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1. 緒言 

1996(平成８)年７月、第 15 回中央教育審議会は

「21 世紀を展望した我が国の教育のあり方」の中

で「生きる力」をはぐくむことが重要であるとす

る第一次答申を行った。その中で、今後における

教育の在り方の基本的な方向として｢学校・家庭・

地域社会の連携と家庭や地域社会における教育の

充実｣、｢子どもたちの生活体験・自然体験の機会

の増加｣などを求めた。 

この答申を受けて、国立オリンピック記念青少

年総合センターは「平成 17 年度青少年の自然体験

活動等に関する実態調査」において平成 10 年度か

ら７年間の青少年の自然体験活動の変容について

調査を行い、「身近な自然体験も含め自然の中で活

動する青少年が減少している」という報告をした。

このことは、情報化・都市化などの社会の変化に

伴って、子どもたちの生活環境も変化し、直接体

験の機会は確実に減少してきている。 

そのような中で、2001 年、茨城県龍ヶ崎市に子

ども体験活動支援団体｢わんぱく畑｣が設立された。

わんぱく畑は茨城県龍ヶ崎市を拠点に子どもたち

のための野外体験活動、自然体験活動、生活体験

活動の場の企画・運営を行っている。年間およそ

10～15 回程度、主に週末や学校の長期休暇を中心

に、茨城県内や関東近辺の野外教育施設で、日帰

り、宿泊を伴うキャンプ活動を提供しており、2006

年１月の時点で、リピーターを含め龍ヶ崎市内の

子どもたち延べ 3000 人が講座に参加している。 

そこで、わんぱく畑のように子どもに体験活動

を活発に提供している団体がある地域では、国の

報告とは逆に子どもの体験活動は増加傾向にある

のではないかと考えた。 

本研究では、子ども体験活動支援団体わんぱく

畑の設立に伴う龍ヶ崎市の子どもの自然体験活動

と、学校外活動の生活実態の変容について調査す

ることで、龍ヶ崎における子どもの体験活動と地

域の教育力の関係を明らかにし、子どもの体験活

動を推進するための方策を導き出すことを目的と

した。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査対象者及び調査方法 

調査対象者は龍ヶ崎市内13小学校の第６学年生

854 名である。有効回答数は 811 名で全体の 95％

である。質問紙法による調査を行い、質問紙は６

年前に阿部
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 が用いたものを参考に作成した。調査

は 2006 年 12 月 5 日から 2006 年 12 月 13 日に実施

した。 

2-2 調査内容 

＜子どもの自然体験活動の変容＞ 

①自然体験に関する事項（複数回答） 

＜子どもの学校外活動の生活実態の変容＞ 

②学習塾に関する事項（二択） 

 

③団体活動への参加に関する事項（複数回答） 

④放課後の遊びにかんする事項(場所・内容) 

（自由記述） 

⑤電子メディアの保有に関する事項（複数回答） 

2-3 分析方法 

①～③については、｢国の報告」、｢同地域の過去

の実態｣との比較を行う。 
④、⑤については、「同地域の過去の実態」との

み比較を行う。 
差の検定はχ

２ 

 検定によって行い、有意水準は

５％とした。 
 

3. 結果と考察 
3-1 自然体験に関する事項 

｢あなたがこれまでに体験したことのあるものに

ついて当てはまる番号全部に○をつけてくださ

い｣（複数回答） 
図１ 体験活動全体 
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*Ｐ＜0.05 **Ｐ＜0.01 ***Ｐ＜0.001 

国の報告と同様に体験活動８項目(①キャンプ

をする、②川や海でつりをする、③川や海で泳ぐ、

④野生の動物にであう、⑤朝日や夕やけをみる、

⑥登山をする、⑦こん虫をつかまえる、⑧星をか

んさつする)全てにおいて龍ヶ崎の子どもの体験

活動も減少していた。(図１) 

龍ヶ崎のデータにおいて平成 12 年と平成 18 年

の間に有意差が認められ、「子ども体験活動支援団

体わんぱく畑の設立以後、龍ヶ崎の子どもの体験

活動は国の報告とは逆に増加傾向にある」という

仮説に反して龍ヶ崎市内の子どもの体験活動の経

験も乏しくなっていることが明らかになった。 

この結果から、龍ヶ崎における子どもの体験活

動と地域とのかかわりの間にはいくつかの阻害要

因があると考える。 

まず、国の平成 10 年のデータと龍ヶ崎の平成 12

年のデータ(以下、前期)と、国の平成 17 年のデー

タと龍ヶ崎の平成 18 年のデータ(以下、後期）、そ

れぞれ国と龍ヶ崎の間には有意差が認められ、過

去、現在共に龍ヶ崎の子どもは国よりも体験活動

が乏しいという結果から、龍ヶ崎の「地域性」（公

園は多く整備されているが、海・山・川などの自

然が少ない）が阻害要因となっていると考える。
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次に、活動への｢参加費｣の問題が考えられる。｢親

としては子どもに参加させたいが、お金がかかる｣

という理由から、各家庭の社会階級や経済力が体

験活動の阻害要因のひとつになっているのではな

いかと考える。親が子どもの学校外活動にどのく

らい投資しているかを示す経済指標の作成が必要

であり、また子どもを育てる「親世代の体験活動

の経験」も影響していると考える。わんぱく畑は

学校等に配布するポスターで参加者を募るため、

「学校との連携」も阻害要因になっていると考え、

学校の方針を決める校長の教育方針や教育観を理

解し、信頼を得、協力を依頼するなど地域側から

積極的に働きかける姿勢が必要であると考える。 
 

3-2 学習塾に関する事項 

「あなたはじゅくに通っていますか」（二択） 
図２ 通塾率 

 *Ｐ＜0.05 **Ｐ＜0.01 ***Ｐ＜0.001 

通塾率については前期、後期ともに龍ヶ崎は国

よりも有意に低く、龍ヶ崎のデータにおいて平成

12 年と平成 18 年との間に有意差が認められた。

2002 年（平成 14 年）に文部科学省が行った｢学習

意欲に関する調査研究｣において、｢自然体験が多

い青少年の中には、学習意欲・課題解決意欲の高

い青少年が多い」という結果が得られていること

からも、子どもの成長にとって重要な役割をもつ

「遊び時間」を削ってまで学習塾・習い事に通わ

せることに対しては、今後も見直していかなけれ

ばならない点であると考える。加えて、塾や習い

事に対する親や子どもの意識についても調査する

必要があると考える。 

 

3-3 団体活動への参加に関する事項 

「あなたが参加しているグループや会、団体はあ

りますか。あてはまる番号全部に○をつけてくだ

さい」（複数回答） 

図３ 団体活動加入率 

 
*Ｐ＜0.05 **Ｐ＜0.01 ***Ｐ＜0.001 

前期、後期ともに龍ヶ崎は国よりも団体活動加

入率は有意に高いことがわかった。龍ヶ崎のデー

タにおいて平成 12 年と平成 18 年との間に有意差

が認められ、国の傾向と同じく団体活動加入率は

減少していた。 
 
3-4 放課後の遊びに関する事項 

「あなたは学校から帰ってきたらどこで何をして

遊びますか。『よく遊ぶ場所』と『どんな遊びか』

を３つまで書いてください」（自由記述） 

子どもの遊びの内容が、「ボールを使ったスポー

ツ」などで、「探検」などの自然の中で行うもので

はなくなっていることから、外で活動する自然体

験活動の割合が減少しているという(１)の結果に

関連していると考える。 
 
3-5 電子メディアの保有に関する事項 

「次の中であなたが持っているものはどれですか。

当てはまる番号全部に○をつけてください」 
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（複数回答） 

全ての項目に有意差が認められた。｢ゲーム｣、

｢オーディオ｣は減少しており、｢携帯電話」、｢パソ

コン｣は増加していた。携帯電話、パソコンは親が

子どもに持たせる場合が多いと考えられるため、

今後の研究において親の意識調査を行う必要があ

ると考える。 
 
4 まとめ 

本研究で得られた主な結果は以下の通りである。 
＜自然体験活動＞ 

・2001 年の｢わんぱく畑☆｣の設立以後、活動の成果

(子どもの体験活動の増加)は表れておらず、龍ヶ

崎市内の子どもの体験活動は、国の調査と同様に

減少していた。 
＜学校外活動の生活実態＞ 
・通塾率・団体活動への加入率は国、龍ヶ崎ともに

減少した。 
・自然体験活動の減少に伴う｢室内遊び｣への進行は

見られなかった。 
・室内遊びが減少し外遊びが増加した。しかし｢探

検する｣などの自然の中で行う遊びは減少した。 
・携帯電話、パソコンの保有率が増加した。 
 

今回の調査では、実態を捉えるまでで推進方策を

導き出すまでには至らなかった。また、「子どもの

自然体験活動の変容・実態」は捉えることができた

が、意識まではとらえることができなかった。今後

は、今回の実態調査の結果をふまえて意識調査を行

い、子どもの体験活動を充実させるためのより具体

的な方策を導き出し、より具体的な子どもの体験活

動を推進するための方策を導き出していくことが

課題である。 
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