルを最大限有効に活用し、実

際の活動運営の吟味・工夫を図っていく中で、その効果を十分に検証しながら、より実効

性の高い活動実践を継続して積み重ねていくことが必要である。
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引用：平成 14 年『学習意欲に関する調査研究』文部科学省

図 30 自然にふれる体験をしたとき勉強に対してやる気になるか
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(3) 今後の方向性

以上の事柄から、ここでは自然体験活動運営上において求められる今後の方向性として、

次の各点を指摘しておきたい。

最後に、自然体験活動運営上の一つの資料として、宮城県内の小・中・高等学校で取り

組んでいる「みやぎアドベンチャープログラム（ＭＡＰ）」における「体験学習サイクル図」

と、平成 12 年度文部科学省委嘱事業「子どもの『心の教育』全国アクションプラン」子ど

もの心をはぐくむ自然体験活動の充実推進事業「自然体験活動企画・運営ハンドブック」

に基づくチェックリストを付記して、本研究の結びとしたい。

実体験

観察と振り返り

抽象概念の形成と一般化

試験運用

実社会
目標設定

こころの

安全

ア マーケティングリサーチの観点を意識し、参加者のニーズ理解に努めたうえで、活動

のねらい・内容の吟味を図り、広く参加拡充の取り組みをしていくこと。

イ 活動の支援にあたるスタッフやボランティアの資質向上やネットワーク形成に努め

るなどの、人材育成の具体的・継続的な取り組みをしていくこと。

ウ 他の機関・団体との双方向のメリットを創出するような、有機的で柔軟な連携を促進

していくこと。

エ 地域の「人づくり」の観点から、地域全体として長期的な視点に立ち、じっくりと活

動に取り組む姿勢を醸成していくこと。

参考：みやぎアドベンチャープログラム研究会

何を、どうするのか。

何が、どうなったのか。

それは、どういうことなのか。

図 31 体験学習サイクル図
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＜自然体験活動運営上のチェックリスト＞

段階 項 目

各団体ごとの年度計画に基づいた事業計画を作成する。

事業を開催する意図、目的を明確にする。

事業目的にふさわしい活動内容や活動場所を用意する。

使用する施設、活動場所の下見をする。

企

画

事業全段階で環境負荷軽減の視点を持つ。

子どもたちの情報を事前に把握する。

子どもたちへの諸注意事項を確認する。

危険箇所を把握する。

現場には必ずスタッフを配置する。

安全確保、救助、救急のための準備を確認する。

安

全

管

理

スタッフの安全管理、健康管理に配慮する。

子どもたちに生活自立の姿勢を持たせる。（排便、うがい手洗い、睡眠時間等）

子どもたちの睡眠時間を確保する。（思わぬけがや大きな事故になりかねない。）

子どもたちの健康をチェックする。（特に朝は気をつけて観察する。）

参加者の集団生活上の役割を明確にする。

身支度や荷物整理、食事の時間を有意義に使う。

生

活

困ったことや心配なことを相談できる機会を作る。

開会時に主催者側から事業の目的を伝える。

子どもたちのねらいや期待を全体で共有する機会を持つ。

プログラムの始まりの段階で不必要な緊張や懸念を取り去る。

子どもたちの反応をよく見る。（満足度、共感、不満、反発、疲れ、体調不良などの察知）

子どもたちに必要な情報をその都度適切に伝える。

天候の変化などの状況に応じた柔軟な対応をする。

子どもたち同士が交流する「自由」な時間や場を持つ。（食事、休憩時間等）

１日をふりかえる時間を持つ。

宿泊室の退室、施設からの退所が適切になされたかどうか確認する。

全日程を通じて、子どもたちの体験をふりかえる機会を作る。

子どもたち・保護者からの意見をもらう。

当

日

の

運

営

主催者側として事業の目的を意識しながら終了時メッセージを伝える。

参加者からのクレームやフィードバックをスタッフ間で共有する。

参加者の満足度、目的の達成度を測る。（アンケート等の活用）

実施して得たことをスタッフ間で共有する。

次回の改善に向けて具体的な提案をする。

評

価

全体責任者への終了報告をする。

参考：平成 12 年度文部科学省委嘱事業「子どもの『心の教育』全国アクションプラン」

子どもの心をはぐくむ自然体験活動の充実推進事業

『自然体験活動企画・運営ハンドブック』財団法人キープ協会
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７ 研究のまとめ

本研究は青少年の体験活動プログラム、特にも自然体験活動運営の在り方についての具体的

な検証を行い、より効果的に体験活動を推進していくための方向性を示すことを目的とし、文

献調査、アンケート調査、先行事例調査等により、検証を進めてきた。

以下にこの調査・研究をとおして得られた成果及び課題について述べる。

(1) 研究の成果

ア 青少年を取り巻く実態と体験活動の効果及び現状における課題について、答申等の各種

文献に基づいて整理し、現在に至るまでの体験活動の流れと、今後、より多くの青少年に

対して、意図的・計画的に充実した体験学習を提供していく必要性についてまとめること

ができた。

イ 県内外における各市町村教育委員会、公民館等への調査を実施することにより、青少年

の自然体験活動プログラムの実施実態と運営上の課題について、「計画・準備」「活動内容」

「評価」「配慮事項」等の観点から具体的に把握することができた。また、今後の一層の充

実にあたっては、「参加対象の特性」「評価の工夫と活用」「地域人材の活用」「他団体との

連携」といった視点を得ることができた。

ウ 県内外で実施されている先行的な事例を検証することにより、青少年の自然体験活動運

営における今後の在り方について、「参加者のニーズ把握の工夫」「活動のねらい・内容の

吟味」「参加拡充のための取り組みの充実」「スタッフの資質向上とネットワーク化」「相互

にメリットがある有機的な連携の促進」「長期的な評価の視点の醸成」等の方向性を示すこ

とができた。

(2)今後の課題

ア 青少年における体験活動運営の実態に注視しながら、より効果的で実効性の高い体験活

動推進のための方策について随時検証を深めていく必要がある。

イ それぞれの活動における評価をより有効に次の活動につなげていく観点からも、参加者

自身による主体的な事業参画の在り方についての方向性をより明確にしていく必要がある。

ウ より多くの青少年が幅広く体験活動に触れていく機会を拡充するための工夫（魅力的な

プログラム開発、各年代における体験活動への関わり方、ボランティアとしての支援の仕

方、有効で継続が可能な連携の在り方等）について、より具体的に考察していく必要があ

る。
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