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1．研究の背景

近代化、都市化の進んだ今日の生活環境では、
子どもや青少年の生活体験、自然体験の機会が減少
している（独立行政法人国立青少年教育振興機構，
2011）。子どもや青少年にとってこれらの体験は、命
を思いやる心や、自分を律する心、社会性を育むた
めの重要な機会であり、これらの体験の機会を保障
していくことが、近年の大きな教育課題となっている。
これらを踏まえ、学校教育においては、平成20年

度に改訂された小学校学習指導要領に、「自然体験」
「集団宿泊体験」などが取り上げられるようになった。
例えば、「道徳」「総合的な学習の時間」の領域では、

「集団宿泊活動やボランティア活動、自然体験活
動（注1）などの豊かな体験を生かして指導計画を作成
すること」と示されており、「特別活動」の領域では、「自
然の中での集団宿泊活動などの活動を行うこと」、「実
施にあたっては自然体験や社会体験などの体験活動
を充実すること」と示されるようになった。その他、国
の方策としては、平成20年度から、子ども農山漁村
交流プロジェクト（注2）がスタートし、自然体験活動の
指導者養成事業が展開されている。
これらの国の方策を見ても分かる通り、自然体験活

動の重要性は、今後ますます高まっていくことが予想

される。そのため、教員養成大学における、自然体
験活動指導者養成カリキュラムを充実させていく必
要性も高まっている。
しかし、教員養成大学が抱えている課題は大きい。

まず、今日では、子どもたちだけではなく、教員を目
指す学生自身に自然体験が不足しているという問題
がある。教員自身が自然体験の楽しさや喜びを数多
く経験していなければ、自然体験活動の重要性や教
育的意義が理解できず、子どもたちにその楽しさや
喜びを伝えることは難しい。そのため、まずは学生た
ち自身が豊かな自然体験を経験する機会が、大学
教育においても求められる。次に、自然体験活動の
指導者に求められる専門的能力は幅広く、そして多
岐にわたるということが挙げられる（注3）（注4）。そのため、
幅広い専門能力を、学部教育の限られた科目数の中
で、どのように育成していくのかが課題として存在して
いる。
これらのような課題がありながら、大学教育におい
ては、自然体験活動の指導者養成に関して明確な
基準が定められているわけではなく、各大学の取り
組みに委ねられているのが現実である。
そのような中で、教育内容の充実を図り、特色ある

教育を展開していくためには、まずは国の方策の動
向や、他大学の動向を広く見渡すことが必要である。
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そして、自らの大学の教育内容が、大学の持つ特長、
入学してくる学生の実態、社会から求められる能力に
適合した内容であるかどうかについて、検証を重ね
ていくことが必要である。
このような問題意識から、本研究では、他の体育・
スポーツ系大学で行われている自然体験活動科目の
調査を行った。他大学の取り組みの調査を行い、本
学の指導者養成における、より望ましい在り方を明ら
かにすることを目的とした。

2．方法

（1） 調査対象大学
調査対象大学は、全国体育系大学学長・学部長

会議加盟大学の24校を対象とした。対象大学を以
下に示した。

（2） 調査内容と方法
1） 自然体験活動の実施状況

各大学のホームページから公開電子シラバスを
閲覧し、自然体験活動科目の調査を行った。自然体
験活動科目（講義、実技、実習）のうち、野外で行わ
れる実習（以下、野外実習）に着目し、実習の授業名、
標準履修年次、科目の位置づけ（必修、選択必修、
選択）、授業の形態、授業の概要を調査した。各大

学のホームページの最終確認日時は、平成23年12
月1日であった。

※「選択必修」は、「複数の野外実習の中から、い
ずれかの野外実習を必ず履修するもので、履修し
なくては卒業ができないもの」とした。「選択」は、「履
修しなくても卒業することができるもの」とした。

※各科目の実施形態は、週間授業で講義または実
技を行う「週間」、数回のオリエンテーションの後
に集中実習を行う「集中」、週間授業と集中実習を
組み合わせて行う「週間＋集中」という形態に分類
した。

2） 専門能力の育成のあり方
専門能力の育成のあり方を調査するため、自然体

験活動科目が10科目以上ある筑波大学、日本体育
大学、びわこ成蹊スポーツ大学の科目をピックアッ
プした。3校の科目構成を調査するために、各校の
科目を、「講義」、「実技」、「実習」、「指導実習」に
分類し、各分類における科目数を調査した。

3．結果

（1） 他大学における自然体験活動（野外実習）の実
施状況

24大学の内、23校（95.8%）が野外実習を取り扱っ
ていた。その内、必修・選択必修として実習を位置
付けている大学は14校（60.9%）であり、選択科目と
してのみ実習を行っている大学は9校（39.1%）であっ
た。

表2に、必修・選択必修として行われている科目を
示した。必修科目においては、夏季ではキャンプ実
習や水泳実習、冬季ではスキー実習やスケート実習
などが見られた。大学によっては、これらの実習をフ
レッシュマンセミナー、初年次教育の一環として位
置づけており、専門教員だけではなく学内教員も実
習に携わり、組織的に展開していることが伺えた。ま
た、23校の内、小学校教諭1種免許状が取得可能
な学科がある3校においては、実習を1、2年次の
必修または選択必修として位置づけており、水泳実

仙台大学 早稲田大学
筑波大学 桐蔭横浜大学
流通経済大学 至学館大学
国際武道大学 中京大学
国士舘大学 びわこ成蹊スポーツ大学
順天堂大学 立命館大学
大東文化大学 大阪体育大学
東海大学 天理大学
東京女子体育大学 環太平洋大学
日本女子体育大学 九州共立大学
日本体育大学 福岡大学
法政大学 鹿屋体育大学

表1．全国体育系大学学長・学部長会議加盟大学
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1 流通経済大学 授業名 年次 形態 備考

スポーツ健康科学科 海浜実習 1 集中 フレッシュマンセミナーとしての水泳実習

2 日本体育大学 授業名 年次 形態 備考

全学科共通 海浜実習（フレッシュマン教育） 1 集中 フレッシュマンセミナーとしての水泳実習

3 早稲田大学 授業名 年次 形態 備考

スポーツ科学部 野外活動実習（夏季菅平） 1 集中 山野での野外活動
野外活動実習（冬季菅平） 2‐ 集中

4 東海大学 授業名 年次 形態 備考

生涯スポーツ学科 冬季野外活動理論演習 1 週間＋集中 スキー

夏季野外活動理論演習 2 週間＋集中 水辺活動（シュノーケリング、スイミング）

5 国士舘大学 授業名 年次 形態 備考

体育学科 体育方法学・実習（野外教育1） 1 集中 臨海・キャンプのいずれかを選択
体育方法学・実習（野外教育2） 2 集中 スキー・スケートのいずれかを選択

こどもスポーツ教育学科 こどもスポーツ（野外教育） 1 集中 スキー・スケートのいずれかを選択
　（小学校教員免許取得可） 体育方法学・実習（野外教育） 2 集中 臨海・キャンプのいずれかを選択

6 至学館大学 授業名 年次 形態 備考

こども健康・教育学科 野外運動（含水泳） 2 週間＋集中 山野型のキャンプと子どものキャンプ指導
　（小学校教員免許取得可）

7 びわこ成蹊スポーツ大学 授業名 年次 形態 備考

全学科共通 フレッシュマンキャンプ 1 集中 近郊での野外活動
雪上実習 1 集中 スキー

水辺実習 1 集中 セーリングスポーツ、カヌー

9 環太平洋大学 授業名 年次 形態 備考

体育学部 水泳（基礎） 1 集中 遠泳を含む水泳
雪上スポーツ実習（スキー） 1 集中 スキー

10 福岡大学 授業名 年次 形態 備考

健康運動科学科 キャンプⅠ 2 集中

表2．他大学における実習科目
必修として行われている野外実習科目
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1 仙台大学 授業名 年次 形態
体育学科 海浜実習 1 集中

・右の4科目から1科目選択 スキーⅠ 1 集中
キャンプ 1 集中
スケート 2 集中

2 筑波大学 授業名 年次 形態
体育専門学群 実技理論・実習　水泳実習 2 集中

・水泳、雪上のいずれかを選択 実技理論・実習　雪上実習 2 集中

3 日本体育大学 授業名 年次 形態
体育学科 キャンプ指導実習 2 集中

・右の4科目にゴルフを加えた5科目から1科目を選択 スキー指導実習 2 集中
スケート指導実習 3 集中
水泳指導実習 2 集中

社会体育学科 キャンプ理論・実習 2 週間＋集中
・右の4科目にゴルフを加えた5科目から2科目を選択 スキー理論・実習 2 週間＋集中

マリンスポーツ理論・実習 2 週間＋集中
スケート理論・実習 3 週間＋集中

4 桐蔭横浜大学 授業名 年次 形態
スポーツ教育学科（小学校教員免許取得可） 自然活動論（実習を含む）　夏季 1 集中
・夏季、冬季のいずれかを選択 自然活動論（実習を含む）　冬季 1 集中

5 大東文化大学 授業名 年次 形態
スポーツ科学科 キャンプ 2 週間＋集中
・右の5科目にゴルフを加えた6科目から2科目選択 カヌー 2 週間＋集中

スキー 2 週間＋集中
スケート 2 週間＋集中
マリン 2 週間＋集中

6 国士舘大学 授業名 年次 形態
体育学部　体育学科 野外教育論・実習 3 集中

・夏季、冬季の６種目の中から１種目選択

7 至学館大学 授業名 年次 形態
健康スポーツ科学科 野外活動Ⅰ指導法（野外活動） 1 週間＋集中

・右の3科目に体育実技Ⅴ指導法を加えた４科目から2科目選択 野外活動Ⅱ指導法（雪上活動） 2 週間＋集中
野外活動Ⅲ指導法（水泳活動） 2 週間＋集中

8 中京大学 授業名 年次 形態
スポーツ科学部 スポーツ実技D（スキー） 1 集中
・右の4種目から1科目選択 スポーツ実技D（マリンスポーツ） 2 集中

スポーツ実技D（キャンプ） 2 集中
スポーツ実技D（アウトドアスポーツ） 2 集中

9 福岡大学 授業名 年次 形態
健康運動科学科 アクアスポーツ 2 集中

・アクアスポーツ、スキーのいずれかを選択 スキー 2 集中

選択必修として行われている野外実習科目
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習や、キャンプ実習などが行われていた。
選択としてのみ野外実習を行う大学の科目は本稿

には掲載していないが、必修と同様に、夏季ではキャ
ンプ実習、海浜実習が多く、冬季ではスキー実習、
スケート実習などが見られた。また、Cカードの取得
を目的としたダイビング実習など、必修として行われ
る科目には見られない野外スポーツ種目が見られた。

（2） 他大学における専門能力育成のあり方
表3に、筑波大学、日本体育大学、びわこ成蹊ス

ポーツ大学における自然体験活動科目を示した。参
考資料として本学の自然体験活動科目も併記した。ま
た、各分類における科目数を表4に示した。

各大学における科目分類を見ると、「講義」は、筑
波大学5科目、日本体育大学3科目、びわこ成蹊ス
ポーツ大学6科目であった。「実技」は、筑波大学1
科目、日本体育大学2科目であり、びわこ成蹊スポー
ツ大学には該当する科目はなかった。「実習」を見ると、
「集中」は、筑波大学2科目、日本体育大学1科目、
びわこ成蹊スポーツ大学は3科目であり、「週間+集

表3．筑波大学・日本体育大学・びわこ成蹊スポーツ大学の自然体験活動科目

表4 ．各分類における科目数

筑波大学　体育専門学群
分類 授業名 形態 年次 位置づけ
講義 野外教育・スポーツ論 週間 2 コース必修

キャンプカウンセリング 週間 3 選択
山野スポーツ 週間 3 選択
海洋スポーツ 週間 3 選択
雪上スポーツ 週間 3 選択

実技 実技理論・実習　野外運動 週間 1 選択
実習 実技理論・実習　水泳実習 集中 2 選択必修

実技理論・実習　雪上実習 集中 2 選択必修
野外運動方法論演習Ⅰ（キャンプ） 週間＋集中 3 コース必修
野外運動方法論演習Ⅱ（水泳） 週間＋集中 3 コース必修
野外運動方法論演習Ⅲ（雪上） 週間＋集中 3 コース必修

指導実習 野外スポーツマネジメント実習 集中 2 選択
※コース必修：野外運動を卒業研究領域に選択した場合に必修

日本体育大学　社会体育学科
分類 授業名 形態 年次 位置づけ
講義 野外活動概論 週間 1 選択

野外活動と環境 週間 4 選択
野外活動における安全管理 週間 4 選択

実技 野外活動実技 週間 2 選択
ネイチャーゲーム 週間 2 選択

実習 海浜実習（フレッシュマン教育） 集中 1 必修
キャンプ理論・実習 週間＋集中 2 選択必修
スキー理論・実習 週間＋集中 2 選択必修
マリンスポーツ理論・実習 週間＋集中 2 選択必修
スケート理論・実習 週間＋集中 3 選択必修

指導実習 ゼミナールⅠA 週間＋集中 3 選択

びわこ成蹊スポーツ大学
分類 授業名 形態 年次 位置づけ
講義 野外スポーツ基礎演習 週間 2 選択

キャンプマネジメント 週間 3 選択
野外スポーツ指導法Ⅱ 週間 3 選択
野外スポーツ特別講義 週間 3・4 選択
野外スポーツプログラム 週間 3・4 選択
キャンプカウンセリング 週間 3 コース必修

実習 フレッシュマンキャンプ 集中 1 必修
雪上実習 集中 1 必修
水辺実習 集中 1 必修
野外スポーツ専門実習Ⅰ（雪上） 週間＋集中 3 選択
野外スポーツ専門実習Ⅱ（キャンプ） 週間＋集中 3 コース必修

指導実習 キャンプ指導法 集中 3 コース必修
野外スポーツ指導法Ⅰ 集中 3 選択

※コース必修：野外スポーツコースを選択した場合に必修

東京女子体育大学
分類 授業名 形態 年次 位置づけ
講義 野外教育論 週間 3 選択
実習 スキーⅠ 週間＋集中 2 選択

水泳運動方法及び実習 週間＋集中 3 選択
キャンプ登山Ⅰ・Ⅱ 集中 3 選択
マリンスポーツⅠ（ダイビング） 集中 3 選択
マリンスポーツⅡ（水上スキー） 集中 4 選択
スケートⅠ・Ⅱ 集中 3 選択
スキーⅡ（スノーボード） 集中 3 選択

※キャンプ登山Ⅱ、スケートⅡは、それぞれⅠと同一の実習であり、
Ⅰを履修した学生が次年度に履修可能

筑波大学 日本体育大学 びわこ成蹊スポーツ大学 東京女子体育大学
講義 5 3 6 1
実技 1 2 0 0
実習 5 5 5 7

指導実習 1 1 2 0
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中」は、筑波大学3科目、日本体育大学4科目、びわ
こ成蹊スポーツ大学は2科目であった。学生が指導
実践を行う「指導実習」は、筑波大学1科目、びわこ
成蹊スポーツ大学では2科目が見られた。日本体育
大学は、「ゼミナールⅠA」という演習科目の中に自然
体験活動の指導実践機会が含まれており、本稿では

「指導実習」に含めた。

4．考察

（1） 本学における望ましい自然体験のあり方について
1）1・2年次における自然体験活動の必要性

調査対象大学24校の内、23校（95.8%）が野外
実習を取り扱っており、その内、14校（60.9%）が必修、
または選択必修という位置づけで行っている。体育
系大学においては、1・2年次の段階で、何らかの
自然体験の機会を設けているのが大勢であると言え
る。また、24校の内、3校が小学校教諭1種免許状
の取得ができる学科を設置しているが（国士舘大学、
至学館大学、桐蔭横浜大学）、いずれの大学におい
ても必修または選択必修として実習が位置づけられ
ており、小学校教育課程における自然体験活動の重
要性が伺える。

本学の現状を見ると、野外実習は全て選択科目に
位置付けられているため、履修しなくても卒業ができ
る状況にある。これら他大学の状況と、近年の社会
状況を踏まえると、本学においても1・2年次の段階に、
学生が何らかの自然体験を経験する機会を設けてい
く必要があると考えられる。

2）必修として取り扱う自然体験活動のあり方
必修として行われている科目をみると、水泳実習、

キャンプ実習、スキー実習などが取り扱われている。
いずれの科目においても、自然環境の中で、グループ
で様々な課題を解決していく場面を多く含む形で展開
されている。大学によっては、遠泳や登山など、集団
での課題達成を通じて、一体感や帰属意識の醸成を
図ることを目的とした活動を組織的に行っている。
このような他大学の取り組みをみる限り、自然体験
の機会を、自然環境の中で生まれる様々な困難や課

題に対し、集団または個人でそれを乗り越え自己成長
を促していく機会（注5）として捉えるとともに、他者との
共感的な関係を形成していくための機会として捉えら
れていることが推察できる。

学生がいずれ指導的立場に立った時には、自分
自身が体験したことを基点にして、学習者に自然体
験の意義を伝えていくことが求められる。そのため、
必修として取り扱う場合の自然体験では、特定の野
外スポーツの技能向上を目的とする活動ではなく、日
常とは異なる自然環境に身を置き、仲間とともに課題
を乗り越え、自然の厳しさも深く味わいながら、深い
楽しさの実感に至るような活動のあり方が重要である
と考えられる。

3）具体的な活動と課題
本学において必修として自然体験を取り扱う場合

も、厳しさをも孕む自然環境に積極的に適応していく
過程を通して、他者との共感的関係の形成、自己理
解、自然認識が深まっていくような科目のあり方が望
ましいと考える。具体的には、遠泳を含む水泳実習、
登山を含むキャンプ実習などが、代表的な活動とし
て挙げられる。
これらの活動を通して望ましい教育効果を得るため
には、方法論の蓄積と組織的な運営体制が必要で
あり、現在、実施している大学は限られている。本
学では、短期大学においてフレッシュマンセミナーと
しての水泳実習をすでに展開しており、学内教員が
一体となって実習を運営する組織体制が構築されて
いる。これらのことから、学部教育においても、特色
ある自然体験活動を展開していくことのできる可能性
を有しているといえる。
ただし、必修としてこれらの活動を行う場合には、

いくつかの解決すべき問題点も指摘できる。水泳実習
を例にすると、集団の規模が大きくなると、第一に安
全管理の問題、宿泊施設の収容力の問題、その他
様々な問題が生じてくることが予想される。また、集
団の規模が大きくなればなるほど、学生同士の関わ
り、学生と教員の関わりが薄まり、共感的関係の形
成が効果的に行えなくなってしまうという問題も起きう
る。これらの問題は、必修として実習を行う大学が共
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通して抱える問題であり、教育の質を保障するために
も、充分に対応の検討がなされる必要がある。

（2） 本学における専門的指導能力の育成のあり方
について

1） 企画立案・運営・指導力と捉えた専門的能力の育成
文部科学省が主催する長期自然体験活動指導者

養成事業のカリキュラム（注4）では、プログラムの企
画立案、自然体験活動の技術、体験活動の指導法
などが主たる内容として取り扱われている。これらを見
ると、指導者に求められる専門能力は、野外スポー
ツ種目の技能を有することだけではなく、活動を企画
し、組織的に運営していくための、より総合的な能力
が求められていると考えられる。筑波大学、日本体育
大学、びわこ成蹊スポーツ大学における科目構成を
みると（表3、表4）、多様な野外スポーツ種目を並べ
るのではなく、講義や実技、実習科目の内容を有機的
に関連させながら、自然体験活動の企画・運営・指
導力を育成するというねらいを読み取ることができる。

本学の科目構成をみると、7科目の実習（いずれも
選択）を設けており、野外スポーツ種目の技能を習
得するための機会は充実している。しかし、他大学
の状況や社会の動向を踏まえると、今後は本学にお
いても、体育大学の特長としての高い技能を有する
ことに加え、企画・運営・指導力の育成を図っていく
必要がある。そのためには、各科目内容の有機的な
関連を図りながら、企画・運営・指導力の育成に主
眼を置いた科目構成が必要であろう。

2） 企画・運営力をどのように育成するか
活動を企画し運営していく能力は、どのように育成

していけばよいだろうか。これらの能力の育成を図る
ためには、学生が実際に活動の計画を立て、その計
画をもとに、組織的に実行していく過程が必要である。
また、計画通りにいかなかった体験を踏まえて課題を
設定し直し、再び活動に取り組んでいくという反復的・
継続的な取り組みを通して、効果的に育成を図ること
ができると考えられる。したがって、育成のあり方とし
ては、週間授業と集中実習を組み合わせた科目が、
連続的に配置されるあり方が望ましいと考えられる。

以下に、企画・運営力の向上を効果的に図る科
目のあり方として、筑波大学の野外運動方法論演習Ⅰ

（キャンプ）、野外運動方法論演習Ⅱ（水辺）、野外
運動方法論演習Ⅲ（雪上）を図として示した。

これらの実習はいずれも、週間授業において実習
の企画を行った後、山野、水辺、雪上での集中実
習を行うものである。各実習の活動内容は異なるが、
企画・運営力を育成するというねらいはいずれにおい
ても共通している。また、様々な危険を予見した上で
計画を立て、組織的に行動していくというプロセスも
共通している。このように、ねらいが共通する実習が
連続的に配置されることで、一つの実習で得た成果
を次回の実習に活かすことや、計画通りにいかなかっ
た体験に基づいて課題を修正し、次回の実習に臨む
という反復的・継続的な学習が可能となる。このよう
な科目のあり方は、企画・運営力の向上を図る有効

演習
キャンプ（４-８月）

演習
水辺（９-11月）

課題設定

６泊７日実　習

学
内
講
義

評価と
課題設定

６泊７日実　習

演習
雪上（12-１月）

評価と
課題設定

評価

４泊５日実　習

図1．野外運動方法論演習 I・II・IIIの授業モデル
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なモデルであると考えられる。
ただし、このモデルの問題点として、実施日程の

調整や、遠隔地で活動するための費用負担が大きく
なることなどが挙げられる。したがって、このようなモ
デルを本学にそのまま当てはめるのではなく、本学に
適したあり方にアレンジをしていく必要がある。以下
に授業モデルを示した。

学内において活動の企画を行い、近郊の自然環
境（奥多摩山域、丹沢山域）での実習を行うものであ
る。近郊にある自然環境を活用することで、実習で生
まれた課題を再度設定し、再び活動に臨むという反
復的・継続的な学習が可能となる。企画・運営力の
育成は、中・長期的に図っていく必要があり、そのた
めには、遠隔地の実習地ではなく、近郊の環境を活
用することが適していると考えられる。

3） 指導力をどのように育成するか
3校のいずれにおいても、指導理論に関する講義

と、指導実習が科目として配置されている。びわこ
成蹊スポーツ大学では、1年次に行われる野外実
習に指導補助者として参加することが単位化されてお
り（キャンプ指導法、野外スポーツ指導法Ⅰ）、それ
らの指導実習に関連する講義科目が配置されている

（キャンプマネジメント、キャンプカウンセリング）。
一般的に、科目名称に「指導法」という言葉が含ま

れていても、あくまでも「指導法を指導される立場」で
学習が進む場合が多い。指導理論についての認知
的な理解は、講義を通して学ぶことが適しているが、

実際の指導方法に関する理解は、指導理論を踏まえ
たうえで、実際に指導的立場に立ち、指導行為へと
転化することで、より効果的に学習することができると
考えられる。限られた科目数の中で指導力の向上を
図らねばならない学部教育においては、指導実践を
通して指導力の向上を図ることが必要であると考えら
れる。

本学においては、例えば野外実習などが、学生
が指導的立場を経験する機会として考えられる。そこ
では、指導法の理解を深めるだけではなく、後輩学
生の自己成長に関わりながら、実習の組織的な運
営のあり方を学ぶ良い機会となると考えられる。また、
大学の地域交流事業や、筑波大学が実施している
ように青少年教育施設で指導実習を行うことも、自然
体験活動の指導の実際を効果的に学ぶ機会となりう
る（野外スポーツマネジメント実習）。いずれの場合
においても、講義を通して指導法に関する理論学習
を行っておくなど、他の科目との有機的な関連を図り、
育成を図ることが重要であろう。

視点を変えると、子どもに対する指導実践の機会を
設けていくことは、学生の自己成長を促す機会として
も重要であると考えられる。学生時代に子どもを指導
する立場に立ち、子どもの見方、考え方を捉える試み
を経験することは、子どもと関わる能力の基礎を形成
することにつながると考えられる（別惣ほか、2003）。
また、教育実習を経験した後に学生の教員を目指す
意欲が飛躍的に高まる場合があるように、指導者とし
ての責任を実感する経験は、学生自身の課題意識
に強い影響を及ぼす機会となりうる。

5．まとめ

本研究では、他大学で行われている自然体験活動
に関連する科目を調査し、本学における自然体験活
動の指導者養成のより望ましいあり方を明らかにする
ことを目的とした。その結果、以下のことが明らかとなっ
た。

（1） 体育系大学においては、1・2年次の段階で、
学生の自然体験の機会を設けているのが大勢で

図2．近郊の自然環境を活用した授業モデル
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ある。本学においても、必修あるいは選択必修
として自然体験の機会を設けていく必要があると
考えられる。必修として取り扱う場合の自然体験
では、特定の野外スポーツの技能向上を目的と
する活動ではなく、日常とは異なる自然環境に身
を置き、仲間とともに課題を乗り越え、自然の厳
しさも深く味わいながら、深い楽しさの実感に至
るような活動のあり方が重要であると考えられる。

（2） 自然体験活動指導者に求められる能力は、野
外スポーツ種目の技能を有することだけではな
く、活動を企画し、組織的に運営していく総合
的な能力であると考えられる。本学の科目構成に
おいては、野外スポーツ種目の技能の習得や、
幅広く自然体験を経験することは可能である。今
後は、企画・運営・指導力の育成を図る科目構
成を検討していく必要がある。

（3） 企画・運営力の向上のためには、学生が計画
を立て、各自の役割に従って組織的に実行して
いく過程が必要であり、反復的・継続的な取り
組みを通して育成を図ること必要である。本学で
育成を図る場合、遠隔地での実習ではなく、近
郊の自然環境を活用して複数回行う実習も、一
つのあり方として考えられる。指導力の向上を図
るためには、学生が指導的立場に立つ機会を
科目として設けていく必要がある。本学において
は、野外実習や、地域交流事業、青少年教育
施設への実習などに指導実践の機会としての可
能性が考えられる。

6．今後の課題

本稿で述べてきたように、学生たちに豊かな自然
体験の機会を提供していくことに加え、自然体験活動
の専門能力を育成していく必要がある。そのために、
学生に身につけさせる能力を明確にし、必要な授業
科目を整理していく必要がある。その際には、本学の
特長を反映させた特色ある自然体験活動のあり方を
追求する視点と、教職科目などの、他の指導者養成

に関する科目との有機的な関連を図る視点を持つこと
が重要であろう。

【注】
注1

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。平成8年に公
表された青少年の野外教育の振興に関する調査研
究協力者会議報告書では、「自然の中で組織的、計
画的に、一定の教育目標を持って行われる自然体験
活動の総称」を「野外教育」と定義づけている。

注2

「子ども農山漁村プロジェクト」は、農林水産省、
文部科学省、総務省が連携して、子どもたちの学ぶ
意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などを育み、
力強い成長を支える教育活動として、小学校におけ
る農山漁村での長期宿泊体験活動を推進するプロ
ジェクト。全国の小学校5年生（120万人）が農山村
に1週間程度滞在し、集団宿泊活動、自然体験活
動をする。平成24年度の本格実施に向けて、指導
者養成事業が展開されている。

注3

別惣ほか（2003）は、自然体験活動の指導に求め
られる学校教員の資質能力を、「第1因子 :共通理解
と集団指導力」、「第2因子 :安全管理・安全指導の
能力・知識」、「第3因子 :自然体験活動の知識」、「第
4因子 :企画・指導技術」、「第5因子 :状況予測力と
対人関係能力」、「第6因子 :関心・意欲」、「第7因子 :
元気・体力」の、7つの因子に分類している。

注4

文部科学省が推進している小学校長期自然体験
活動指導者養成事業カリキュラムでは、学校教育に
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おける体験活動の意義（講義2時間）、教育課程と
体験活動の関連性（講義2時間）、プログラムの企
画立案（講義演習5時間）、自然体験活動の技術（実
習5時間）、体験活動の指導法（講義演習5時間）、
安全管理（講義2、実習3時間）が取り扱われている。

注5

自然環境の中で、困難な場面や課題を設定し、集
団または個人で乗り越えることで自己成長を促す教育
を、野外教育の領域においては冒険教育として位置
付けており、様々な教育効果が報告されている。伊
原ほか（2004）によると、仲間と自然の中で生活を共に
し、協力して挑戦的な活動を行うことで、グループに
対して主体的に関わりを持つ態度、リーダーシップ、
自分自身への反省的態度、責任感などが醸成される
ことや、豊富な成功体験を通して自己概念が向上す
るという効果があることが報告されている。
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