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【コラム1】　 長期キャンプを通して，子どもの規範意識をはぐくむ

国立妙高青少年自然の家では，全長367kmという長さでは日本一の「信濃川」を辿る11
泊12日の移動型長期キャンプ「YES， I CAN ！ IN 信濃川 2012」（平成24年7月25日～
8月5日）を実施した。1都6県から参加した18名の小学生たちが，生活や活動を共にした。
信濃川の源流から河口までを，登山，マウンテンバイク，ボート，手作りいかだと活動ごとに
4つのステージに分け，それぞれ目標を定め踏破した。気温35度を超える真夏日が続く中で，
ステージごとに様々な困難が発生した。参加者は自分の行動を省みながら，仲間と話し合いを
繰り返し，合意形成を図りながら困難を乗り越え，全員がゴールすることができた。様々な困
難を集団で乗り越える自然体験活動で規範意識をはぐくむことができた。

このキャンプの評価に当たっては，自然の家が開発した「リーダーシップ測定尺度」を活用
した。図示したグラフは，その中の「集団維持機能」の一つとして「役割を意識し，集団の規
範を守る力」という指標であり，以下の4項目について自己評価した結果である。1項目5点
満点で参加者全員の合計点を示している。
・自分がするべき役割をはっきりわかっている。
・全体の目標に合わせて活動に取り組んでいる。
・ルールや約束を必ず守ることができる。
・親や先生に言われなくても規則にしたがう。

グラフが示すとおり，活動の開始時と活動
後では，参加者の規範意識は伸びた。特に大
きく伸びた活動は，登山と，手作りいかだで
あった。登山では，「全員で登頂する」といっ
た目標を立てていたが，山道で信濃川の水源
地を発見し，「もう引き返したい」というグ
ループがある一方，「みんなで決めた目標は
守ろう」というグループがあり，意見の対立
が起こった。しかし，みんなで話し合った結
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果，目標に向かって山頂まで全員で登頂することができた。困難に直面した時，これを乗り越
えるために集団として合意形成を図る中で「目標や約束を守る」といった集団規範がはぐくま
れた活動であった。
また，手作りいかだでゴールを目指すためには，「つらくてもみんなに合わせていかだを漕ぐ」

という自分の役割を果たす責任感が必要である。その責任感が，上記の4つの項目の向上をも
たらしたと考えている。
キャンプ後のアンケートでも「クラス全体のことを考えて行動できている」「活動に計画的

に取り組んでいる」といった感想があった。
集団で行う自然体験活動には，様々な困難が伴い，必然的に仲間との合意形成が求められる

場面が多くある。仲間とのかかわりの中で，自分の役割を果たしたり，約束を守ったりといっ
た活動を通して，集団規範や規範意識が育っていくものと考えられる。たくさんの子どもが自
然体験活動に親しんでくれることを願っている。
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