平成 28 年度
東海北陸地区青少年教育施設協議会運営研究大会
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＜開催要項＞
１．大会テーマ
２．趣

「青少年教育施設からおこそう体験の風」

旨

近年、社会が豊かで便利になる中で、青少年の自然体験、社会体験、
生活体験などの体験が減少している状況を踏まえ、子どもたちの健やか
な成長にとって体験がいかに重要であるかを広く家庭や社会に伝え、社
会全体で体験活動を推進する機運を高める契機となるよう、東海北陸地
区の青少年教育施設職員が一堂に会し、研究協議を行う。

３．主

催

東海北陸地区青少年教育施設協議会
（事務局）愛知県美浜少年自然の家

４．後

援

愛知県教育委員会

５．期

日

平成 28 年 11 月 10 日（木）～11 日（金）

６．会

場

愛知県美浜少年自然の家

者

東海北陸地区青少年教育施設協議会加盟施設職員及び関係機関職員

７．参

加

８．基 調 講 演

講師

服部

「みんなで

英二氏
体験の風をおこそう

～調査結果から見える

青少年の体験活動の意義～」

９．分科会
第１分科会
11 月 10 日（木）
『

国立能登青少年交流の家

ねばり強く取り組み、主体的に生き抜く子供の育成
―石川縦断キャンプ「ＡＣＴＩＶＥ２０１６」の実践より―

』

11 月 11 日（金） 石川県立白山青年の家
『 白山手取川を旅するキャンプ 』
第２分科会
11 月 10 日（木）
『

静岡県立観音山少年自然の家

観音山少年自然の家の今後の在り方を考える
～観音山の歴史や時代背景・感動体験が与える影響などの考察を通して～

11 月 11 日（金） 国立中央青少年交流の家
『 「東北と静岡をつなぐ 富士サマーキャンプ」の紹介
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』

』

＜日

程＞

11 月 10 日（木）
時

間

内

13：00～13：30
13：00～13：20

容
受付

所

玄関ホール

分科会担当者打ち合わせ

13：35～14：00

総会

14：00～14：20

開会式

14：20～14：30

休憩

14：30～16：00

基調講演

16：00～16：10

オリエンテーション

16：10～16：25

記念写真撮影

16：25～16：35

休憩

16：35～17：45

場

指導者室
講

堂

講

堂

分科会・発表質疑

分科会１：第６研修室

（事例研究）

分科会２：第８研修室

17：45～18：30

休憩・入浴①

18：30～20：30

情報交換会

20：30～21：30

入浴②

食

堂

11 月 11 日（金）
時

間

内

容

6：30

起床

7：00～7：20

朝のつどい

7：30～8：00

朝食

8：00～9：00

荷物整理・清掃・移動

9：00～10：30

場

所

体育館
食

堂

分科会・発表質疑

分科会１：第６研修室

（事例研究）

分科会２：第８研修室

10：30～10：40

休憩

10：40～11：00

閉会式

閉会式後

施設案内

11：30

送迎バス出発
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講

堂

玄関前

＜開会式＞
11 月 10 日（木）14：00～14：20
会場：講 堂

式
１．開

次

第

会

２．主催者挨拶

３．来賓祝辞

東海北陸地区青少年教育施設協議会 会長
愛知県美浜少年自然の家

所長

高柳 良康

愛知県教育委員会

教育長 平松 直巳 様

（代理 愛知県教育委員会 生涯学習課 課長 冨田 正美 様）

４．閉

会
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・主催者挨拶
東海北陸地区青少年教育施設協議会 会長
愛知県美浜少年自然の家
所長 高柳 良康

アメリカ大統領選、クリントン氏は初の女性大統領を手にすることはできず、トランプ氏が
熱き戦いに勝利しました。
日本では、立冬を向かえ急に朝夕寒さを感じます。寒さ厳しい所は雪との戦いでしょうか、
冬を活かしての施設管理、運営を着々と進められていると推察致します。
愛知県でも一部山間部はそうですが、大半の施設の地では紅葉を含め、秋真っ盛りから、晩秋、
急ぎ足で冬の到来という季節感です。
そのような折、平成 28 年度東海北陸地区教育施設協議会運営研究大会を、ここ愛知県美浜少
年自然の家で開催しましたところ、東海･北陸 34 施設 65 名のご出席をいただきました。誠に
ありがとうございます。
また、ご多用の中、愛知県教育委員会生涯学習課長冨田正美様、課長補佐兼井隆行様、主事
岡田啓嗣様にご臨席を賜りました。誠にありがとうございます。
私たち東海北陸地区の青少年教育施設職員は年に 1 回、一同に会し、
「青少年教育施設から
おこそう体験の風」というテーマのもとに、社会全体で自然体験、社会体験、生活体験活動を
推進する機運を高める契機となるように研究協議を重ねてきました。
本年は基調講演で、演題「みんなで 体験の風をおこそう～調査結果から見える青少年の体験
活動の意義～」をご講演いただきます。国立青少年教育振興機構 青少年研究教育センター副
センター長 服部英二 様、誠にありがとうございます。
分科会の研究発表では、第１分科会初日に、国立能登青少年交流の家に『ねばり強く取り組み
主体的に生き抜く子供の育成』
、明日は石川県白山青年の家に『白山手取川を旅するキャンプ』
を発表していただきます。
第２分科会の初日は静岡県観音山少年自然の家に『観音山少年自然の家の今後の在り方を考
える』、明日は、国立中央少年自然の家に『東北と静岡をつなぐ富士サマーキャンプの紹介』
を発表していただきます。
研究発表をしてくださる各施設の方々、ご苦労をかけます。ありがとうございます。分科会
を運営していく司会、記録の方々ありがとうございます。
青少年教育施設を「いかに活性化していくのか、青少年の意欲を育むための効果的な施設運営
とはどのようなものなのか。家庭･学校･地域社会の連携での国公立の青少年施設が様々な形で
体験活動を推進していく方法、さらに、国立･公立施設の役割、角度をかえて、ここ愛知県も
そうですが、公立の青少年教育施設の指定管理者制度の現状等々この２日間にわたる研究協議
は実り多いものになることを信じています。
加えて、情報交換会で飛び交う情報、人と人、心と心、施設と施設の交流は、ここにご参加
してくだるお一人お一人に大きなエネルギーになりましょう。
本日ご参会の皆さんのお力で、
『愛知県美浜少年自然の家での『大会よかったよ。』『エネルギ
ーをいただいたよ。
』という実り多い大会になることを願っています。二日間よろしくお願い
します。
-4-

・来賓祝辞
愛知県教育委員会 教育長 平松 直巳 様
代理 生涯学習課 課長 冨田 正美 様

本日は、東海北陸地区青少年教育施設協議会運営研究大会が、東海北陸７県から多数の皆様
方をお迎えし、ここ愛知県美浜少年自然の家で開催されるにあたりまして、心よりお祝い申し
上げます。
また、御出席の皆様方におかれましては、青少年教育施設での体験活動の充実に向け、日々
御尽力いただいており、厚くお礼申し上げます。
さて、現在、青少年を取り巻く環境は複雑に変化しています。かつては、仲間とともに自然
の中で遊びながら、あるいは、地域において生活、成長していく過程で、様々な自然体験・社
会体験を日常的に積み重ねて成長する機会に恵まれていました。
しかしながら、現在では都市化、少子化、スマートフォンの普及による情報化、地域とのつ
ながりの希薄化などにより、これまで身近にあった遊びや体験の場や「本物」を見る機会が少
なくなっています。
また、急速に変化していく時代の中で、いじめ、引きこもりやニート、青少年の犯罪等、青
少年を取り巻く課題も、目まぐるしく変化しています。
今の時代は、大人・子どもを問わず、様々なストレスを社会全体が抱えており、青少年の豊か
な人生の基盤となる「生きる力」を育みにくい環境であると言わざるを得ません。
そのような情勢下において、青少年教育施設で行われている、自然の中で行われる体験活動
は、青少年が、仲間とのコミュニケーションや、自分自身との対話、実社会とのかかわりを考
える契機となり、
「生きる力」を育むため、意識的に、目標を持って物事にチャレンジする、
この上ない機会を提供しています。
また、引きこもり、ニート等の青少年が抱える様々な課題の解決の一つのアプローチとして、
また、課題の未然防止のためにも有効であるとされており、このような面からも、青少年教育
施設の果たす役割は、ますます重要性が増しております。
その一方で、青少年教育施設をめぐる環境は、厳しい財政状況の中での維持管理、少子化に
よる施設利用率の低下など、施設ごとに、様々な問題を抱えていることと思います。
本県においても、行革大綱の取組みの一つとして、施設の利用促進を掲げており、従来から
多くの利用がある小中高等学校のみならず、各種専門学校、大学等、幅広く利用を呼びかけて
おります。
本日と明日の二日間にわたる大会は、青少年教育施設を管理される皆様方が一堂に会する貴
重な機会でありますので、ぜひ、皆様方が日頃抱えている課題等について話し合い、情報共有、
課題解決の契機としていただきたいと思います。
最後になりましたが、本日御臨席の皆様方の御健勝と、青少年教育施設が、「生きる力」を
育む場としてますます発展することを祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。
愛知県教育委員会教育長
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平 松 直 巳

＜基調講演＞

11 月 10 日（木）14:30～16:00
会 場：講 堂

■演題
『 みんなで 体験の風をおこそう
～調査結果から見える 青少年の体験活動の意義～ 』
■講師

講師 服部 英二氏
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 副センター長

■講師プロフィール
○愛知県生まれ。大学職員を経て、文部省（現 文部科学省）に転任。

○文部科学省で、主として社会教育行政、生涯学習振興政策に携わるほか、
文部科学省から出向して、内閣府で青少年健全育成や総合調整企画業務の参事官補佐を経験。

○青少年教育施設は、
国立山口徳地少年自然の家、那須甲子少年自然の家事業課長ほか、
国立オリンピック記念青少年総合センター 調査連絡課長・業務課長、
独立行政法人国立少年自然の家本部 主幹、国立青年の家 本部長(2001 年からの法人化創設の
事務局を担当)
また、
国立沖縄青少年交流の家 所長（2007 年 - 2009 年）
、
国立中央青少年交流の家 所長（2012 年 - 2016 年）などを経験。

○現職
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 副センター長

その他に
○金沢大学 大学教育開放センター教授（2005 年 - 2007 年）
○国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター長（文部科学省生涯学習政策局社会教育官
（2009 年 - 2012 年）
、国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官併任 2012 年～）
なども歴任。
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東海北陸地区 青少年教育施設協議会運営研究大会
基調講演

「みんなで 体験の風をおこそう
～ 調査結果から見える青少年の体験活動の意義～ 」

１ はじめに
（１）なぜ 体験活動が必要か
国立青少年教育振興機構が調査研究で明らかにしようとしていること
（２）体験活動の重要性
子供の頃の体験が、成長にとってどのような影響・効果があるのか
どの年齢期に、どのような体験が必要なのか（体験の内容と時期）
体験によって得られる資質・能力（体験の力、生活スキル）
２ 子供の体験と生きる力
（１）自然体験が多い子供は、
① 自立的行動習慣が身についている
② 自己肯定感が高い
③ 道徳性・正義感が高い
（２）生活体験、お手伝いを多くしている子供は、
① 自立的行動習慣が身についている
② 自己肯定感が高い
③ 道徳性・正義感が高い
（３）読書活動を多くしている子供は、
① 意欲・資質、自己肯定感が高い
② 体験が多い子供は、読書量も多い
（４）子供の頃の体験と成人後の資質・能力の関係
子供の頃の体験と、読書量が多かった人は大人になった時の意欲等も高い
（５）日本の子供の姿
①自然体験、生活体験、お手伝いを多くしている子供は、道徳観・正義感が高い。
このことは平成１０年度以降の調査でも同様な傾向
②自然体験の多い子供は正義感が高い、このことは日米中韓でも同様
③今の子供たちは過去と比べると、自然体験や友達との遊びが減少
（６）体験で得られる資質・能力
①どのような力が身につくのか、②どのような働きかけが重要か
３

機構の事業や調査研究活動（気軽に相談、ＨＰ等にアクセスを）
【体験の風をおこそう運動】
「みんなで 体験の風をおこそう！」
東海北陸地区から さらに 風をおこそう
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 副センター長 服部英二
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第１分科会（11 月 10 日（木））
11 月 10 日（木）16:35～17:45
会場：第６研修室

「ねばり強く取り組み、主体的に生き抜く子供の育成
―石川縦断キャンプ「ＡＣＴＩＶＥ２０１６」の実践より―」
この夏、小学５・６年生１８名を対象に１０泊１１日の長期キャンプを実施した。2702ｍの白
山登山、能登の最先端地まで 251ｋｍの自転車移動。困難なプログラムを通して、成長してい
く子供たちの姿を発表します。

司会者 三重県立熊野少年自然の家

指 導 主 事

発表者 国立能登青少年交流の家

企画指導専門職 西 裕之

記録者 愛知県旭高原少年自然の家

-8-

主

事

西村 道登

杉井 聖弥

第１分科会(11 月 10 日（木）) 研究発表要旨
『ねばり強く取り組み、主体的に生き抜く子供の育成』
―石川縦断キャンプ「ＡＣＴＩＶＥ２０１６」の実践より―
国立能登青少年交流の家
企画指導専門職 西 裕之
Ⅰ．はじめに
現代の子供たちは、快適な生活の中で過ごすことが多くなり、全力を出して活動する機会が少な
くなっている。石川縦断キャンプ「ＡＣＴＩＶＥ２０１６」では、これからの激動の世の中を生き抜く力の
基礎を育てることを目指す。長期宿泊体験や全力で取り組む活動を通して、共通の目標に協力して
取り組む力、課題に対してねばり強く取り組む力を育成する。事業名を「ＡＣＴＩＶＥ」とした理由は、
参加者が対象に能動的に働きかけ、ゴールを目指して前進する過程において、仲間の存在の大切
さや、困難なことを乗り越えるよさを実感し、これからの自分に対し、積極的で前向きな生き方をして
ほしいという願いからである。
Ⅱ．研究発表内容
① ＜石川県の自然環境を生かした事業展開＞
石川縦断キャンプ「ＡＣＴＩＶＥ２０１６」は、石川県の縦に長い地形を利用した移動型
長期キャンプである。事業前半は、南に位置する白山を登山し、中盤から後半にかけて、白
山麓から北に位置する能登半島の最先端地「禄剛崎」までの約251ｋｍをサイクリングで移
動した。2,700ｍ級の自然豊かな山や、日本海に面した石川県の自然環境を生かしたダイナ
ミックな行程で事業展開した。
② ＜県内公立施設との連携＞
この事業は、今年度が初年度であり、石川県内にある公立青少年教育施設の３施設（白山
ろく少年自然の家・白山青年の家・能登少年自然の家）と連携した。連携に当たっては「企
画委員会」を設立し、企画段階からともに計画を練ることによって、地域性を生かした事業
展開を行った。このことは、ナショナルセンターとして公立施設に対して、活動の運営方法
や安全管理等について伝えるとともに、事業の教育的意義について普及啓発していくことに
もつながる。
③ ＜プログラムデザインの作成＞
事業全体のねらいの達成に向け、長期キャンプを４つのステージ「出会いのステージ」
「チ
ームづくりステージ」「チャレンジステージ」「旅立ちのステージ」に分けて設定した。これ
は、活動がどのようなねらいで実施され、ステージごとの目指す子供像を明確にしたいと考
えたからである。スタッフ間でプログラムデザインを共通理解し、支援に生かしていくこと
によって、より高い教育効果が得られると考えた。
④ ＜選択コースの設定＞
サイクリング行程の途中には、能登島コースを設定した。島内では、能登島マップを手が
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かりに、チームで話し合いながら宿泊地まで移動するプログラムを２日間仕組んだ。子供た
ちのかかわる力や、自ら判断して行動する力を養うことをねらいとしたプログラムである。
そのため、帯同スタッフは、子供たちの判断の材料となる情報をもちながらも、
「①その求め
に応じて提供すること」
「②子供たちが納得するまで話し合うこと」を前提に支援に当たるよ
うにした。
⑤ ＜振り返りの充実＞
キャンプ全行程において、毎日「ふりかえりの時間」を設定し、チャート式評価カードを
活用し、継続的な自己評価を行った。事業をとおして「①かかわる力」「②感じる力」「③見
つめる力」の３つの力を育成することをねらいとし、それぞれの力に３つの評価項目（計９
つの評価項目）を設定する。このことにより、毎日の振り返りの視点が明確になり、キャン
プ全体を通して自己の成長が自覚できるような支援を工夫した。
⑥ ＜保護者や担任の協力＞
参加者の学校の担任や保護者に協力を依頼し、社会教育において培った力が、学校教育や
家庭教育においてどのような変容が見られるかについて調査した。具体的には、⑤で挙げた
「３つの力」に沿った評価の観点で、事業前と事業後１か月の子供の変容の見取りをお願い
した。これにより、本事業が子供の生活全般へどのような波及効果をもたらすのかを検証で
きた。
Ⅲ．成果と課題
＜主な成果＞
・生き抜く力の基礎を３つの力「かかわる力・感じる力・見つめる力」とし、それぞれを子供
の姿で具体的に表現した。さらに、この姿を自己評価の指標とし、毎日、ふりかえりの時間
を設定した。このことにより、ふりかえりの視点が明確になるだけでなく、子供が自分自身
の成長を自覚することにつながった。
・主な活動や評価、スタッフのかかわり方等について、プログラムデザインに掲載し、スタッ
フ間の打ち合わせを十分に行いながら事業を展開した。これにより、全スタッフが、ねらい
に対してぶれることなく事業を実施することができた。
・県内の公立施設間でプログラムを分担して事業運営することで、それぞれが個々の活動に力
を注ぐことができ、ねらい達成に向け効果的なプログラムとなった。また、公立施設での活
動においても、公立施設の担当職員と打ち合わせを重ねたことにより、事業のねらいに沿っ
たプログラム提供につながった。
＜課題＞
・

自己評価は、単に点数を高くすることが目的ではなく、評価を通して自分自身を見つ

めるきっかけと捉えている。最初は何となく点数を付けていた子供たちは、次第にその日の
自分をしっかりと見つめ、自己評価点が厳しくなる傾向にある。また、プログラムの内容に
よって自己評価が下がるものがあった。よりステージのねらいに迫ることができるようなプ
ログラムを見直すなど、より一層、施設間の連携を図っていく必要がある。
・

参加者１８名に対し、１０８名の応募があった。これは、我が子に困難なことに直面

する経験をさせたいという親の願いである。一人でも多くの子供たちにこのような願いに沿
った事業やプログラムを開発するなど、今後検討する必要がある。
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第１分科会（１１月１０日（木）
）発表内容
【発表】パワーポイントの資料を使っての発表

I

はじめに
現代の子供たちは、快適な生活の中で過
ごすことが多くなり、全力を出して活動す
る機会が少なくなっている。石川縦断キャ
ンプ「ACTIVE2016」では、これからの激動
の世の中を生き抜く力の基礎を育てることを目指す。長期宿泊体験や全力で取り組む活動を通
して、共通の目標に協力して取り組む力、課題に対してねばり強く取り組む力を育成する。事
業名を「ACTIVE」とした理由は、参加者が対象に能動的に働きかけ、ゴールを目指して前進す
る過程において、仲間の存在の大切さや、困難なことを乗り越えるよさを実感し、これからの
自分に対し、積極的で前向きな生き方をしてほしいという願いからである。

II

研究発表内容
[石川県の自然環境を生かした事業展開について]
石川縦断キャンプ「ACTIVE2016」は、石川県の縦に長い地形を利用した移動型長期キャン
プである。事業前半は、南に位置する白山を登山し、中盤から後半にかけて、白山麓から北
に位置する能登半島の最先端地「禄剛崎」までの約 251km をサイクリングで移動した。2,700m
級の自然豊かな山や、日本海に面した石川県の自然環境を生かしたダイナミックな行程で事
業展開した。
① 趣旨
小学校高学年期の子供が長期間の共同生活の中で全力を出し切って取り組む活動をとお
して、激動の世の中を主体的に生き抜く力の基礎を育むことを目指す。
② ねらい
困難な状況に挑戦し、他とかかわり合いながら課題を克服する経験を積むことをとおし
て、主体的に生き抜く力の基礎(3 つの力「かかわる力・感じる力・見つめる力」)を育
てる。
③ 日程
（１）期日平成 28 年 7 月 31 日(日)～8 月 10 日(水)【10 泊 11 日】
（２）参加者 18 名(石川県 16 名、岐阜県 l 名、栃木県 l 名)
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（３）研修内容及び講師
○事業説明○実習「アイスブレイク」
7 月 17 日(日)

出
会
い

7 月 31 日(日)

○開講式○実習「アイスブレイク」
○実習「白山登山」
(県立白山ろく少年自然の家～別当出合～白山室堂)

チ
ー
ム
作
り

○実習「白山登山・下山」
(室堂～山頂・御前峰～別当出合～県立白山ろく少年自然の
家)
○実習「イワナつかみ体験」「サイクリング約 20km」

8 月 3 日(水)

(県立白山ろく少年自然の家～昆虫館芝生広場)
○実習「竹細工・竹ご飯・流しそうめん」

8 月 4 日(木)

「白山比咩神社参拝」
○実習「サイクリング約 78km」

8 月 5 日(金)

8 月 6 日(土)

○事前アンケート
○実習「登山の準備」

8 月 1 日(月)

8 月 2 日(火)

○実習「サイクリング」

(県立白山青年の家～国立能登青少年交流の家)

チ
ャ
レ
ン
ジ

8 月 7 日(日)

○実習「サイクリング約 45km」
(国立能登青少年交流の家～能登島・松島オートキャンプ
場)
○実習「サイクリング約 74km」
(能登島・松島オートキャンプ場～県立能登少年自然の家)
○実習「大型カヌー」 (県立能登少年自然の家)

8 月 8 日(月)

○実習「レクリエーション・ふりかえり」
(県立能登少年自然の家)
○実習「サイクリング約 34km・ふりかえり」

8 月 9 日(火)

旅
立
ち

8 月 10 日(水)

(県立能登少年自然の家～禄剛崎)
バス移動(禄剛崎～国立能登青少年交流の家)
○実習「ふりかえり」 (国立能登青少年交流の家)
○閉講式・宣言(なりたい自分)

（４）プログラムデザイン
ねらい達成に向け、長期間のキャンプを 4 つのステージに分けて設定した。単に
活動を羅列するのでなく、ステージのねらいに合わせて実施することで、効果的
に子供の成長を促す。
【4 つのステージのねらい】
出会い

これからの活動に対し、新しく出会った仲間と共に取り組んでいこ
うとする意欲をもつ

チーム作り

同じ班の仲間と励まし合い、目的を共有しながら登山することによ
り、仲間意識を高める
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チャレンジ

困難なサイクリングに対し、仲間と声をかけ合いながらやり抜くこ
とにより、仲間の大切さを実感する

旅立ち

全日程をやり遂げた達成感を感じるとともに、自分の成長を見つ
め、これからの自分の生き方について考える

④

成果と課題

（１）3 つの力「かかわる力・感じる力・見つめる力」の変容を見取る評価
i.

量的評価
(ア)ふりかえりカード
9 つの評価規準を設け、それぞれ 5 段階で自己評価した。
キャンプ前とキャンプ中の毎日(最終日を除く)の合計 11 回行った。ま
た、子供自身がふりかえり易くするため、自己評価のポイントをチャー
ト図に表したり、 全てのカードを 1 冊のファイルに納めたりした。
3 つの力

評価規準
①自分から進んで友達や指導者に話すことができたか。

かかわる力

②相手の立場に立って話したり、行動したりすることが
できたか。
③友達と励まし合って活動に取り組むことができたか。
④友達のよいところを見つけたり、感じたりすることが

感じる力

できたか。
⑤自然の素晴らしさや厳しさを感じることができたか。
⑥仲間の存在の大切さに気付くことができたか。
⑦自分自身のよいところを見つけることができたか。
③あきらめないで最後までがんばりぬくことができた

見つめる力

か。
⑨指示されるだけでなく、自分で考えて行動することが
できたか。

(イ)保護者・担任による評価
キャンプ前とキャンプ終了 1 か月後に保護者と担任による評価を行った。
自己評価と同じ評価規準で評価することで、家庭生活や学校生活におい
て 3 つの力がどのように生かされているか見取った。また、終了 1 か月
後の調査では、キャンプ前と比較して成長していると感じられる項目を
挙げてもらった。
ii.

質的評価
(ア)ミニ作文・ふりかえり作文
毎日のふりかえりカードに、ミニ作文の欄を設け、その日の気付きをそ
の日のうちに記入できるようにした。キャンプ最終日は、自分の成長や
今後の生き方等について文章でまとめた。
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(イ)参与観察
班付きスタッフは各班 2 名・本部スタッフは 1 名配置した。スタッフに
は手帳を配布し、子供の変容について記録した。子供と一緒に活動する
スタッフならではの視点で記述するようにした。なお、記録にあたって
は、プログラムデザインに位置付けているねらいと 9 つの評価規準を意
識した。
（２）量的評価の結果と考察
i.

自己評価
. 3 つの力とも「出会い」から「チーム作り」にかけて得点が大きく上が
り「チャレンジ」初日で下がった得点が、最後に全て上昇している。
・白山登山の日(8/1・2)、サイクリング行程の能登島選択ルートを走行し
た日(8/6)、
禄剛崎にゴールした日(8/9) にそれぞれ高得点を示している。
このことから、生き抜く力の 3 要素の高まりは、全力を出し切り達成感
を味わうことと関連がある。
・特に着目したいのは「自分のよいところを見つける。
」の観点である。事
業前は 3.3 ポイントだったこの観点は、
事業終盤に大きく数値を上げ、4.
6 ポイン卜となり、上昇率は 1.3 ポイントと 9 観点のうちで一番大きく
向上した。これは、困難なキャンプをやり抜いたことが自信となり、達
成できた自分自身への自信の表れだと考える。長期のキャンプであるか
らこそ、継続的な自己評価の場を設定することができる。そして、自分
自身をじっくりと見つめることによって、自己肯定感を高めていくこと
につながったと言える。
<27 年度長期キャンプ「全力キャンプ」との自己評価比較>
昨年度実施した 10 泊 11 日の長期キャンプにおいても、 3 観点 9 項目の
自己評価を行った。昨年度は、参加者の自己評価から「最後まであきら
めない」
「友達と励まし合う」など観点の向上が見られるなど、大きな
成果を上げることができた。その反面、
「子供自身が自分で考え判断し
行動する力」の向上があまり見られず、課題を残した。
そこで、今年度のキャンブでは、子供たちが自ら考え判断する場を意図
的に仕組む必要があると考え「能登島選択ルート行程」を取り入れた。
この行程は、それまでのスタッフが先導して走るサイクリングとは違い、
チームでルートを考え、子供たちだけで話し合いながらゴールまで走る
行程である。スタッフに頼ることができない子供たちは、自分たちでル
ートを話し合う状況が自然と生まれ、自転車を進めては途中で立ち止ま
り、様々な情報(与えた地図、道路標識や看板、周囲の状況等)を判断材
料にしながら、ゴールを目指す姿が見られた。
平成 27 年度と 28 年度の「自分で考えて行動する」の数値比較から以下
の 2 点について考察した。
1.登山行程やサイクリング前半(4～6 日目)の行程では、スタッフが先導
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して走行したため、数値の上昇はあまり見られない。
しかし、能登島選択ルートを取り入れた 2 日間（7 日目、8 日目)では、
数値が大きく上昇した。このことから、能登島選択ルートは、子供たち
の「自ら考え判断して行動する力」を付けるための手立てとして有効で
あった。
2.事業全体を通して見ると昨年度の数値の上昇率 0.3(3.9→4.2)に比べ、
今年度の上昇率 1.2(3.6→ 4.8) が 4 倍と高くなっている。これは、今
年度取り組んだ能登島選択ルートで付いた力が、その後のプログラムに
も効果をもたらし、自ら考えて行動できる姿につながったと考える。
また、能登島選択ルートを終えた日の振り返りの時間では「能登島選択
ルート」と「スタッフが先導するルート」の 2 つのルートを比較し、そ
れぞれどんな思いで走ったのかを話し合う時間を設定した。
ii.

保護者・担任による事前・事後評価
事業終了 1 か月後の全ての得点が事前に対して上回っている。本事業を
とおして培った力が、家庭や学校においても活かされている。また、事
業後の子供の様子から、保護者は特に「最後まであきらめない」
「考え
て行動する」ようになった、担任は特に「最後まであきらめない」よう
になったと感じている。
もちろん、10 泊 11 日のキャンプを経験したことが子供たちの成長につ
ながったという安易な考えで捉えているわけではない。しかし、ただ困
難なことに挑戦するのではなく、明確な意味付けされたプログラムを仕
組むこと、自己を見つめる振り返りの機会を継続的にもち、学びの場を
充実させることなど、キャンプの趣旨に沿った支援をすることが、子供
たちが成長していくきっかけとなったことは断言できる。

（３）ふりかえり作文より
・登山では、みんなで登ると 1 人よりもあきらめずに頑張れるし、力がわいてくる
ということが分かりました。前よりもあきらめない気持ちが付いたと思います。
サイクリングでは、「大丈夫!」
「登れる!」と声をかけ合って、励まし合ったから
一番きつい坂道も登れたのだと感じました。全員が必死になってやることはこん
なに楽しいことなのだと実感しました。
・私の目当ては「思ったことはしっかり言う」でした。それは、これまでの私は、
班の中で言い合いになった時は友達関係が崩れるのが嫌で逃げていました。この
キャンプで思ったことは、思っていることを言うだけだと相手が嫌な気持ちにな
ることがあるから、その人が言われてうれしい言葉に変えて言っていきたいと思
いました。
11 日間も一緒にいると、最後は別れるのがとてもつらいです。サイクリングで、
ひとこぎこぐ度に、ゴールに近づいていると思うと、もうこぎたくないと何度も
何度も思いました。
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（４）成果と課題
《成果》
・長期キャンプだからこそねらうことができる教育効果がある。ねらいを明確に
し、プログラムデザインを作成し、ステージ制を設けた。活動を羅列するので
はなにそれぞれのステージのねらいに沿った活動を組み入れていくことが大切
である。
・生き抜く力の基礎を 3 つの力「かかわる力・感じる力・見つめる力」とし、そ
れぞれの子供の姿で具体的に表した。その姿を自己評価の指標とし、毎日振り
返りの時間を設定することで、子供が自分自身を見つめ、自己の成長を自覚で
きるように支援することができた。
・子供を長期に渡って参加させる保護者の思いを大切にしながら、事業を展開す
ることが大切である。具体的には、次の 3 点に配慮した。
1.事前説明会を聞き、キャンプの構想、日程等についてきちんと説明した。こ
のことにより、不安な気持ちを少しでも軽減し、信頼を得ることができた。
2. 1 日に最低 1 回は事業の様子を HP に公開し、子供たちの様子を伝えた。こ
のことにより、子供たちの日々のがんばりを知ってもらい、事業後に子供を
称賛してもらうことにつなげた。
3.開講式に保護者も参加し、子供一人一人の思いを聞く機会を設けた。また、
事業中の様子をスライドショーで観てもらい、頑張った子供と、思いを共有
することができた。
・登山やサイクリングは、危険が伴うため、事前の実地踏査を入念に行い、安全
管理を徹底した。白山は、登山経験が豊富な連携公立施設の職員と現地研修を
2 回行った。また、事業中は、看護師に帯同してもらい、子供の体調管理につ
いて気を配ってもらった。サイクリング行程では、職員が事前に走行し、道路
の状況、休憩ポイント等を地図上に反映し、スタッフの事前打ち合わせで活用
した。このように、子供の命を預かる立場として、万全の安全対策をとる必要
がある。
・1 施設単独で実施するのではなく、県内の公立 3 施設と連携し、効果的に事業
を進めた。そのために、事前に企画会議を数回聞き、多様な意見を交換し、全
施設で事業を作り上げるという意識をもって取り組んでいくことができた。
・サイクリングでは、いきなり長距離を走行することは困難である。初日はゆる
やかな下り坂が多くて短距離、2 日目は平坦な道で長距離、3 日目は起伏のある
道で中距離、4 日目は起伏のある道で長距離、というように、徐々に負荷のか
かるプログラムを設定することが大切である。また、子供たちの疲労が蓄積さ
れていくことも考慮し、途中に施設滞在日を設定することも大切である。
《課題》
・自己評価は、単に点数を高くすることが目的ではなく、評価を通して自分自身
を見つめるきっかけと捉えている。最初は何となく点数を付けていた子供たち
は、次第にその日の自分をしっかりと見つめ、自己評価点が厳しくなる傾向に
ある。それが故に、8/4 の評価点が下がったことは、子供たちの素直な反応で
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あると考える。この事業は、4 つのステージ制を設定し、
「チーム」での活動を
通して「個」の生き抜く力を育成することをねらった事業である。竹細工は「自
然を感じる」の観点では、とても大切なプログラムではあるが、よりチームの
力が高まるような別のプログラムを考えるなど、今後検討が必要である。
・参加者の個人装備の管理面で問題があった。特に、山小屋で利用した乾燥室で、
他の登山者との問で、雨具の取り違えがあった。団体名を明らかにしておくな
どの対応が必要であった。
III 質疑応答
質問：この事業の経費について、参加料あるいは補助金等があるのか教えてほしい。
回答：参加費は１０泊１１日で子どもひとり当たり約２５，０００円ほどであり、他に補給水や
チームウェア代で約２，８００円であった。事業経費としては、バス代、自転車運搬費、
ボランティアスタッフの謝礼合わせて１５０万円ほどかかった。
質問：参加費以外の経費で、民間の助成金があったり自己の団体の自主財源を投入していたりす
るのか。
回答：教育プログラムの経費として施設として決められている額を投入しているのが主である。
また、外部資金としてトムソーヤの企画コンテストに応募したりして登山に必要な物品を
購入した。
質問：班付きリーダーは子どもたちの話し合いの発言を、逐一メモをとるとあったがそれが具体
的に活動にどのように活かされたのか教えてほしい。
回答：班付きリーダーにはポケットサイズの手帳を与えて、前泊をしてもらってこの事業の趣旨
とかプログラムデザインの考え方を伝えたうえで、６人の班の子どもの中で２人だけ抽出
をする観察対象を作ってその子どもをまず見てもらった。それは、事前の説明会の中でア
イスブレイクをしたり子どもたちに実際に自転車を選んで交流の家の周りを試走したりす
るのだが、その時の様子を見て決めた。その中で非常に支援に役立ったことは、自己評価
の中で自分自身の良いところを見つけることができたかという項目でずっと「１」だった
子どもがいて、この「１」に対してすごく気になったスタッフが何か支援することできる
かという相談を受けて、その次の日の振り返り時に私が「今日、友達のいいところを見つ
けることができた人」と投げかけたときに、その子のことを私はその子がすごく声をかけ
てみんなに励ましている姿は励みになって頑張れたと伝えた。他者から認められることに
よって、それは君のいいところではないのかと投げかけたときに、それは自分のいいとこ
ろだったのかと自己肯定感につながった。それからその子は「自分の良さを見つけること
ができたか」という評価点を上げていったという成果があった。
質問：１１日間の長い活動の中で、途中で脱落しかけた子どもに対しどのような励ましをしたの
か。
回答：雨が降り滑りやすい環境の中で下山中に一人の女の子が恐怖を感じ、みんなと一緒に歩け
ないという状況が出てきて、そういった場合のスタッフの支援体制も事前に話し合ってい
たので私が最後尾にいるので、私と看護師の方と３人でゆっくり下ろしたということがあ
った。またその後、その子を出迎える子どもたちがいて仲間意識を高めていくことの有効
な素材になった。
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質問： 学生ボランティアについて、終わった後の満足感、達成感はどのようであったか。
回答：学生ボランティアはボランティア経験が豊富で、夜も寝ずに自分の班の子どもの様子など
を情報交換している姿があった。こちらが早く寝るように伝えていても、それくらい頑張
ってくれた。終わった後も、また来年もこのキャンプのスタッフとしてぜひ来たいと言っ
てくれた学生もいた。登山は、石川高専のワンダーフォーゲル部のスタッフが７～８人ほ
ど顧問の先生も付いてきてくれたので、参加者１人にスタッフ１人つくことができた。
質問：少ないスタッフでどのように参加者の子どもたちの１日間に目を配らせることができたの
か。
回答：スタッフはみんな子どもが好きで、また日頃から私も結構交流していたスタッフがいたの
ことで職員とスタッフの信頼関係は築けていた。子どもたちにはずっと付きっきりになる
ことはできないが、班付きのスタッフは絶対班にいてもらうことにし何か困ったこと等が
あったら本部に報告させるようにした。自分は、参加者全員を教員として見ていくことと
した。
少し話は変わるが、キャンプ中の様子も保護者に向けても１日１～２回ほどホームページ
に写真や子どもたちの様子をアップしていた。
質問：夜のミーティングで、スタッフが席をはずしていた時の対応はどのようにしていたのか。
回答：スタッフミーティングは本当に遅い時間に実施することになってしまった。子どもたちは、
遅くとも９時３０分には就寝し、それから活動やスタッフミーティングの時間を計算して
行った。
質問：１０泊１１日のキャンプを行うのに、ずっと付きっきりの職員が何名くらいおり、ボラン
ティアスタッフの募集をどのように行っているのかを教えてほしい。
回答：交流の家の職員でこの事業にあたったのは４人で、運営にあたったのは２人、経理やマネ
ジメントにあたったのが２人。企画会議では、白山青年の家の方や白山ろく少年自然の家
の方とその施設の企画委員の人が中心になって登山行程を作ってもらったり、施設でのプ
ログラムをやってもらったりした。そのため、その施設に立ち寄った時のプログラムは、
ほぼお任せになった。ただ、企画委員で一緒に話し合っているので事業の考え方などをみ
んなで共通理解しているのですごくやりやすかった。そういった協力があって助かった。
また、ボランティアの募集は、ボランティア養成セミナーなどで広報し、４月の段階から
チラシを作成して配布していた。また、口コミや、施設のボランティアを頑張ってくれて
いる人にも声をかけたり、ボランティアに精通している職員を通して募集をしたりした。
希望者は非常に多かったが、大学の講義や試験があり確保が難しかった。次年度は、スタ
ッフを確保するために１週間ずらす方向で考えている。
質問：募集定員を初めから１８名に絞って募集したのか。また、申込者が１０８名おり、参加決
定した１８人の中で、石川県１６名、岐阜県１名、栃木県１名という構成であるがこの絞
り方はどのように行ったのか。
回答：１８名と公表して募集した。６名の班を３つとして、それより多いと安全管理が行き届か
ないため。募集は１０８名の応募があったが、石川県内の小学校５、６年生すべてにチラ
シを印刷して広報した。また、富山県も氷見市だけチラシを配布した。
県外枠は、企画委員会の段階で２名から多くても３名と決めておいた。県外は広報してい
ないので、ホームページを見て応募してきた子どもが７～８人ほどいた。
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質問：申込１０８名からどのように絞ったのか。
回答：参加動機を必ず書いてもらいそれを職員で読み、どんな思いがあるかをまずいくつか抜粋
した。その中から、所長が抽選を行ったのだが、石川県を縦断するキャンプなので、その
場所その場所に子どもの住んでいる地域があればいいという思いで、できるだけ全部の域
に広がるように調整した。あまり１か所に固まらないように、１つの学校からは２人以上
はとらないと決め、みんなが初めて出会う仲間ということを大切にして選考基準とした。

IV

情報交換

質問：静岡県立三ケ日青年の家では、陸上と海上の施設が半々であるが、ここ最近いろいろな体
験活動を行ってきているが、１つ１つのプラグラムに関して目的やどれだけ効果があった
かという点で工夫していきたいと考えている。発表の中で出てきた、振り返りカードやア
ンケートなどは独自で考えられたものなのか。
回答：国立能登青少年交流の家のキャンプで使ったものは、自分が小学校で勤務していた時に、
総合的な学習の時間の評価基準を自分たち独自で作ったものを少し変えながら、キャンプ
全体でどんな力がつけられるのかをあげて、昨年キャンプを担当した職員と議論してこの
キャンプではこの力がいいのではないかということで行った。
質問：浜松市かわな野外活動センターでは、夏の体験・利用は結構あるが、冬の体験は何を行お
うか考えている。冬の活動で行っていることを教えてほしい。
回答：豊橋市青少年センターでは、３月ほどの寒い時期に豊橋市の野外教育センターと共同で、
親子で防災体験ということで避難所体験を行った。少ない参加者数であったが、１泊２日
本当に体育館で寝られるのか、避難所として会場が開設された場合に自分たちで生き抜く
ことができるのだろうかというような点で親子の力を合わせて、あるいは参加者したみん
なのチームワークで避難所体験をするといったことを行ったことがある。
回答：静岡県立三ケ日青年の家では、
結果を強要したりあっせんしたりしているわけではないが、
独身の方を募りお互いに話をする機会を設けている。このことに関しては、教育委員会か
らもっと教育的見地に立つようにも言われているが、集まってくる方からはその地域にそ
ういった場がないという点が見えている。これは、社会教育施設としての使命でもあると
感じられる。
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第１分科会（11 月 11 日（金））
11 月 11 日（金） 9:00～10:30
会場：第６研修室

「白山手取川を旅するキャンプ」
日本三名山の一つ『白山』にチャレンジ。そこから流れ出る手取川での川遊び。
大自然の中での大きな感動体験。初めて出会う仲間との協力と友情。子ども達の笑
顔と感動の記録の実践を発表します。

司会者 三重県立熊野少年自然の家

指 導 主 事

西村 道登

発表者 石川県立白山青年の家

専

前川佳津行

記録者 愛知県旭高原少年自然の家
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門

主

員

事

杉井 聖弥

第１分科会(11 月 11 日(金)) 研究発表要旨
『白山手取川を旅するキャンプ』
石川県立白山青年の家
専門員
前川佳津行
Ⅰ.はじめに
石川県立白山青年の家は、日本三名山の一つである白山のふもとにあり、日本に三
千余社ある白山神社の総本宮白山比咩（しらやまひめ）神社に近接している。
1969 年、東に標高 650m の獅子吼高原、北は鶴来の街並みに続く金沢平野、西は石川
県を南北に流れる手取川、南には舟岡山、と自然に恵まれた地に建設され、2005 年に
リニューアルオープンした。 白山ろくの自然、文化、風土を生かしながら、集団での
宿泊生活、自然体験活動、環境学習などを通して、青少年の健全な育成を目指してい
る。
掃除の行き届いた施設は、小中高校生・大学生をはじめ県下の企業、家族など多く
の方々に利用していただいている。そのニーズに応じて、様々な体験活動、自主活動、
ファミリー対象の講座、ボランティア養成講座などを実施している。また、年間通し
て実施される「いしかわ子ども自然学校」の事業には、ボランティアとして高校生か
ら大学・一般の多くの方々に参加していただいている。
Ⅱ.研究発表内容
毎年県教委生涯学習課から、県下の小中学生に個人参加型パンフレット「いしかわ
子ども自然学校」が配布され、今年度も、｢いしかわ子ども自然学校」の『サマーチャ
レンジ』
（15 コース）のうちの２コースが、白山青年の家で実施された。
A コース「チャレンジ白山！」
、B コース「飛び出せ元気な夏キャンプ」どちらのコ
ースも白山手取川ジオパークを舞台に、ワクワクドッキドキの感動体験をねらう内容
である。
5 月 24 日までにパンフレットに付いている往復はがきで申し込み、
抽選で決定される。
◆A コース『チャレンジ白山！』…故郷の山、日本 3 名山の白山に登ろう！
７月 24～26 日実施 申込み 45 人/参加 42 人。7 月 3 日、事前説明会を行った。活
動の趣旨について確認し、参加児童生徒・保護者との共通理解を図る。
24 日初日は、仲間作りゲーム、班活動、翌日の朝食作りをして早目に就寝。
25 日は、白山の登山地点である別当出合へバス移動。3 班に分かれ、水場やトイレ
がある砂防新道ルートで室堂に向かった。出発時は好天で、絶景と高山植物を満喫で
きたが、途中から天候が変化し、視界にガスが広がった。室堂で翌日の天候が悪化す
るとの情報を得たので、予定を変更し山頂アタックを決行。全員山頂に立つことがで
きた。
26 日は夜明け前から降雨のため、朝食後雨具を装着し、南竜経由で下山。川のよう
になった登山道をゆっくり慎重に歩き、全員無事に帰還。子ども達は、疲れてはいた
が満足気な様子だった。自然の美しさと脅威を目の当たりにする貴重な登山体験とな
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った。
室堂で、参加者の一人が体調を崩した。夜中に何度か嘔吐し身体がふらつく状態だ
ったので、翌日の下山のためのレスキューを依頼。幸いなことに、時間の経過と共に
回復し、自力で下山することができた。
◆B コース『飛び出せ元気に夏キャンプ』…大日川での川遊びとキャンプ体験
８月７～９日実施。申込み 113 人/106 人参加。 106 名の参加者と 16 名のボランテ
ィアが参加。安全を第一に、子ども達にいかに感動体験をさせるかが課題である。
初日の 7 日は、仲間との出会いとテント泊。テント設営、野外炊飯では、仲間と協
力しながら絆を深めた。日常では見られない星空の下でのテント泊に、子ども達は目
を輝やかせていた。
８日は、手取川の支流である大日川での川遊び。５グループに分かれ、ローテンシ
ョン
で「飛び込み」
、
「川流れ」
、
「水生生物観察」、
「川歩き」を体験した。川幅をいっぱい
に使っての活動は、笑顔と歓声にあふれていた。午後は、自然の川の中での「イワナ
つかみ」
。河原で焼いたイワナは、頭から尾ひれまで丸ごと食した。
９日の「ウォークラリー」では、班の仲間と協力しながら活動。絆をさらに深めた。
天候に恵まれ、ジオパークの里山エリアを十分満喫できた 3 日間であった。
Ⅲ.成果と課題
【成果】
毎年定員（A40 人、B120 人）近くの応募があることから、
『サマーチャレンジ』に対す
る保護者の関心が高いこともうかがえる。
今年度も、事前の周到な計画、準備に加え、参加者の健康状態の把握・管理を徹底す
ることで、そして関係諸機関、登山指導者、ボランティアへの協力を得て、安全に実
施できた。
白山登山では、標高 2400m で体調を崩した児童がいたが、看護士、元看護師のベテラ
ン登山家の的確な判断により、最善の対策を取ることができた。自然の事故なく、夏
休みにしかできないダイナミックな活動を通して、達成感や感動が得られたことは、
子ども達にとって有意義であると共に、自然を身近に感じ、大いに楽しむ体験であっ
たと思われる。
【課題】
大自然の中での体験活動なので、何よりも安全対策が優先される。参加児童の安全を
確保するため、活動に対して募集定員が適正なのか、ボランティアの人数が十分足り
ているか、活動内容に無理はないかなど検討を重ねていくと共に、より充実した活動
内容を模索したい。
悪天候であった場合でも、恵まれた自然を活かした活動内容にすべく、情報収集と工
夫を継続していきたい。
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第１分科会（１１月１１日（金）
）発表内容
【発表】パワーポイントの資料を使っての発表
I

はじめに
石川県立白山青年の家は、日本三名山の一
つである白山のふもとにあり、日本に三千余
社ある白山神社の総本宮白山比昨(しらやま
ひめ)神社に近接している。
1969 年、東に標高 650m の獅子日孔高原、
北は鶴来の街並みに続く金沢平野、西は石川県を南北に流れる手取川、南には舟岡山、と自然に
恵まれた地に建設され、2005 年にリニューアルオープンした。白山ろくの自然、文化、風土を生
かしながら、集団での宿泊生活、自然体験活動、環境学習などを通して、青少年の健全な育成を
目指している。
掃除の行き届いた施設は、小中高校生・大学生をはじめ県下の企業、家族など多くの方々に利
用していただいている。そのニーズに応じて、様々な体験活動、自主活動、ファミリー対象の講
座、ボランティア養成講座などを実施している。また、年開通して実施される「いしかわ子ども
自然学校」の事業には、ボランティアとして高校生から大学・一般の多くの方々に参加していた
だいている。

II

研究発表内容
毎年県教委生涯学習課から、県下の小中学生に個人参加型パンフレット「いしかわ子ども自然
学校」が配布され、今年度も、
「いしかわ子ども自然学校」の『サマーチャレンジ』 (15 コース)
のうちの 2 コースが、白山青年の家で実施された。
A コース「チャレンジ白山!」
、B コース「飛び出せ元気な夏キャンプ」どちらのコースも白山手
取川ジオパークを舞台に、ワクワクドッキドキの感動体験をねらう内容である。5 月 24 日までに
パンフレットに付いている往復はがきで申し込み、抽選で決定される。
(1) A コース『チャレンジ白山!』…故郷の山、日本 3 名山の白山に登ろう!
◆故郷の山、日本三名山の白山に登ろう！
白山の頂上にチャレンジ。大自然の雄大さを感じよう！
参加者相互が協力し、様々な活動にチャレンジしよう！
7 月 24～26 日実施。申込み 45 人/参加 40 人。参加費 10,000 円。
登山講師 3 人 ボランティアスタッフ 7 人
7 月 3 日、事前説明会を行った。活動の趣旨について確認し、参加児童生徒・保護者との
共通理解を図る。
【事業のねらい】
・つらさやきびしさに耐え、がまんする心の育成
・仲間と励まし合うことで、共に目的をなしとげたいと思う心の育成
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・郷土の自然の美しさを学び大切にしたいと思う心の育成
【日程・内容】
24 日初日は、仲間作りゲーム、班活動、翌日の朝食作りをして早目に就寝。
25 日は、白山の登山地点である別当出合へバス移動。3 班に分かれ、水場やトイレがあ
る砂防新道ルートで、室堂に向かった。出発時は好天で、絶景と高山植物を満喫できたが、
途中から天候が変化し、視界にガスが広がった。 室堂で翌日の天候が悪化するとの情報
を得たので、予定を変更し山頂アタックを決行。全員山頂に立つことができた。
26 日は夜明け前から降雨のため、朝食後雨具を装着し、南竜経由で下山。川のようにな
った登山道をゆっくり慎重に歩き、全員無事に帰還。子ども達は、疲れてはいたが満足気
な様子だった。自然の美しさと脅威を目の当たりにする貴重な登山体験となった。
室堂で、参加者の一人が体調を崩した。夜中に何度か幅吐し身体がふらつく状態だった
ので、翌日の下山のためのレスキューを依頼。幸いなことに、時間の経過と共に回復し、
自力で下山することができた。
(2) B コース『飛び出せ元気に夏キャンプ』…大日川での川遊びとキャンプ体験
◆白山ろくでキャンプ・川遊びを体験しよう！
テント泊にチャレンジして、夏の夜を楽しもう！
参加者がお互い協力し、我慢や友情の大切さを学ぼう！
8 月 7～9 日実施。定員 110 人 申込み 111 人/参加 106 人。参加費 5,500 円。
ボランティアスタッフ 全日程参加 7 名 川遊び 14 名
安全を第一に、子ども達にいかに感動体験をさせるかが課題である。
◆2015 年ゴールデンウィークに手取川上流の中ノ川で斜面の崩落により河川の濁りが発生。
今年も濁水日が多く、影響のない支流の大日川で「川遊び」を実施。
【事業のねらい】
・初めて出会った仲間と協力し、いろいろな活動にチャレンジしたいと思う心の育成
・自然体験活動を楽しみ、我慢し、豊かで逞しい心の育成
・ジオパークを学び、命と自然を大切にしたいと思う心の育成
【日程・内容】
初日の 7 日は、仲間との出会いとテント泊。テント設営、野外炊飯では、仲間と協力しながら
粋を深めた。日常では見られない星空の下でのテント泊に、子ども達は目を輝かせていた。
8 日は、手取川の支流である大日川での川遊び。5 グループに分かれ、ローテンションで「飛び
込み」
、
「川流れ」
、
「水生生物観察」
、
「川歩き」を体験した。川幅をいっぱいに使つての活動は、
笑顔と歓声にあふれでいた。午後は、自然の川の中での「イワナつかみ」。河原で焼いたイワナは、
頭から尾ひれまで丸ごと食した。
9 日の「ウオークラリー」では、班の仲間と協力しながら活動。紳をさらに深めた。
天候に恵まれ、ジオパークの里山エリアを十分満喫できた 3 日間であった。
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III 成果と課題
【成果】
毎年定員(A40 人、B120 人)近くの応募があることから、
「サマーチャレンジ』に対する保護者の
関心が高いこともうかがえる。
今年度も、事前の周到な計画、準備に加え、参加者の健康状態の把握・管理を徹底することで、
そして関係諸機関、登山指導者、ボランティアへの協力を得て、安全に実施できた。
白山登山では、標高 2,400m で体調を崩した児童がいたが、看護師、元看護師のベテラン登山家
の的確な判断により、最善の対策を取ることができた。自然の事故なく、夏休みにしかできない
ダイナミックな活動を通して、達成感や感動が得られたことは、子ども達にとって有意義で、あ
ると共に、自然を身近に感じ、大いに楽しむ体験であったと思われる。
【課題】
大自然の中での体験活動なので、何よりも安全対策が優先される。参加児童の安全を確保する
ため、活動に対して募集定員が適正なのか、ボランティアの人数が十分足りているか、活動内容
に無理はないかなど検討を重ねていくと共に、より充実した活動内容を模索したい。
悪天候であった場合でも、恵まれた自然を活かした活動内容にすべく、情報収集と工夫を継続
していきたい。

IV

質疑応答

質問：白山登山ということで、自然の環境が厳しい中での実施の判断基準はどのように行ったの
か。また、２日目（7/26）に強制下山したとのことであったがその時の判断基準はどのよ
うにして行ったのか。
回答：天気予報で警報や注意報が発令されたら外での活動を一切しないと決めていた。
強制下山時は、当初は天候もそれほどひどくなる予定はなかったが、間近にひどくなると
わかりヒマラヤ登山経験者の講師が良い判断をしてくれた。もう一日滞在はできるとのこ
とであったが、台風ではないので一番安全なルートで時間をかけて降りることにした。
質問：登山中の雷がありそうな時の情報の集め方や判断基準はどのように行ったのか。
回答：携帯電話がつながる場所なので、それで天気予報等を確認していた。講師とも相談しなが
ら、雷の情報をつかんでいた。
質問：厳しい環境の中での活動で、食事についてメニューや摂らせ方の工夫はあったか。
回答：食事は普段と同様のものであったが、水分補給に注意した。ただの水ではなく、スポーツ
ドリンクを摂らせるようにし体内のバランスを整えるようにした。
質問：参加者１１０名に対し川のプログラムでスタッフが１４名とあったが、安全管理上厳しく
なかったのか。また、３グループ分のスタッフが計算上足りないように思えるが、職員で
補填したのか。
回答：予算は減らされていくものの、定員１１０名は石川県の議会で決められており、減らすこ
とができなかった。今までは、学校の先生が夏休みということでボランティアに来てもら
っていたが、会議等が入り忙しいという理由で協力が難しかった。学生は、祭りの時期と
重なり高齢者の代わりにみこしを担ぎに行くということもありボランティアの確保が難し
くなってきている。
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昨年度は、最低１グループにつき１人以上のスタッフがいたが、今年度は確保できずプロ
グラムによっては班付きでスタッフがつかない運営を取った。また、川遊びでは班を崩し
て５班に再編成し、そこに２～３名のスタッフがつく形にし、川遊びをする班、見学をす
る班のローテーションで行った。
質問：登山の事業で、募集の段階で参加者に持ってきてもらう備品や装備等の説明はどのように
工夫したのか
回答：事前説明会の際に、スタッフの持っている持ち物を見せた。
質問：多動傾向がある子どもの対応については、事前に申告してもらっていたのか。
回答：事前に保護者からもらった調査書に書いてあった。今回は、スタッフ２人体制でついてい
たが、心配するようなことは特に起こらなかった。
V

情報交換
質問：本部や議会等から、活動の集客率を上げるようにと言われているが、限界にきているよう
にも感じられる。そんな中、職員やスタッフが手薄になる活動もあり、もしもの時の不安
を抱えながら行っている。スタッフの配置について、厳しかった事例や、安全管理上絶対
譲れないポイントを決めて運営しているなどの事例があれば教えてほしい。
回答：静岡県立三ヶ日青年の家では、大学生のボランティアの方は継続して参加してもらうこと
でレベルが向上して、卒業後も OB として参加してくれている状態になっている。また、事
前に整備作業を行う場合は、近隣の中学生が３０名～４０名が来てくれて清掃をしてくれ
る。地元の協力団体も二つありそこからもスタッフを出してもらっている。
質問：災害が起きた時の避難所として定められている施設は、どのくらいあるのか。また、地域
との連携はどのようなことを行っているか。
回答：岐阜市少年自然の家では、避難所として定められているが、地域の公民館にも備蓄品があ
るのでそこがまず避難所として指定される。そういった場所にたどり着けないケースが出
てきた際に開設する形となっているため、地域住民と一緒に防災訓練を行ってはいない。
回答：春日井市少年自然の家は、福祉避難所となっている。
回答：立山青少年自然の家は、防災キャンプを２年間実施したが今年度廃止した。これは、防災
グッズの準備や地域との連携が難しくとても大変である点、避難所としても定められてい
ないからである。
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第２分科会（11 月 10 日（木））
11 月 10 日（木）16:35～17:45
会場：第８研修室

観音山少年自然の家の今後の在り方を考える
～観音山の歴史や時代背景・感動体験が与える影響などの考察を通して～
平成 27 年度に、平成３年度以来最多の 42,234 人の利用となりました。このことをきっかけ
に、開所以来、ある程度の利用人数を確保してきた理由を、様々な考察から探りました。その
内容を発表します。

司会者

富山市野外教育活動センター

副 主 幹

中川 隆司

発表者

静岡県立観音山少年自然の家

主席指導主事

神

記録者

小牧市青年の家

業 務 係 長

落合 伸吉
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宏之

第２分科会（11 月 10 日（木）） 研究発表要旨
観音山少年自然の家の今後の在り方を考える
～観音山の歴史や時代背景・感動体験が与える影響などの考察を通して～
静岡県立観音山少年自然の家
主席指導主事
神
宏之
Ⅰ.はじめに
静岡県西部にある浜名湖。その北西の山間に静岡県立観
音山少年自然の家はある。
セールスポイントは、日本でも有数の広大な活動エリアと
豊かな自然とこれを生かした活動プログラム、
「観音の心」と
呼んで受け継がれている所員の温かなサポートである。本所
は主に小中学校の野外活動に利用されているが、家族単位で
参加する「ファミリーＤＡＹ」や小学校低学年が１泊２日で
参加する「もりもりキャンプ」
、高学年が参加する「アドベン
チャーキャンプ」、５泊６日の「冒険王国」などのキャンプも
ある。また日帰りの主催事業も数多く実施している。
Ⅱ.研究内容
44 年の歴史の中では、経済の変化（バブル）、週５日制への移行、少子化、ＩＴの進化など激
動した時代で、ある程度の入所者数を維持してきた。そして平成 27 年度には、平成３年度以来最
多の 42,234 人の利用となった。このことをきっかけに、開所以来ある程度の利用人数を確保して
きた理由を、様々な考察から探り、そこから今後の在り方を考えた。
（１）観音山の歴史と時代背景からの考察
(２) エリアの広さと豊富な自然、活動プログラムからくる「感動」の考察
(３) キャンプカウンセラーの充実と伝統からの考察
(４) 立地条件や交通条件の考察
（５）広報活動や入所方法の工夫、もてなしの工夫からの考察
（６）所員の支援からの考察
Ⅲ.成果と課題
利用者数という視点から本所の歴史や様々な考察で振り返ることで、改めて「施設は人なり」
ということがわかった。また、開所からの歴史を振り返ることで、諸先輩方がこの広大な活動エ
リアと豊かな自然を守り続け、数多くの活動プログラムを生み出した苦労も知ることができた。
私たち現職の所員は、先輩方が築き上げてきた盤石な指導体制と豊かな自然を守り続け、次につ
なげる責務がある。まさに温故知新である。
これからも社会は様々な変化はあり、それにともなって子どもたちにも変化はあるだろう。私
たちは時代や子どもの変化を敏感に読み取り、好奇心旺盛に様々なことにチャレンジしていく必
要がある。そして、これからもたくさんの利用者に愛される観音山であるために、現状に満足せ
ず、主催事業や一般入所のもてなしの質を落とさずに運営していくことの改革を常に行っていき
たい。
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第２分科会（１１月１０日（木）
）発表内容

発表内容
観音山少年自然の家の
今後の在り方を考える

（動物植物のニックネームの付いたスタッフ パワーポイントより）
こんにちは。静岡県立観音山少年自然の家から参りました、神宏之と申します。
よろしくお願いいたします。
ただ今から、本所の取り組みを発表させていただきます。題は『観音山少年自然の家の今後の在
り方を考える～観音山の歴史や時代背景・感動体験が与える影響などの考察を通して～』です。
【観音山の紹介】
それでは、静岡県立観音山少年自然の家を紹介します。
本所は、静岡県西部にある浜名湖の北西、その山間（やまあい）に位置しています。昭和４８年
の開所で、セールスポイントは、日本でも有数の広大な活動エリアと豊かな自然とこれを生かした
活動プログラム、そして「観音の心」と呼んで受け継がれている所員の温かなサポートです。本所
は主に小中学校の野外活動に利用されていますが、独自の主催事業も年間を通して開催しています。
ちなみに本年度は利用見込みの団体も含めますと、２１０団体が利用いたします。
簡単に活動プログラムの紹介をします。まずは山頂登山とＯＬビンゴです。山での活動のウオー
ミングアップ的な活動に適し、入所後すぐの活動となっています。四季に応じて観音山の自然を楽
しむことができる活動です。ＯＬビンゴは、山頂登山の帰りに行うことができる活動で、ＯＬエリ
アをハイキングしながらオリエンテーリングポストを探す活動です。活動後にはビンゴ大会もでき
るようになっています。
次に夜の山を歩くナイトウォークラリーです。これは広大なエリアすべてを使った最も人気のあ
る活動プログラム「冒険ラリー」です。事前にグループで１０キロほどのコースを決め、１日かけ
て山の中を歩くという活動です。
「おじさんの説明を聞いて・・・」のおじさんとは私たち所員のこ
とです。他にも、キャンプファイヤーや全身ずぶ濡れになりながらの沢登りなどに人気が集まって
います。
主催事業の一つめの柱は、
「小学生キャンプ」です。小学校の全学年が参加できるよう、対象学年
を変えて３つのキャンプを開催しています。その中で最も大規模なのが、小学５・６年生を対象と
した、
「冒険王国 in 観音山」です。これは、冒険王国で副隊長を務めた大学生が隊長としてデビュ
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ーする４・５・６年生を対象とした「アドベンチャーキャンプ」です。
最も人気があり、毎年定員の２倍近い御応募をいただくのが、小学１年生から３年生までの低学
年を対象とした、
「観音山もりもりキャンプ」です。この年代の子どもたちに集団生活や宿泊体験を
させたいという、親の強いニーズがあるようです。
二つめの柱は、
「家族向けイベント」です。日帰りで沢登りやゲーム大会などをお楽しみいただく
「子どもフェスティバル」や、無料で観音山の施設を開放する「オープンＤＡＹ」、年間３回開催し
ている「わくわくホリデー」、年間２回開催している「ファミリーＤＡＹ」などがあります。
「わくわくホリデー」では、草木染めや竹細工、五平餅作りを体験します。ファミリーＤＡＹ」
では、ファミリー１０グループ限定で宿泊し、門松作りやオリジナルキャンドル作り、紙すき、シ
イタケの菌打ちなどを体験します。
三つめの柱は、
「リーダー養成研修会」です。大学生や社会人のリーダー養成のために開催してい
るのが「リーダースクール in 観音山」です。これには毎年、常葉学園大学の学生を中心に２０～
３０人程度の応募があります。
また、中・高校生を対象にしているのが「アウトドア教室」です。これは初級青少年指導者とし
て認定される事業です。ＤＩＹやアウトドアのスキルを身につけたり、指導者として子どもたちに
対応するときの留意事項を学んだりします。小学生のときに冒険王国に参加したことのある中・高
校生にダイレクトメールを送ったり近隣の中学校・高校にチラシを配ったりすることで、多くのお
申し込みをいただいております。
４４年の歴史の中では、経済の変化（バブル）
、週５日制への移行、少子化、ＩＴの進化など激動
した時代で、ある程度の入所者数を維持してきました。そして平成２７年度には、平成３年度以来
最多の４２，２３４人の利用となりました。このことをきっかけに、観音山の歴史や時代背景の考
察、体験活動が子どもに与える影響などの考察をすることで、今後の本所の在り方を探ろうと考え
ました。
【観音山の歴史と時代背景からの考察】
それでは、考察の１つ目、観音山の歴史や時代背景からの考察からお話したいと思います。資料
①や資料③をご覧になりながらお聞きください。
昭和４８年６月１５日、静岡県立観音山少年自然の家は開所しました．時代は高度経済成長期で
ありました。
（ちなみにカラーテレビ普及率９０％。マック 1 号店オープンの翌年に観音山が開所）
子どもの自然体験・直接体験の不足が話題になり、少年自然の家がどんどん設立されていった時代
であります。
昭和５０年代に入ると、社会から目をそむけ、無気力・無関心・無感動な子どもたちが増えてき
ていることがクローズアップされるようになりました。ちなみに昭和５６年の所報には、校内暴力
が大きな社会問題になっていることや昭和５８年の所報にも非行の低年齢化が社会問題になってい
る旨の所長あいさつが掲載されていました。
また、テレビゲームの流行もこの時期と重なります。間接体験や疑似体験が中心となり、直接体
験が徐々に減り、
「心」の問題が世の中に浮上してきた時代です。私もちょうどこのころ小学校高学
年から中学生の時期でした。グラフを見ると、５０年代は、小学校の利用団体に加え、中学や高校
の利用も多かったのが特長です。年間利用者平均５万人の時代でした（土曜日まで学校があり土曜
入所があった）
。
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平成の時代に入ると、ゆとりの中で生きる力をはぐくむことこそがこれからの教育の在り方とさ
れました。受験戦争やゲームの流行、子どもたちから時間と直接体験をどんどん奪っていった時代
だったように思います。中学生による殺人事件やいじめ問題が世間をにぎわせ、豊かで便利ではあ
るが、失ったもの、ゆがんでしまったものが「不便さの体験」「汗を流す体験」「挑戦する心」では
ないかとささやかれ始めました。
このころから、子どもたちに自然体験の機会を与える重要性が話題となってきました。このころ
は、年間利用では高校の利用がなくなったことと、逆に幼稚園の利用が増えたことが特長です。平
成３年度前後の大幅な利用者数の増加は、三ケ日青年の家が改修工事のために休所となった影響と
考えられます。
バブル崩壊後も、豊かさの欲求は変わらず、学校週５日制も始まり、休日の過ごし方や自然体験
の機会を広めていこうとする動きが強まりました。一方で、子どもたちはというと、仲間と直接会
って遊ぶことより、一人でパソコンやスマホと向き合う傾向になってきています。ＬＩＮＥで仲間
と連絡をとり、カラオケなどで時間を費やすことが多いです。そして友達は大切だが深いつきあい
は避ける傾向にあります。
歴史や時代背景を考察していくと、経済の変化（バブル）、週５日制への移行、少子化、ＩＴの進
化など激動した時代ではありましたが、それでもある程度の利用人数を維持できているのは、そん
な現代だからこそ、共に食べ、共に寝る、共に汗を流す、といった人と人の絆を深める活動の重要
性に家庭も学校も気づいたからではないでしょうか。平成２４年度以降は利用者数が４万人を超え
る年が続いています。
【エリアの広さと豊富な自然、活動プログラムからくる「感動」の考察】
次に、エリアの広さと豊富な自然、活動プログラムからくる「感動」の考察です。まずは、エリ
アの広さと豊富な自然です。観音山は７００ヘクタールの面積があり、全国の青少年教育施設の中
でもかなり広いエリアであります（東京ドーム約１５０個分）。資料②にも載せましたが、４４年の
歴史の中で、活動プログラムが徐々に増えていきましたが、現在では２８個もの活動プログラムが
存在します。これも、広くしかも豊富な自然に恵まれているエリアだからこそだと思います。
自然の家は海抜２４６ｍの高さにあり、南面が明るく開け、いなさ湖が一望できる抜群のロケー
ションとなっています。また、海抜５７８ｍの山頂方面からは自分たちの住んでいる地域が見えた
り夜景を観賞できたりもします。
自然の家の建物は４４年目の施設です。現代の子どもたちには使い勝手が悪いはずですし、活動
も山の中を歩くことが中心です。テレビもない、漫画もゲームもない、お菓子もない、一見不便な
生活の固まりのようですが、そんな素朴で、不自由な環境だからこそ、日常では得ることのできな
い感動体験を与えてくれるのではないでしょうか。
【活動プログラムからくる「感動」の考察】
次に、活動プログラムからくる「感動」についてお話します。
観音山での活動プログラムには、どれも三つの共通点があります。その共通点と、体験をさせる
ことの教育的意義、学校や家庭では得難い感動体験を与えることの大切さについて考察しました。
私たちは、日ごろ指導している活動プログラムの共通点を探りました。その結果出た答えが、
一つ目は、
大自然の中で身体を思い切り動かす活動であることです。最近は身近に自然がある環境で育つ子
どもでも、様々な理由（防犯上・怪我などの危機管理上など）から、その中に飛び込んで歩き回る
という経験は少ないです。観音山の活動プログラムを体験し、半日あるいは終日歩き回ると、自然
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の癒しや心地よい疲労感が味わえます。
二つ目は、
友達同士のふれあいがたくさんあることです。例えば「冒険ラリー」。ＣＰに教師が立つものの、
活動のほとんどは、地図と仲間とのコミュニケーションが頼りとなります。意見の違いでケンカも
あるかもしれませんが、迷った挙句に所までもどると、協力することの大切さを感じる子どもがと
ても多いです。
三つ目は、
成就感があることです。どのプログラムも簡単にこなせるものではありません。
「知恵・勇気・協
力」を子どもたちには伝えて活動をスタートさせます。肉体的にも精神的にもたくましさがないと
乗り切れません。だから汗まみれになって帰ってくる姿に引率教員も所員もすがすがしさを感じま
す。
そして私たちは、この三つの共通点からくる感動体験を考察してみました。
一つ目に自然そのものへの感動があります。
観音山に来て、子どもたちは、
「自然の広大さ」
「緑の美しさ」
「おいしい空気」などの自然の良さ
を感じます。また一方で、
「自然の恐ろしさ」
「きびしさ」にも驚きます。街中の子どもはもちろん、
だいたいの子どもたちは、毎日恵まれた生活、あわただしい学校生活、習い事、中学受験や高校受
験への準備、防犯や怪我防止などの危機管理上の問題などの不安から開放され人里はなれた大自然
の中に来てみると、自然というものがより際立って強烈に意識されるのだと思います。自分が住ん
でいる身の回りにも、地域によって多少の違いはありますが、緑もあり、鳥の鳴き声も聞かれるは
ずだし、夕日が沈む情景も見られるはずですが、日常生活の中の自然は、いつも人々の雑踏、車や
様々な騒音、さらには仕事だの勉強だの争いだのといった人為的条件がうるさく、しかも複雑に錯
綜した中での自然です。そうした中の自然は埋没し、子どもたちには気づかれないでいるのだと思
います。それに反し、観音山の自然はまさに自然そのものです。こうした生の自然に直接体験をし
た子どもたちの素直な直感的な感動が、ところどころで生の声として表現されます。
二つ目は出会いからの感動です。
「協力の大切さに気づいた」「友達の良さに気づいた」などの発言は子どもから、
よく聞かれます。こうした人間的な感動は、家や学校では体験できない、集団での衣食住を共にす
る宿泊生活や様々な野外活動の中で体験された中から出てくるものだと思います。また、人間的な
感動を分類するなら、まず対人関係があります。中学生と小学生の同時入所もあり、異年齢を相手
とするもの、男女間の人間的なふれあい、さらに同時利用で入所する学校や他団体の人たちとの友
情の芽生えがあります。子ども同士の関係とは別に、所員との人間的交流の場面もよくあります。
人間的な感動のもうひとつは、子ども自身が自己を振り返って反省したり、新しい自信をもつきっ
かけを見出したり、今後への意欲や希望をもったりすることです。入所後に利用団体から届くお礼
の手紙の中に、
「観音山に行ってから、自分から布団をしくようになりました」などの手紙が寄せら
れることがあります。こういった具体的な心の動きこそが感動体験の最たるものではないかと感じ
ます。こういった子どもの変容こそが、観音山に限らず、少年自然の家の本質的なねらいなのでは
ないかと感じます。
三つ目は単純・素朴からの「感動」です。
例えば冒険ラリーでは、目的は自分たちで作成した１０キロ近い地図のコースをゴールすること
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です。頼る物は１枚の地図と自分たちの足しかありません。汗とどろにまみれて、みんなで協力し
てゴールしたときの感動は、「つかれた」と「やったあ」のふたつの思いの交錯でしかありません。
家や学校のように支援してくれる人もほめてくれる人もなぐさめる人もいません。ただ自然の中で、
自分たちが自分たちで挑戦し、自分たちで歓声をあげるだけなのです。
別の例では、子どもたちから「おにぎりがおいしかった」という言葉がよく聞かれます。それも
そのはず、一日中山の中を駆け巡った食べ盛りの子どもたちが、２～３個のおにぎりと水筒の水し
かないのですから、疲れと空腹とでおいしいことは当然です。家での、何種類かのごちそうの中へ
出されたおにぎりだったら、おそらくこんなに珍重され、感謝されて口に入れてもらえないと思い
ます。
自然・単純・素朴といった中でこそ、子どもの感動は鮮明で強烈な印象をもたらすのだと思いま
した。
四つ目は自由からの「感動」です。
少年自然の家での子どもたちのさまざまな感動体験は、のびのびとしたゆとりある生活や活動の
中で、多くかつ強く体験されるものです。指導者や先生たちに、厳しく制約された指導体制からは、
子どもたちの感動はよびさまれません。少年自然の家での生活を、単に生活訓練やしつけの場と考
え、厳格過ぎるほどの行動を強いたところで、子どもはじっとそれに服し、耐えて行動するだけで
す。そんな状態では、自然の美しさも友達のよさも感じ取るゆとりすらないでしょう。親や指導者
から離れた自由な野山を歩き回る活動の中から、協力の大切さや友情のよさがわかるのだと思いま
す。また、暗がりの中でのひそひそ話しから新しい友達のよさを見つけることもあるのです。
子どもの感動とは、自由で型にはまらない生活の中から、次々とよびおこされるものだと思いま
す。ただし、子どもを自由にさせることは、自由に放任することではありません。子どもの健康安
全などの管理上のことはしっかりおさえ、子どもたちの自主的自律的な集団生活ができるような指
導配慮をすることはもちろんのことです。
五つ目は困難からの感動です。
「冒険ラリーは苦しかったけど楽しかった」
「山頂登山から帰った後のいなさ牛乳は最高においし
かった」など、困難を乗り越えた体験がその感動の度合いに大きくひびいてくるのだと思います。
何のアクシデントもなく、道の迷いもなく終了した冒険ラリーは、形式上は満点でも、たくましい
人間形成という観点からはもの足りない感じがします。子どもが困り、迷い、つまずき、考え合い、
時に争い、やり直しをしたときの感動ほど、その度合いは強烈だと思うのです。ある学校では、冒
険ラリーでたくさん迷い、いつまでたってもゴールができず、夕べの集いの時刻にやっと帰ってき
た仲間を拍手とねぎらいの声掛けで迎える場面がありました。「しかられるかな」「みんな怒ってな
いかな」と不安げにゴールした子どもたちは、仲間の温かな出迎えに涙しながら喜んだというシー
ンがありました。観音山ではこういった場面を大事にしたいと考えているのです。
観音山での感動をまとめてみますと、
観音山では、感動体験をすること自体にも大いに意味があることだと思っていますが、これ以上
に期待していることは、子どもたちの体験が、個々の子どもあるいは学校全体にとって、何らかの
点で役に立つならばということです。具体的には、自分でふとんを上げ下げするようになった子、
友達の立場を尊重するような生活態度に変容した子、あるいは体育に自信をもったり星の世界に興
味をもったりするということなどです。また集団としては、観音山での生活以降、集合解散が学校
生活に生かされているなどです。少しでも子どもの姿に変容があれば、有意義な体験だったわけで
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す。
この子どもの変容の発端が、単なる理論や説明で得たものではなく、子どもの自らの体験から得
たものだけに、強いエネルギーが秘められていると感じます。感動の度合いが強いほどその力は強
くなります。子どもの感動は、子どもの成長のきっかけ作りの原動力となると私たちは確信してい
ます。
【キャンプカウンセラーの充実と伝統からの考察】
次は、キャンプカウンセラーの充実と伝統からの考察です。
静岡県では、青少年野外スタッフ養成事業を平成１２年度から実施しています。
社会人も募集対象ではありますが、長期にわたる研修のため、社会人の参加はほとんどありませ
ん。ほとんどの参加者は大学生で、例年、常葉学園大学が８割方を占めております。特に平成１８
年度から常葉学園大学が激増しています。激増した理由としては、常葉学園大学教育学部生涯学習
学科で、青少年野外スタッフ養成事業を「社会教育実習」という授業科目の中に取り入れているた
めと考えられます。そのため、本事業への参加者数は年々増え続けています。できるだけ多くの参
加者を集めたい主催者側と、広く学ぶ機会を学生に提供したい大学側との思惑が一致した結果であ
ると思います。
観音山のメインの主催事業であります５・６年生を対象とした５泊６日のキャンプ「冒険王国」
は、カウンセラーと研修生の存在なくしては語れません。伝統的に大学生のカウンセラーが観音山
に多く来るのは、先輩後輩の絆です。またカウンセラーたちが子どもや友達に対してまっすぐな気
持ちで接しているのは、観音山が伝統的に受け継いでいる「観音の心」に沿った、温かい雰囲気が
あるからこそだと自負しています。代々所員が、学生たちのまっすぐな思いを引き出し、認め、育
んできました。指導も決して高圧的にならず、温かく見守ってきた（はじめは茶髪やピアスもいる）
結果が、今のカウンセラーにも伝わっているのだと思います。そして、それが所員とカウンセラー
の信頼関係にもつながっています。
主催事業のキャンプに参加する子どもたちにとって、
大学生のカウンセラーは魅力的な存在です。
鬼ごっこをすれば子どもたちよりも速く走り、子どもたちは夢中になって逃げ回ります。子どもた
ちが興味をもっていることにも精通していて、話題は豊富です。話をしても楽しい相手です。大学
生と小学生の、実際の兄弟姉妹だったらこんなに遊ぶことはきっとないと思います。カウンセラー
がいることで主催事業は活気を帯び、毎年どのキャンプも定員を超える応募があります。活動のプ
ログラムは所員が企画しますが、実際にキャンプを子どもたちと作り上げていくのはカウンセラー
です。この楽しい雰囲気にひかれて、何度も応募してくれるリピーターが何人もいます。資料④の
カウンセラーに寄せた保護者からの手紙をご覧ください。この手紙からもカウンセラーの魅力がよ
く分かると思います。
【立地条件や交通条件からの考察】
次は立地条件や交通条件からの考察です。
観音山山頂までの高低差は３３２ｍ。老若男女問わず、ゆっくり歩けば気持ちよく山登りができ
る勾配になっています。一般の入山者も近隣の市町はもちろんのこと、県外からもホームページを
見て興味をもって来るなど、年間約３００人の方が観音山に訪れます。また雨天でも、
「雨も自然」
と話し、警報さえ出てなければ山での活動が可能です。そして、うれしいことに観音山のある久留
女木の地域は、各自治会が自然の家の活動に対して好意的に受け止めていただいています。道に迷
えばやさしく教えてくれ、トイレを提供するお寺があり、私有地でも利用者は自由に行き来させて
いただいています。こういった立地や地域の好条件が、所員も学校の先生方も活動する子ども自身
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も安心して広大な自然に飛び出すことができる要因と考えられます。
また新東名ができたことで、浜松ＳＡスマートＩＣより１５分で来ることが可能になり、県中部地
区からも観音山がとても近くなりました。平成３年度以降平成２３年まではずっと利用者数は３５
０００人～３８０００人を推移していましたが（２２年度に一度４万人をこしたが）、平成２４年の
浜松ＳＡスマートＩＣ開通以降、毎年４万人以上となり右肩上がりになっています。
（平成２６年度
に前年度比、－２００人となったが、これはマダニの風評被害と台風による主催事業縮小の影響と
推測できる。）
【広報活動や入所方法の工夫、もてなしの工夫からの考察】
次は広報活動や入所方法の工夫、もてなしの工夫からの考察です。
まずは広報活動の工夫です。広報活動のひとつにリピーターの存在がいます。リピーターが広告
塔となり、主催事業の参加者の中には「観音山によくいらっしゃる○○さんに勧められました」と
いって参加する方も少なくありません。この連鎖にいつしかメディアも関心を寄せ、今年度は新聞
掲載や地元ケーブルテレビの取材など多数取り上げられました。
また泊を伴うキャンプの広報活動では、申し込み開始一ヶ月前に学校関係へメールで通知し、申
し込み終了までに入所する学校へは、この他にも独自に作成したチラシを配布しました。また、新
規開拓として、観音山を利用していない地域の学校や新東名沿線の学校にも所員が配布する取り組
みも行いました。ここ数年で、観音山を利用しない学校の子どもの参加率が定員の約２割から多い
ときには３割となり、大きな開拓となっています。
主催事業の日を決める際には、近隣の市町で観音山を利用する学校などから始業式や終業式、Ｐ
ＴＡ総会や参観会の日程の情報提供をお願いしています。そうすることで、主催事業への参加者の
数が増えたことは確かです。
つぎは入所方法の工夫です。
平成１８年から、３校同時入所を開始しました（耐震工事で半年休所となったための苦肉の策で
もあった）
。宿泊室と宿泊人数、宿泊日数のバランスを考慮し、小規模校と大規模校の同時入所や小
規模校３校同時入所などを実施しています。活動プログラムによっては、複数のＣＰが必要となる
活動もあります。小規模校にとってはありがたい取り組みです。ちなみに、開所から平成１８年ま
での入所団体数の平均は１７８団体。平成１８年から平成２７年までの入所団体数の平均は１９５
団体となりました。３校同時入所の影響は大きいです。３校同時入所は年間で約２０回行います。
また、毎年、翌年度の利用申し込み期限を忘れてしまい、期限を過ぎてからの申し込みをする学校
があるのは事実です。私たち指導部の職員はすべて小中学校からの異動で来た者ばかりです。現場
の忙しさ、年度替わりの異動による引き継ぎの難しさなどをよく知っています。利用申し込み期限
を過ぎての申し込みの理由はその学校によって様々だとは思いますが、私たちは、なんとか希望を
叶えてあげられるように努力しています。
次はもてなしの工夫です。
観音山では、自然の家をめざして、夢の坂を一生懸命に登っている入所団体の子どもたちに、出
迎えの音楽と共に所員の励ましの声が毎日響きます。
「もう少しだよ」「よく頑張ったね」観音山の
プロローグです。出会いのつどいでは目を輝かせる子どもたちに所長が優しく語りかけていきます。
観音山の出会いのつどいは、どこにもないすばらしい演出で、期待と不安を抱いて訪れる子どもた
ちを引きつけます。
そしておじさんの紹介。観音山の指導主事は、子どもたちとともに活動する姿勢を前面に出すた
めに、観音山にある動植物でニックネームをつけています。「夜も元気なふくろうおじさんです。」
「しあわせを運ぶかわせみおじさんです」
「家族思いのたぬきおじさんです。
」
「縁の下の力持ちもぐ
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らおじさんです」「呼べばこたえるやまびこおじさんです」「子どもの笑顔が大好きかもしかおばさ
んです」
（ちなみに私はふくろうおじさん、所長はかもしかおばさんです）いつしか緊張の糸がとけ、
おまけの楽しいレクレーションで子どもらしい元気な笑い声がプレイホールに響きます。つどいで
活躍した子どもたちの名前の紹介も忘れません。自分の名前の紹介に子どもたちは照れますが、出
会いのつどいが終わるときには、どの子もやる気いっぱいで輝いています。最初の出会いを大切に
し、子ども一人一人に存在感と有用感を味わわせ、やる気を育てようとする私たちのもてなしの工
夫のひとつです。
また宿泊体験を終えて、つどいの広場を後にする子どもたち一人一人に、所員全員が「さような
ら」と励ましのハイタッチを差し伸べます。中には涙をうるませてタッチを返す子もいます。全員
とタッチを終えると、私たちは子どもたちが見えなくなるまで旗をふります。「さようなら」「また
来いよ」
「元気でね」と叫びながら。
これは観音山のひとつのドラマであり去って行く哀愁だけでなく、いっしょに過ごした仲間との感
動シーンでもあります。
人に見えない心と心のふれあいの中に生まれてくるものを観音山では大切にしています。これが
観音山の一番のもてなしであります。
このもてなしがリピーターにつながっているのかもしれません。
その他近年、入所団体に喜ばれている・重宝されている工夫も紹介します。
○冒険ラリー防水地図
冒険ラリーは、雨天でも警報が出ていない限り出かけます。山の中で、１日に何回も地図を広げ
たりたたんだりし、ときにはどろだらけの手で扱うこともあります。当然沢や水でぬれたり雨でぬ
れたりもします。観音山では、この冒険ラリー地図をポリプロピレン材質の紙を使用して提供して
います。
○冒険ラリーアナログＧＰＳ
これは、ＮＷＲや冒険ラリーにおいて、エリア内のＣＰで時間の通過チェックを記入式で行って
いますが、これまでは、本部でどの班がエリアのどのあたりにいるのかの把握がしづらく、どのあ
たりで迷子になっているかとかどこに救出に行けばよいのかなどは、すべてベテラン所員の感に頼
ることが多かったのです。所長であるかもしかおばさん考案のこのＧＰＳがあれば、時間の通過連
絡と同時にコマが動き、子どもたちが広いエリアのどこにいるかの所在を把握でき、大変重宝され
ています。
○じゃばらテント簡易宿泊室
これは、指導者室が男女一部屋ずつしかないという観音山の大きな課題を解決しよう苦肉の策で
考案しました。縦横３ｍの蛇腹式のタープに横幕を付け、マットを敷いて、蛍光灯をつけて、簡単
な部屋をつくりました。
○蓄光テープグッズ
すべて１００均で購入しています。子どもは光るものや音がなるものなどに目を輝かせてとびつ
きます。特に主催事業などでは大人気となりました。
○ペットボトルミスト
これは熱中症対策のひとつとして、大活躍しています。子どもたちは水鉄砲感覚 で友達と“シ
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ューシュー”とミストを喜んでかけあいます。これが体温を下げ、暑さを一瞬忘れさせ、楽しく山
歩きができます。
○ブルーシートタープ
自然の家のまわりにブルーシートでタープを簡単に作ることができるように、１００均で自転車
のかごにつけるフック式のゴムを購入し、雨よけ日よけのタープを設置できるようにしました。暑
い日にはもちろん日よけとして、また、昨年までは、雨天の場合は飯ごう炊飯は中止と案内してい
ましたが、今年からは雨天でも対応できるようになしました。
○手作りウッドテーブル
自然の家の周りは景色がよく、見ながら食べたいという団体も多数あります。しかし、気の利い
たいすやテーブルがなく、地べたにすわって食事をとっていただいていました。２７年度の１月に
行った主催事業、中・高校生を対象とした「アウトドア教室」において、手作りウッドテーブルを
参加者に作成してもらいました。参加者は、
「木を切る」
「つなぐ」
「インパクトドライバーでとめる」
「防腐剤をぬる」といったスキルを身につけ、最後に作成記念の看板を取り付けました。参加者は、
自分たちがつくったウッドテーブルがたくさんのかたがたに使ってもらえる喜びと自分でもこんな
立派なテーブルが作れるんだという満足感でいっぱいでした。この作業によって、自然の家の周り
にテーブルがたくさんでき、このテーブルで景色を楽しみながら昼食や休憩をとる団体が増えまし
た。
それに加え、このようなクラフトの開発にも力を入れています。
このような以上のような所員のアイディアから生まれたアイテムやもてなしも、利用人数維持に
つながっているのではないかと思います。
【職員の支援からの考察】
最後に職員の支援からの考察です。
施設設備は、予算をかければ必ずよいものになりますが、その中で働く職員が進歩のない意識で
は、せっかくの施設もその機能を生かすことはできません。利用者が施設に感心しても、職員の対
応が不適切だと結局不愉快な思いをのこして去って行くことになり、決してリピーターにはなりま
せん。逆に臨機応変な対応や利用者の側に立ったサービス精神、心の通った接遇などに触れれば、
利用者はもう一度来たいと思うでしょう。
職員のうち、入所者に直接指導に携わる職員は、学校から人事交流で来た者ばかりです。最初か
ら観音山の職員としてのプロはひとりもいません。だからこそ、職員の接遇の努力は必要なのです。
また施設を運営しているのは、指導の人間だけでなく、食堂や清掃のスタッフも施設を構成する重
要な部分です。指導の職員がいくら頑張っても他の部分で利用者に不愉快な思いをさせてはいけま
せん。施設に携わる全員が気を遣う必要があるのです。
「自分が子どものころに来たときと変わらな
いですね」と語る方が大勢いらっしゃいます。掃除の職員は、「気持ちよく使ってほしい」、ただこ
の一心で、丹精こめて掃除をします。作りは古いが、どの利用者も清潔感を感じて観音山を去って
行っていただく。これも観音山魂、観音山プライドの表れのひとつです。
現在、観音山では所長を筆頭に、職員の意識改革を行っています。所長は、人から「観音山の魅
力は何ですか。
」と問われると、
「恵まれたエリア」「豊富な活動プログラム」などいろいろあるが、
一番は「人です」と答えてくださいます。明るく優しく、温かく、親切丁寧な指導や支援をしてい
きましょうと職員に投げかけています。資料⑤として配布させていただきましたが、観音山では、
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この温かくぶれのない指導のことを「観音の心」と呼んでいます。働く者のすべての気持ちが利用
者に伝わるように頑張り、利用者が「また来たい」といえる施設にしていくために、笑顔をモット
ーに頑張っています。笑顔のために、常日頃から全職員で「働く職員がつまらなそうにしていては
魅力は半減する。だから仕事は楽しくやろう。」と笑いの絶えない職場作りに励んでいます。楽しい
職場の雰囲気は様々な相乗効果を生み出します。自由にアイディアを提案できる雰囲気、そのアイ
ディアを真剣に実現しようと頑張る職員。観音山の事務室は、常に共同（コーポレーション：同じ
者がいっしょの作業をする）ではなく、協働（コラボレーション：多様な者が集まって一人ではで
きない新しい価値を生み出す）の空間になっています。
私たちは真剣に、ライバルはディズニーランドだと思っています。あのもてなしに負けないもて
なしや楽しませるアイディアを日々模索しています。そのために、ときには役者になり、ときには
オーケストラとなり、ときには漫才師になり、ときには易者や学者にもなります。
この取り組みが利用者にも伝わり、近年の利用者アンケートでは、所員の対応の項目が満足度１０
０％が続いています。中には「おじさんに会いに来た」
「おじさんたちが楽しそう」とコメントを寄
せる方もいらっしゃいます。
また（そして先輩方から受け継がれてきた活動プログラムをしっかり継承することを重んじ、常
にエリアを点検して山を知り、自然を知り、研修し、失敗から学び次へとつなげていく姿勢が観音
山の指導主事の伝統であります。私たち指導主事は、
子どもたちの様子や引率教員の様子を察知し、
様々な入所団体のねらいを達成する手助けを多方面から行う手腕をもっています。幼・小・中・一
般団体、大規模校から小規模校まで、また雨天対応や緊急対応の複数の提案など臨機応変な対応力
が利用団体からすると魅力のひとつなのかもしれません。まさに学校現場に一番近い社会教育施設
といえます。
利用者数という視点から本所の歴史や様々な考察で振り返ることで、改めて「施設は人なり」と
いうことがわかりました。また、開所からの歴史を振り返ることで、先輩方がこの広大な活動エリ
アと豊かな自然を守り続け、数多くの活動プログラムを生み出した苦労も知ることができました。
私たち現職の所員は、先輩方が築き上げてきた盤石な指導体制と豊かな自然を守り続け、次につな
げる責務があると感じます。まさに温故知新であると思います。
これからも社会は様々な変化はあり、それにともなって子どもたちにも変化はあると思います。私
たちは時代や子どもの変化を敏感に読み取り、好奇心旺盛に様々なことにチャレンジしていく必要
があると思います。そして、これからもたくさんの利用者に愛される観音山であるために、現状に
満足せずに、主催事業や一般入所のもてなしの質を落とさずに運営していくことの改革を常に行っ
ていきたいと思います。
以上で第２分科会の発表を終わります。ご清聴を感謝します。ありがとうございました。
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質疑応答
司 会：すばらしい自然、規模を生かし
た体験はたいへん興味深いもの
でした。
人を大切にし、人が人をはぐく
むすばらしい体験を実施してお
られとても参考なりました。
運営は、指定管理となっていま
すか。
発表者：指定管理ではありません。運営は、先生、指導主事５人で行っています。施設面は、外部
の方を入れています。
質 問：冒険王国メインキャンプイン観音山は、内容的にも非常に重要と理解しました。
施設は、人なりの考えで運営しているのがよく理解できました。資料映像で見た別れが哀
しくなるほどの学生カウンセラーが参加した子供とのつながりがすばらしい。そんな学生
カウンセラーの探し方、育成の方法、かかわり方について教えてください。
発表者：学生カウンセラーとして、毎年、教師をめざすやる気満々の学生や単位のために参加する
学生や茶髪のちゃらちゃら学生などさまざまな大学１年生を迎えますが、必ずお手伝いの
先輩（経験者）を加え、チーフ、サポートスタッフとして参加させることにしています。
はじめに指導主事から子供とのかかわり方、危険な行為の注意喚起などを教えますが、一
番すばらしいのが、夜の先輩後輩の反省会、交流会がすばらしい内容となっています。こ
の場でかれらの成長がわかります。実務の反省、語り合いがつながりを深めています。こ
れが、観音山の伝統となっています。
冒険王国の５日間で参加者の子供以上に大学生も変化し伸びています。
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第２分科会（11 月 11 日（金））
11 月 11 日（金）9:00～10:30
会場：第８研修室

『 「東北と静岡をつなぐ 富士サマーキャンプ」の紹介 』
東北（宮城県南三陸町・福島県西郷村）と静岡（御殿場市・小山町）の小学生が、富士登山
を含む様々な体験活動を行いました。主にボランティアスタッフを含めた事業運営と、その課
題についてまとめたものを発表します。

司会者 富山市野外教育活動センター

副 主 幹

中川 隆司

発表者 国立中央青少年交流の家

企画指導専門職 小見山浩二

記録者 小牧市青年の家

業 務 係 長
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落合 伸吉

第２分科会（11 月 11 日（金）） 研究発表要旨
『

「東北と静岡をつなぐ 富士サマーキャンプ」の紹介 』
国立中央青少年交流の家
企画指導専門職 小見山浩二

Ⅰ．はじめに
国立中央青少年交流の家（当時は国立中央青年の家）は、皇太子殿下（現天皇陛下）
御成婚記念事業の一環として、昭和３４年に開設された我が国最初の国立青少年教育
施設である。雄大な富士山の麓、体験活動を通した青少年の自立を目指し、教育事業
を実践している。
今年度は１３の教育事業を行うが、その中の１つ、
「東北と静岡をつなぐ 富士サマ
ーキャンプ」を紹介する。「富士サマーキャンプ」は、東日本大震災後に、
「被災した
子供たちのために中央青少年交流の家ができることをやる」
、という思いから始まり今
年で６年目である。今年は、宮城県南三陸町と福島県西郷村、静岡県御殿場市・小山
町の子供が、６泊７日（８月１２日から１８日）のキャンプを行った。テーマは「前
進」とし、復興を風化させず、一歩一歩確実に歩み続けることをねらいとした。また、
このテーマは、サマーキャンプで中心的なプログラムである富士登山にも重なる。
Ⅱ．研究発表内容
【富士サマーキャンプ プログラム】
１日目 出会い・はじめましての会
２日目 仲間・グループづくり・野外炊事
３日目 富士登山の準備
４・５日目 富士登山
６日目 フォトスタンドづくり・さよならパーティー
７日目 別れ
【スタッフ運営組織】
□交流の家職員６名
□南三陸町教育委員会引率者１名
□西郷村教育委員会引率者２名
□法人ボランティア９名
□社会教育実習生１１名
□ジュニアリーダー３名（高校生２名、中学生１名）
□富士登山ガイド２名
以上のように、多数のスタッフで６泊７日のキャンプを行うのだが、中でも重要な
役割を担っているのが法人ボランティアである。ボランティアの存在なくして、富士
登山の大きな達成感や感動的な別れの場面はない。また、子供たちの体験活動を支援
することを通して、ボランティア自身の成長に大きくつながっている。
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Ⅲ．成果と課題
【成果】
・登山を含め、グループごとの活動を多く取り入れたため、グループ内での人間関係
が良好であった。非常に良い雰囲気の中で活動ができた。
・毎日のまとめの時間を確保したことにより、個人やグループの目標に応じたきめ細
かい声かけ等をすることができた。
・各グループごとに、法人ボランティアを中心にカウンセラーという立場で配置した
ことにより、子供たちと関わる時間が増えた。とりわけ、経験豊かな法人ボランテ
ィアがリーダーとなってスタッフをまとめあげ、初めて出会う子供たちとの仲間づ
くり（ゲーム・遊び）や野外炊事で関係を築き、富士登山では励まし続けることで
関係を深める機会を意図的に作り出し、カウンセラーの活躍の場が増えた。
【課題】
・職員，法人ボランティア，社会教育実習生，ジュニアリーダーが関わっているため，
入念なミーティングが必要であったが，十分な時間が確保できなかった。それぞれ
の役割をはっきりとさせ，事前のミーティング時間の確保が必要である。
（参考）
法人ボランティア制度とは、独立行政法人青少年教育振興機構が定める 13 時間の
講習「ボランティア養成事業」に参加し、ボランティアに関する理論と活動に必要
な知識や技術を身につけ、登録後、全国２８か所にある国立青少年教育施設でボラ
ンティア活動ができる制度のことである。
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第２分科会（１１月１１日（金）
）発表内容
「東北と静岡をつなぐ
富士サマーキャンプ」の紹介
（パワーポイントを利用して発表）
こんにちは。国立中央青少年交流の家から参りました、小見山浩二と申します。
よろしくお願いいたします。
簡単に自己紹介させていただきます。地元、御殿場市の教育委員会からの人事交流というこ
と派遣された教員です。学校教育と社会教育との橋渡しのために交流しています。それぞれの
教育現場で生かせることを日々勉強していけたらと思っています。
それでは、ただ今から、本所の取り組みを発表させていただきます。題は『東北と静岡をつ
なぐ富士サマーキャンプ』の紹介です。みなさんの施設でも生かせることがあればと思ってい
ます。
【国立中央青少年交流の家の紹介】
それでは、静岡県御殿場市にある国立中央青少年交流の家を紹介します。
本所は、昭和 34 年、皇太子殿下（現天皇陛下）御成婚記念事業の一つとして開設された施
設です。我が国最初の国立青少年教育施設で、日本のほぼ中央にあり、また日本初ということ
でこの中央と名前がついたと聞いています。また元アメリカ軍のレクリエーション施設で世界
平和と日本文化の発展を願って青年のための国際的文化センターとして設立されました。また、
標高７０７メートルに位置しています。一昨日は、富士山に積雪があり現在中腹あたりまで雪
があります。
施設利用者数は、年間 200,473 人（平成 27 年度）、利用者の 5 万人は、日中利用、15 万人
が宿泊利用です。１３の教育事業を実施していまして、主なものは、指導者養成、青年対象の
セルフチャレンジキャンプ、富士サマーキャンプなどです。
最近の傾向は、子供たちの体験活動が減少しています。そのため、体験活動の重要性の普及
啓発を図る必要性を強く感じます。
発表内容
○『富士サマーキャンプ』の概要
○スタッフの運営体制
○成果と課題
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１『富士サマーキャンプ』の概要
始まりは、平成 23 年度で、たまたま当時の方が、南三陸の方と知り合いでつながったことで
す。被災した子供たちのために中央青少年交流の家ができることをやろうということから始ま
りました。今年度で 6 回目です。
テーマは、全身～一歩一歩

確実な歩みを～としました。一つ

復興を風化させない

二つ

なりたい自分に向かって前進しよう 三つ 一歩一歩確実に歩み続けよう として、スタッフ
のデザインによるロゴをつくり地元企業の協賛によりＴシャツも作りました。
ねらいは、東北と静岡の小学生が、富士登山を含む様々な体験活動を行う交流キャンプを通じ
て、未来に向かってたくましく生きる力の素地を育み、前に進んでいこうとする気持ちや態度
を共有する。
参加者は、宮城県南三陸町 16 名、福島県西郷村 16 名、静岡県御殿場市・小山町 14 名の小学
生 5，6 年生 46 名です。東北の子供たちは、富士山登山の希望者が多く興味がわくのですが静
岡県の子供たちには 1 週間と期間が長く地元なので希望者が少なくここ数年 15 人定員を満た
していません。
日程は、8 月 12 日から 8 月 18 日までの 6 泊 7 日です。
各日程プログラムは、1 日目は、出会い はじめましての会をしました。
静岡の子供たちは、朝から親子でオリエンテーションをし、東北の子供たちの状況を知らせま
した。たとえば仮説住宅から参加しているなど事前に説明し、多少でも理解しておいていただ
いた。午後からは、東北の子供たちが合流しました。
2 日目は、仲間、グループづくり、野外炊事など実施し、アイスブレイクをしました。
3 日目は、富士登山の準備です。登山靴を履くのも、歩くのも初めてなため事前経験をしまし
た。実際に御殿場口まで行き歩く練習もしました。また、雨具の着用も行いました。実際に 4
日目に雨具着用は実践されました。みな戸惑うこともなくできました。
4 日目は、いよいよ登山開始です。須走口 5 合目から出発しました。
この日は、本 7 合目山小屋泊でした。
5 日目は、4 時に起床し出発し、ご来光は登山途中で行い、10 時ごろに登頂しました。その後、
下山し交流の家で宿泊しました。
6 日目は、フォトスタンド作り、さよならパーティ焼肉を行いました。この時、動画で振り返
り実施したところ、約 2 時間近くの間みんな真剣に見入り、離席することもなく真剣に聞いて
いました。
この後、撮影された動画 富士サマーキャンプを 10 分ほど拝見しました。
山小屋泊においては、一般の人もいるので気を使いました、また布団は、2 名で 1 組の利用で
した。また、軽い高山病になる子もいました。
高山病、ヘルメット着用、雨具・防寒着、登山靴・重い荷物、歩き方・呼吸法、山小屋泊など
のリスク大ですが、それ以上に意義があるものと思います。
２ スタッフの運営体制
組織
交流の家職員

６名
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南三陸町引率者

１名

富士登山ガイド

２名

西郷村引率者 ２名 （教育委員会より）

法人ボランティア ９名
社会教育実習生 １１名（学生）
ジュニアリーダー ３名（高校生２名三陸町・中学生１名御殿場市）
南三陸町・西郷村との連携
・日程

・費用

・参加人数

・参加者募集

・参加者決定

・健康状態

・班編成

・持ち物

・貸し出し物品

＊特に日程では、交流の家ではこの時期 500 人の利用があり同時に開催できるか
不安でした。しかし、東北の方の希望が強く決定しました。また、携帯電話の取
り扱いについても、各町がそれぞれの意見でしたので最終的には、子供らで話し
合いルールを決め解決しました。
＊法人ボランティア制度とは
独立行政法人国立青少年教育振興機構が定める１３時間の講習「ボランティア養成事業」に参
加し、ボランティアに関する理論と活動に必要な知識や技術を身につけ、登録後、全国２８か
所にある国立青少年教育施設でボランティア活動ができる制度のこと。
＊カウンセラーの配置（法人ボランティアと社会教育実習生）
法人ボランティア 9 名と社会教育実習生の違いについて
法人ボランティアは、経験、知識などをもっているのでカウンセラーとなる。反面、社会教育
実習生は、大学の単位修得のため参加しているので初心者であると思ってよい。
３ 成果と課題
グループごとの活動を多く取り入れたため、子供同士の人間関係が良好となり、なりたい自分
に向かって前進できた。貴重な体験活動、長期キャンプ、他地域の子供との交流などをとおし
て成長できた。眠くなる子やぐずる子はいなかった。
感想 Ａ
ぼくは今まで、自分から「～をやろう」としませんでした。でもこのキャンプで、たくさんの
ことを、「～をやる」と自分から言えるようになりました。富士登山では、７合目ぐらいで気
持ち悪くなり、あきらめようとしました。でも、仲間たちの声で「まだあきらめてはだめなん
だ。」と思い、一歩一歩進んでいきました。もうすぐ山頂なので、必死に進みました。頂上に
行けたので、とてもうれしかったです。
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成果①
さよならパーティ
一人ずつ感想の発表し、計 2 時間実施したが全員しっかり見聞きし、あくこともなくすばらし
い時間となりました。
成果②
子供たちと歳の近いカウンセラーという立場で配置したため、ボランティア自身の成長の場と
なった。また、カウンセラーとの関係がいいと子供同志の関係も良くなる。
たとえば、靴の整頓もできなかった子供が、カウンセラーが何度も繰り返し意識づけをしでき
るようなった。
課題
立場の違うスタッフで構成されているので、入念なミーティングが必要だったが、時間の確保
ができなかった。
富士登山をするには人数が多い。山小屋の受け入れにおいても感じた。
また、社会教育実習生は、登山に向いていない。逆に足をひっぱることになる可能性ありのた
め、安全面から、中央青少年交流の家にてそちら側の手伝いをしていただいた。

質疑応答
質問
世界遺産の富士山を生かした事業で強みですね。静岡県では、中央、朝霧は、富士山、三ヶ
日は、浜名湖、私ども観音山は何もないけど人がいいねと言われるかたもいらっしゃいます。
さて、東北と静岡をつなぐというのが今回のポイントですね。参加した子供 46 名ものあずか
りとなるとたいへんですね。私どもは、一人ひとりの情報を細かくまた、学校にまで連絡し先
生にお尋ねします。また、オリエンテーションでは、さらに親に細かく訊いていますが、子供
の既往症、アレルギーなど情報はどこまで把握されていますか。
発表者
子供の細かな情報の調査方法についてですが、基本的には南三陸、西郷については、各市町
村におまかせです。ただし、情報は戴いています。参加理由のアンケートは、同様のものを静
岡含め各市町村に行っています。それを、カウンセラーにみせて事前理解をしてもらっていま
す。
今回の登山では、1 件のトラブルがありました。それは、6 合目付近で休憩したときに下の
景色を見てパニック症状になった東北の子供がいました。腰が抜けたような状態になりました。
結局、高山病とかでなく高所恐怖症的な症状で山岳ガイドと相談しスタッフが一緒に下山させ
ました。そのスタッフは、その後再登山して追いつきました。この時期、東北でも同時進行で
いろいろな行事を行っていまして随行できる人数に限りがあり考えさせられました。また、反
省会では、南三陸さんは、今後ですが参加がきびしかもしれないといわれています。西郷さん
は、単独で登山計画をし、親子で参加させられないかとも意見されました。静岡県御殿場近辺
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の参加募集ですが近年毎回定員割れをしていまして、募集方法の再検討も必要か悩んでいます。
質問
今回のテーマの「なりたい自分にむかって前進しよう」とありますが、非常にすばらしいと
おもいますが、壮大な計画でビデオでも子供らの達成感が非常によく伝わってきました。この
テーマについて詳しく教えてください。
発表者
子供たちにアンケートを実施しましてその内容ですが、登山をあきらめない、新しい友達を
作るという意見が多く書かれていました。実は、昨年のテーマが「飛翔」でして、区切りとし
たのですが、結局今年も開催になりました。そんな中で考えたのが、原点に返ってという意味
合いをもって今回のテーマを決めました。
質問
今後は、逆につながりのために東北へ出かける計画とかあるのか教えてください。
発表者
その予定はありません。今年、九州でも地震が起きました。そんな中このままこの関係を続
けるのかとの迷いもあります。また、このまま富士登山を続け、広く募集してはどうかとも考
えています。
質問
天候のための予定変更プログラム、スケジュールは、ありましたか。
発表者
幸い 2 日間行動ができましたが予定はありました。御殿場口の 5 合目あたりのトレッキング
コースや須走口の周辺散策を計画していました。もっと荒れた天気の場合は、交流の家での活
動計画を考えていました。また、登山途中に下山する場合の対応者も計画していました。実際
には、ガイド 1 名が付き添って下山し、そのガイドは法人ボランティアの人で、またその後登
山に復帰しました。だれでもできる仕事でなく体力、知識が必要で、最終判断は、登山ガイド
に仰ぎました。
近年の静岡県内の小学校の登山状況ですが、山頂まで登るのは須走小学校のみで他校は、せ
いぜい 6，7 合目あたりまでです。最近は、それすらしなくなっています。そんな中で今回の
キャンプも地元の申込みの減少は、わざわざ近くにある富士山に 1 週間も参加させるのはと考
える方が多いのかもしれません。また、逆に地元だから参加させたいという方もおられます。
質問
今回のテーマの中で「復興を風化させない」とあるがひじょうに大切なことと思います。お
互いの関わり合いが重要と思いますが、活動の中での彼らとのかかわり方、手だてみたいなこ
とを教えてください。
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発表者
初日のはじめましての会で、日本地図を見せて
互いの場所を知ったりしてということはします
が、特別に被災地の方だから何かするということ
はありません。話はそれますが、今回のシンボル
のＴシャツも実は地元企業様の協賛で作ってい
ただいたものですが、企業名など一切入れなくて
いいからと言われ、また、今回のキャンプのじゃ
まになるといけないからともいわれ非常に感動
しました。この事業は、いろんな方から応援をい
ただいていると再認識しました。
質問
東北と静岡をつなぐと言うハードルの高い事業をされて非常に参考にさせていただきます
が、みなさんにも質問したいのですが、私どもの今年の 1 泊 2 日の事業で熱中症の子供を出し
たのですが、参加者のコンデションの把握はどこまでされていますか。特に救急隊の方には、
すぐに必ず身長、体重、血液型を聞かれるため参考にさせていただきたい。
意見
主催事業については、参加者全員の緊急連絡、参加者個表の提出、また、体温、体重、既往
症、かかりつけ医、アレルギー、最近 1 週間の健康状況、写真の事業広報・活動記録用への使
用許可同意などをとっています。それを一つのファイルにして安全管理につとめています。ま
た、キャンプ中の子供の健康把握はスタッフが毎日チェックしています。子供は多少調子が悪
くても記入したり言ったりしないと、理解しておいたほうがよい。昨年、２段ベッドから落ち
た事故があったが、その子供は、夢遊病と世尿症の病気があったが親は学校には知らせてあっ
たが、私らには個人情報の関係でいってなかったとういうことがあり、すべて把握することは
むつかしい。また、以前、平熱が３６度を切るくらいの低体温の子供を知らずに病気にさせた
こともあります。特に頑張る子供こそ注意してあげないといけないとよく思います。
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＜閉会式＞
11 月 11 日（金）10：40～11：00
会

式
１．開

次

場：講

第

会

２．主催者挨拶

東海北陸地区青少年教育施設協議会
愛知県美浜少年自然の家

会
所

長
長

高柳

良康

福井県立奥越高原青少年自然の家

所

長

竹村

和貢

３．次期会場県挨拶

４．閉

会
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堂

・主催者あいさつ

東海北陸地区青少年教育施設協議会

会長

愛知県美浜少年自然の家
所

長

高柳

良康

昨年、東海北陸地区教育施設協議会の会長職を受け、会場も愛知県青年の家、今年は愛
知県美浜少年自然の家がお引き受けしました。国立の青少年教育施設のない愛知県として
は勇気のいる決断でした。加えて、愛知県は県立の青少年社会教育施設は３施設とも指定
管理者制度を採り、27 年度は５年毎の切り替わりの時でした。
結果的に会長職は高柳がお引き受けしたのですが、肩書きが昨年は愛知県青年の家所長、
本年は愛知県美浜少年自然の家所長でした。事務局は会長職の施設に置くということで、
事務局長の海林主任も大変でした。
このような内部事情のもとで、本年度の東海北陸地区青少年教育施設協議会も閉幕を迎
えます。
青少年教育セ研究ンター副センター長 服部英二 様、
「東海北陸地区からさらに風をおこ
そう」という基調講演、誠にありがとうございました。
２日間にわたる分科会では、司会、記録の運営委員のお力を借りる中、研究発表の国立
能登青少年交流の家の西様、石川県白山青年の家の前川様、静岡県観音山少年自然の家の
神様、国立中央少年自然の家の小見山様ありがとうございました。
事例発表、研究発表をもとに、参会者から多くの質疑が出て、活発な意見交換ができま
した。そして、青少年に体験の場を与え、有効な体験をさせるべきプログラム、事業の開
発に討議を重ねることができました。そこで得たものが、明日の施設運営、事業企画に大
いに役立ち･教育施設の発展･存続に楔を打つことができると確信しました。
情報交換会、皆様のお陰で大いに盛り上がりました。飛び交う情報、人と人、心と心、施
設と施設の交流は、ここにご参加してくださったお一人お一人に大きなエネルギーを与え
てくれました。
これも、国立乗鞍青少年交流の家の徳永所長様をはじめ、協議会役員の皆様、ご参会の
皆様お一人お一人熱心なご参加のおかげです。ありがとうございました。
オリンピック･パラリンピックはリオから東京ですが、本協議会は愛知から福井にバトンを
お渡しします。
愛知会場美浜町は海にかかわるものが特産品です。お近くの食と健康の館でえびせんべ
い・ひもの等がございます。どうぞお一人一品お土産に加えていただければ重ねての喜び
です。皆様、二日間ありがとうございました。
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・次期会場県挨拶

福井県立奥越高原青少年自然の家
所

長

竹村

和貢

みなさま、こんにちは。
ただ今ご紹介に預かりました福井県立奥越高原青少年自然の家、竹村でございます。
東海北陸地区研究大会の２日間の研修、みなさまお疲れ様でした。国立青少年教育振興
機構青少年教育研究センター副センター長の服部英二様からのご講演、そして分科会での
４つの施設からの研究発表と、この２日間でたいへん多くのことを学ぶことができました。
ひとつだけ紹介させてください。
第２分科会の静岡県立観音山少年自然の家、神先生の研究発表の中で、施設の方々が利
用者のためにいろいろと工夫、努力されていることが報告されました。使いやすく安全な
施設やアクティヴィティのあり方の追究の中から、いろいろなアイテムが生まれたといい
ます。その中に、冒険ラリーアナログＧＰＳというものがありました。このアイテムは一
言でいうなら、ウォークラリーやオリエンテーリングのときに、コース地図の上で各班の
現在位置を一目で把握できるアイテムです。
コースの各ポイントから、通過した班の報告があります。本部ではその報告に基づいて、
コース地図の上にその班を示す小さな円柱形のコマを置いていきます。順調にコースを回
っている班のコマはコースに沿って動かせますが、迷っている班のコマの動きは停滞しま
す。このコマの動きで、全体の動きを把握したり、支援に回るべき班を判断したりするこ
とができます。わたしたちも、無線でポイント通過の報告を受けるシステムをとっていま
すが、コマを地図の上に置くという工夫で、利用団体全体の動きが視覚化されます。
このアイテムは、観音山少年自然の家の所長様のアイディアということです。ひとつひと
つの班の動きをきちんと把握することは、安全確保と支援体制の充実につながります。班
の子どもたちや利用者を大切にする所長様の心の現れだと感じました。
他にも、仲間に紹介したいことがたくさんあります。振り返ってみるに、この２日間の研
究大会に参加して本当によかったと感じております。
さて、次年度から２年間、東海北陸地区の研究大会は福井県を会場に開催されます。
平成２９年度は、この夏にリニューアルオープンしました福井県立芦原青年の家が会場
となります。福井には、美味しいものや美しいスポットがたくさんあります。ご来福され
た折には、ぜひ福井を楽しんでいただきたいのですが、それ以上に私たち東海北陸の仲間
との再会が楽しみです。日々の研鑽の成果を持ち寄り、体験の風をおこす原動力としたい
ものです。
福井でお会いしましょう。待っています。
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平成28年度東海北陸地区加盟青少年教育施設協議会
運営研究大会参加者名簿
ブロック

県名

1

施設名
高岡市二上まなび交流館

2
富山県砺波青少年自然の家

3
4
富山

5

役職

参加者氏名

性別

宿泊室

分科会

指導員

三輪

祥久

男

307

分科会２

指導リーダー

村上

武史

男

307

分科会２

マネージャー

藤崎

翼

男

307

分科会１

事務員

池田

沙織

女

313

分科会２

所長

岩倉

公男

男

リーダー室421

分科会２

企画指導専門職 関原

和人

男

307

分科会１

備考

国立立山青少年自然の家
6
7

富山県呉羽青少年自然の家

8

社会教育主事

宮崎

光宏

男

307

分科会１

副主幹

中川

隆司

男

307

分科会２

管理指導事務

清水

沙紀

女

313

分科会１

所長

中山

敏泰

男

リーダー室322

分科会２

男

308

分科会１

発表者
発表者

司会者

富山市野外教育活動センター
9
10
国立能登青少年交流の家
石川

11
12
13

企画指導専門職 西
石川県立白山青年の家

北

裕之

専門員

前川

佳津行

男

308

分科会１

次長

上野

正博

男

309

分科会２

主任

平本

功

男

309

分科会１

所長

山下

正通

男

309

分科会１

福井県立芦原青年の家

14
15

福井県立三方青年の家

16

西岡

裕介

男

309

10日分科会１
11日分科会２

企画指導専門職 西浦

達郎

男

309

分科会１

所長
国立若狭湾青少年自然の家

17
福井
18

総務係員

小林

祥之

男

309

分科会１

19

所長

竹村

和貢

男

リーダー室422

分科会２

企画主任

明石

智美

女

313

分科会１

企画主任

齋藤

英市

男

309

分科会２

主任

木下

武明

男

309

分科会２

所長

徳永

章人

男

５Ｆ本部室

分科会２

企画指導専門職 吉川

師弘

男

310

分科会１

福井県立奥越高原青少年自然の家

20
21
22

福井市少年自然の家

23
国立乗鞍青少年交流の家
24
岐阜
25

所長

中村

和雅

男

310

分科会２

係長

小川

雄一

男

310

分科会１

次長

山下

達也

男

４Ｆ本部室

分科会２

男

407

10日分科会１
11日分科会２

岐阜市少年自然の家
26
27
国立中央青少年交流の家
28

企画指導専門職 小見山

29

浩二

発表者

所長

太田

恒義

男

407

分科会２

指導職

北條

友加里

女

313

分科会１

所長

雪島

こず江

女

313

分科会１

男

407

分科会２

発表者

男

407

分科会２

発表補助

静岡県立朝霧野外活動センター
30

南

静岡

31
32
33

静岡県立観音山少年自然の家

主席指導主事
指導主事
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神
玉水

宏之
利宗

平成28年度東海北陸地区加盟青少年教育施設協議会
運営研究大会参加者名簿
施設名

役職

34

静岡市清水和田島自然の家

所長

袴田

35

静岡市南アルプスユネスコパーク井川自然の家

所長

36

所長

37

副所長

ブロック

県名

静岡 浜松市かわな野外活動センター

38

参加者氏名

性別

宿泊室

分科会

利幸

男

407

分科会２

瀧本

貴行

男

407

分科会２

増井

俊光

男

408

分科会１

男

408

分科会２

外波山

裕康

指導主事

寺田

善一

男

408

分科会２

39

指導主事

宮下

純仁

男

408

分科会１

40

管理係長

相馬

幸一

男

総務マネージャー 高橋

信行

男

408

分科会１

企画マネージャー 服部

悟

男

408

分科会２

41

分科会２

備考

日帰り

浜松市立青少年の家
42
43

所長

永井

成人

男

409

分科会２

主査

渡邉

誠

男

409

分科会１

業務係長

落合

伸吉

男

409

分科会２

所長

水野

貴宏

男

副所長

井坂

修

男

410

分科会２

専任主査

小原

章

男

410

分科会１

所長

酒井

正義

男

409

分科会１

主事

杉井

聖弥

男

409

分科会１

51

所長

高柳

良康

男

リーダー室321

52

副所長

山田

幹彦

男

301

主任

海林

幹拓

男

301

54

主任

濱口

義雄

男

301

55

主事

近藤

稚子

女

リーダー室323

分科会２

愛知県青年の家
44
45

小牧市青年の家

46

豊田市青少年センター

47

記録者
講演まで参加

豊橋市少年自然の家
48
49
南

愛知県旭高原少年自然の家

50

記録者

愛知

愛知県美浜少年自然の家

53

分科会１

56

春日井市少年自然の家

所長

平井

哲

男

409

分科会２

57

豊田市総合野外センター

主査

岩田

勝重

男

410

分科会２

58

豊橋市青少年センター

センター長

横山

辰夫

男

410

分科会１

59

三重県立鈴鹿青少年センター

所長

大井

真史

男

リーダー室522

分科会１

指導主事

西村

道登

男

411

分科会１

男

411

分科会２

60
三重県立熊野少年自然の家
61

三重

指導員

62

西

真生

所長

田邊

了一

男

411

分科会２

指導課職員

谷口

健太

男

411

分科会１

所長

城田

守

男

408

分科会２

事務長

藤井

敬真

男

408

分科会１

四日市市少年自然の家
63
64

静岡 静岡県立三ケ日青年の家
65
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司会者

参加状況
【地域別参加施設数・参加者数】
（総会のみ、日帰り参加者含む）
施設数

参加者男性

参加者女性

参加者数合計

富山県

５

７

２

９

石川県

２

３

０

３

福井県

５

９

１

１０

岐阜県

２

４

０

４

静岡県

８

１６

２

１８

愛知県

９

１５

１

１６

三重県

３

５

０

５

計

３４

５９

６

６５

- 54 -

＜来
所

属

賓＞
職

名

氏

名

愛知県教育委員会

生涯学習課

課長

冨田

正美

愛知県教育委員会

生涯学習課

課長補佐

兼井

隆行

愛知県教育委員会

生涯学習課

主事

岡田

啓嗣

＜役員、事務局＞
役

職

県

名

所

属

会

長

愛

知

愛知県美浜少年自然の家

所

長

高

柳

良

康

副 会 長

岐

阜

国立乗鞍青少年交流の家

所

長

徳

永

章

人

監

事

富

山

国立立山青少年自然の家

所

長

岩

倉

公

男

監

事

静

岡

国立中央青少年交流の家

所

長

山

本

裕

一

理

事

石

川

国立能登青少年交流の家

所

長

中

山

敏

泰

理

事

福

井

福井県立奥越高原青少年自然の家

所

長

竹

村

和

貢

理

事

三

重

三重県立鈴鹿青少年センター

所

長

大

井

真

史

事 務 局

愛

知

愛知県美浜少年自然の家

副所長

山

田

幹

彦

事 務 局

愛

知

愛知県美浜少年自然の家

主

任

海

林

幹

拓

事 務 局

愛

知

愛知県美浜少年自然の家

主

任

濱

口

義

雄

事 務 局

愛

知

愛知県美浜少年自然の家

主

事

近

藤

稚

子
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等

職

名

氏

名
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宿泊部屋割表

５
Ｆ

516

515

リーダー室

523

514

513

512

リーダー室

リーダー室

トイレ

511

510

ミーティング

役員
鈴鹿

本部
役員
乗鞍

509

508

507

522

506

トイレ

リーダー室

521

504

503

リーダー室

421

502

501

402

401

302

301
美浜
事務局

505

423

役員
立山
-５８-

４
Ｆ

416

415

414

413

リーダー室

トイレ

412

411

三重
リーダー室

410

ミーティング

役員
奥越

本部
役員
中央

409

408

407

422

愛知② 愛知①

406

トイレ

404

403

リーダー室

321

405

静岡② 静岡①

323

美浜
事務局

３
Ｆ

316

315

314

313

役員
美浜
リーダー室

トイレ

女性
312

311

310

役員
能登

本部
講師
服部様

309

308

322

岐阜 福井

ミーティング

307

石川 富山

306

トイレ

305

304

303

※本施設のシーツは枕カバーと上下

シーツの使い方

の シーツが一体になった構造です。

右のように
使います

シーツ
枕

毛布

ベッド

※使用後は元のようにたたみ、人数分積み上げてタフロープで縛り、リネン室前の返却用テーブルにお返し下さい。

「愛知県美浜少年自然の家」のマークが上になるように
し、折り目を通路側に向けて、ベッドの壁側に置きます。

宿泊室引継ぎ時のご注意

かけ毛布はいつも長い辺で３回折って下さい。
マーク

下の① ～ ⑪ の点には特にご注意下さい
毛布の両端を手前
に引っ張るとシワ
は簡単に伸びます。

しき毛布が
シワだらけ

枕が シワ
だらけ

ベッドパッド
がずれている

しき毛布の左右のバ
ランスが悪くマット
レス側面が丸見え

窓が開け
っぱなし
ハン ガーが
バラバラ

カーテンが
束ねてない

ロッカー
上に忘れ
物が…
確認後は、ロッ
カーの扉は閉
めて下さい。

ハンガーが１
つしかない

ベランダに
ゴミが…

ゴミ箱が空に
なってない
○ 換気扇・電灯のスイッチを切って、入口の扉は
開けておいて下さい。
○ ベッド下のホコリやゴミは必ず取って下さい。
○ 使ってないベッドについても同じようにお願
いします。

- 59 -

