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Mothers' Anxiety about Young Children 

Who Participated in a Resident Camp 

Minoru IIDA 

It has been sustained that camping contributes to eaeh child's mental, physical, social and spiritual 

growih. However, camping has served inainly upper elementary and junior high school children, because 

some camp leaders and parents have beleived that young children are not physically and emotionally 

enough to cope with camp living. 

The purpose of this study was to investigate mothers' anxiety about young children who had 

participated in a resident camp. The subjects were 1 84 mothers of kindergarten children (N=86) and 

first graders (N=98) who enrolled in a five-day resident camp held in August 1980 and 1981. The ages 

ranged from 25:5 to 46:4, with a mean age of 34:2. To measure camp anxiety of the subjects, the 

Camp Anxiety Scale which included 30 items related to camp living of young children was develcped 

by the present author and administered to them three weeks before and after the camp. The State-

Trait Anxiety Inventory (FORM X-1), which was originally developed by Spielberger and translated 

into Japanese by Shimizu, was employed to measure their state anxiety in the usual situation and 

camp situation. 

The following results were obtained: 

1 ) Mothers showed higher state anxiety the day before the camp than in the usual situation. 

2) Mothers of kindergarten children had higher state anxiety than mothers of first graders. 

3) There was a significant relationship between state anxiety and camp anxiety of the n)others 

( p < .OOI ). 

4) Mothers whose ehildren had not participated in the camp showed higher state anxiety in the 

camp situation than mothers whose children had. 

5) Mothers whose children participated in the camp had a greater decrease in camp anxiety after 

the camp than before the camp. 

The results indicate that camp for young children offers mothers an opportunity to recognize the 

abilities of young children and deerease in their anxiety about children in camp. lt is concluded that 

camp for young children is important experience in terms of child development and parental nurturance. 
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　アメリカ・キャンプ協会の定義によれば，キャ’

ンプとは野外での集団生活を通して，創造性，レ

クリエーション，教育の機会を提供する場であり，

有能な指導者と自然環境資源を活用することによ

って，個々のキャンパーの知的，身体的，社会的，

情緒的発達に貢献するものである1）。社会環境の変

化にともない，自然の中で子ども達が集団で活動

する場がますます減少してゆく傾向にある今日，

キャンプは子どもの成長，発達にとって貴重な経

験であると考えられる。

　キャンプの参加対象は，r般的に，体力的・情

緒的発達段階の見地から，小学校高学年以上とさ

れている。イギリスの幼稚園（NurserySchool）

の創設者として知られるMcMi11anが1914年に幼

児キャンプを行っているが2），小学校低学年以下

の年齢層に対するキャンプはわが国においては勿

論，キャンプの最も発達しているアメリカにおい

ても極めて少ない。たとえば，五大湖を中心とす

る中西部13州におけるアメリカ・キャンプ協会の

公認キャンプのうち，キャンパーの年齢が明記し

てある790のキャンプ・コースについて調査した

ところ，幼児が参加できるのは10コ」スで，幼児

だけを対象にしたコースはひとつもなかった9）。

筆者らのグループは昭和44年以来，幼児・低学年

児童を対象としたキャンプを実施し，キャンプ参

加者の母親の期待鋤，キャンプ経験が参加者の自

立におよぼす効果4）6），キャンプ中の子どもの泣きη

についての研究の成果を発表してきた。

　本研究では，幼児・小学校1年生をキャンプに

参加させた母親の不安について，すでに発表した

資料をもとに，その後の継続研究ρ成果を報告す

る。幼児・小学校工年生の心身の発達を考えた時，

キャンプの特徴である家族との一時的分離や日常

生活環境との違いは親の不安を引き起こし，さら

には，子どもをキャンプに参加させるか否かの決

定要因にもなるであろう。なお，ここでいう年少

児とは，小学校1年生および幼稚園5才児で次年

度に小学校へ入学する者をさす。

　不安とは，動悸，息切れ，めまい，吐き気，発

汗，不眠，疲労感などというさまざまな生理的変

化をともなう漠然とした恐れの感情である18）。し

かし，不安は恐怖と明らかに異なる心的経験であ

り，脅威の対象が不明瞭で，脅威への対処の仕方

がわからない時に，方向性をもたない覚醒状態が

生じ，それを不安ととらえている。Catte11＆
Scheier3）は，不安についての因子分析的研究によ

り，2つの明確な不安因子を確認し，それらを状

態不安（State　anXiety）と特性不安（trait　anXi－

ety）と名付けた。Spielbergerは，この考え方を

発展させ，不安の状態・特性理論を確立し，その

測定法としてState－Trait　Anxiety　Inventoryを

開発した。彼はこの2つの不安について，状態不

安は主観的，意識的に知覚された気がかりとか緊

張の感情によって特徴づけられ，それは自律神経

系の活性，興奮をともなうか，あるいはそれと結

合したものであるとし，特性不安はパーソナリテ

ィー特性としての不安であり，客観的には危険性

が少ない諸状況を威嚇的であると知覚する傾向で

あり，客観的な危険性の度合いとは不相応な強さ

の状態不安で反応させるような動機あるいは獲得

された行動傾向を意味すると述べている14）。

　キャンプの関連研究としては，1960年代後半

から注目を浴びるようになったAdventure　Pro－

gramの研究に牟いて不安が取扱われている。Ad・

venture　Programとは，自然の中で行われるスト

レス的経験にもとづく教育活動の総称である。

Koepke1工）がOutward　Bomd　Schoo1参加者を対

象にSTAIを使って，またThorstensonら17）は

Brigham　Yo弧ユg　UniversityのOωdoor　Survival

Courseに参加した大学生を対象にMASを実施し，

事前事後の不安の変化について発表している。わ

が国では井村10）が冒険キャンプに参加した中学生

を対象に不安と自己概念の変化を報告している。

　キャンプ参加幼児の母親の不安にっいては，飯

田8）が昭和52，53年に実施した幼児キャンプをもと

に，キャンプ不安の内容，キャンプ不安と一般不

安の関連，キャンプ不安と幼児の性差との関連，

キャンプ経験によるキャンプ不安の変化，キャン

プ不安の追跡調査を行っている。

　本研究では，昭和55，56年に実施した年少児キ

ャンプ参加者の母親の不安について，1）平常時

とキャンプ前日における状態不安の変化，2）学

年差による状態不安とキャンプ不安の関連，3）状

態不安におよぼすキャンプ経験とオリエンテーシ
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キャンプ日程表

日　　課 第1日 第2日 第3日 第4日 第5日
6：OO　起床

30　朝礼 （野外炊事）

7100　朝食
8 ゲームハイク 茨木山登山 林問ゲーム

9100　午前の活動 し水あそび） （野地平ハイク） （キャンフエ作）

工O

工1

30　昼食
ユ2

13 キャンプ場着 自由あそび （入　浴） 上野駅着

30　午後の活動
開村式
設　営

（林問ゲーム） キャンプ 解　散

14 ファイアー

準備
15 入　浴

16 （野外炊事） 野外炊事 野外炊事

17：OO　タ礼

30　夕食

18

ユ9

30　夜の活動 キャ！プまつり ナイトハイク 班別活動

20 （ナイトハイク） （キャンプまつり） （野　宿）

21：00　就寝

□（　）

無　印

幼児・1年生共通の活動

1年生の活動

幼児の活動

に20日間の間隔をおいて再テストを実施した。質

問項目の内的整合性では，最低が72．2％，最高が

96．3％，平均一致率は84，8％であった。またキ

ャンプ不安得点の信頼係数はr＝．88で，高い信

頼性を得た。

　キャンプ不安尺度は，キャンプ前後の2回実施

した。キャンプ前（pre　test）は，幼児および55

年度1年生の母親については，キャンプ1ヵ月前

のオリエンテーションの最後に行い，56年度ユ年

生については同時期に郵送法により回収した。キ

ャンプ後（post　test）は，キャンプ3週問後に郵

送し，報告会の時に回収した。回収率は各々pre

test100％，post　teξt95．7％であった。

　2）自已評定質問紙　キャンプ参加者の母親の

平常時およびキャンプ前日の状態不安を測定する

ために，Spie1bergerにより作成されたSTAIを清

水，今栄13）が日本語版にした自己評定質問紙を用

いた。質問紙は状態不安と特性不安の2部から構

成されているが，本研究では状態不安（STAI　F

ORM　X－I）だけを採用した。状態不安スケール

は，ある特定時の緊張，いらいら，心配，気がか

り，平静さ，安心感，満足感，落ちつきの感情を

主観的に評定するもので，r全くそうである」から

r全くそうでない」の4段階評定による20項目の

下位尺度から成り，最高80点から最低20点の範囲’

になるように作成されている。自己評定質問紙は，

平常時の状態不安を測定するために，キャンプ3

週問前に郵送法により回収し（56年の幼児のみ），

キャンプ前日の状態不安を測定するためにキャン

プ3日前に郵送し，キャンプ前日に回答するよう

指示し，キャンプ当日の集合時に回収した。回収

率は各々92．5％，100％であった。
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Table 1 Differences in State Anxiety Scores between Usual and Camp Situations 

Situation N
 M SD t

 

U su al 

Cam p 

37 

37 

30.8 

39.6 

6.16 

7.55 
7.48*** 

*** p< .OO1 
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Tab1e2　Diffe正ences　in　State　Anxiety　Sco蛇s　between　Kindeエga正ten　Chi1dren　and

　　　F辻st　G正aders　in　Camp　Situation

Grade　　　　　　　　　N M　　　　　　　　　SD　　　　　　　　t

KChi1dren　　　　　　86
1st　Gエaders　　　　　　　　98

41．1　　　　　　　　　　9．01

37．8　　　　　　　　　　　8．15

2．59＊

・P＜．05

Tab1e3　Diffe正ences　in　Camp　Anxiety　Scores　between　High　and　Low　State　Ankiety　G正oups　by　G正ade

G正ade G正oup　　　　　N M　　　　　　　SD　　　　　　　　t

KChi1dren

1st　G正adeエs

High　　　　　27
Low　　　　　　　27

High　　　　　35
Low　　　　　　　31

12．5　　　　　　　　4，77

7．3　　　　　4，71

7．9　　　　　3，94

4．8　　　　　　2．93

3．99＊＊＊

4．13＊榊

動面で1年生の母親より高い不安をもっているこ

とがわかる。

　3一状態不安におよほすキャンプ経験とオリエ

　　ンテーション参加の効果

　55，56年キャンプ参加ユ年生の母親について，

前年度のキャンプに参加した経験群と，そうでな

い未経験群とに分け，さらにこれを55年のオリエ

ンテーション参加群，56年の不参加群の計4群に

分類し，各々の状態不安得点を比較したものが表

4である。4群の状態不安得点についてBartlet

の分散の同質性の検定を行ったところ有意差は認

められなかったので（B＝4．33，df＝3），各群

は同質であるとみなし，キャンプ経験要因とオリ

エンテーション参加要因を次元とするTwo　way

ana1ysis　of　varianceを行った。その結果は表5

に示すように，キャンプ経験の主効果に5％水準

で有意差が認められたが（F＝6．58，df＝1／94），

オリエンテーション参加の主効果および交互作用

は有意には至らなかった。

　キャンプ経験要因についてみると，キャンプ初

参加の子どもをもつ母親の状態不安得点（M＝40．

0，SD＝8．62）は，キャンプ経験のある子どもの

母親の状態不安得点（M＝35．9，SD＝7．24）よ

りも高く，幼児期のキャンプ経験が母親のキャン

プ不安を軽減していることがわかる。

　次に，ユ年生のキャンプ経験群と未経験群の母
親のキャンプ不安の内容をみるために項目別にノ

検定を用いて分析し，有意差の認められた6項目

について図2に示した。その結果，特に①荷物

が大きすぎてひとりでは歩けない，②登山で9km

歩く，④危険な山道を歩くなど子どもの歩行能力

に対する体力面の不安に関して，子どもをキャン

プに参加させたことのある母親と初めてキャンプ

に参加させる母親の間に顕著な違いがみられた。

　4．キャンプ前後におけるキャンプ不安の変化

　キャンプ実施前後の母親のキャンプ不安得点に

ついて学年ごとにPaired　t－testを用いて分析し

た。その結果表6に示すように，幼児の母親では

pre旋st（M＝9．8，SD＝5．41）よりもpost

test（M二5．4，SD二4．52）において0．1％水準

でキャンプ不安が有意に低下し（t＝8．78，df＝

82），1年生の母親でも同様にpre　test（M＝6．

1，SD＝3．58）よりpost　test（M＝3．4，SD＝

2．97）の方が0．1％水準で有意に低かった（t＝

8．86，df二91）。したがって，子どもをキャン

プに参加させることによって，母親のキャンプ不
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To carry big pack on his (her) back 

To walk about 9km in mountain climbing 

To catch cold for rain or sweat 

To pass narrow and slippery mountain path 

To arrange his personal belongings 

To go to a rest room at night 

To get colder in the morning and evening 

To go into a invisible thicket 

To live for five days separated from parents 

To suffer from poison plants and insect 
bites 

To express what he thinks to his counselor 
or friends 

To be afraid ot dark night 

To get lost in campsite 

To become exhausted by active camp life 

To sleep in a tent with sleeping bag 

To injure his fingers with cooking knife 

To play in cold and rushing stream 

To be behind others in mountain climbing 

To get homesick 

To get carsick or trainsick 

To have a bad appetite 

To take much time at a meal time 

To go on 2km night hike 

To be afraid of wild animals like snakes 

To suffer from constipation 

To take much time to change his clothes 

To have trouble with dislikable foods 

To wet his pants 

To sleep badly 

To get astray from his group members 

K Children 

Ist Graders 

5.73* 

2.10 

4.16* 

5.10* 

2.58 

3.76 

4.38* 

1.78 

13.93*** 

1.33 

1.19 

1.25 

5.25* 

2.58 

9.55** 

6.73** 

6.30* 

3.48 

4.61* 

0.01 

2.72 

0.50 

5.05* 

2.65 

2.36 

0.08 

0.83 

2.99 

7.06** 

2.62 

Fig. 1 Comparisons on Percentage of Camp Anxiety Frequency between Kindergarten Children and First Graders 
with Each Item 
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Table 4 Mean State Anxiety Scores of First Graders by Camp Experience and by 

Orientation Participation 

Grou p N
 M SD 

Experience x Orientation 

Experience x Non Orientation 

Non Experience x Orientation 

Non Experience x Non Orientation 

26 

25 

24 

23 

34.9 

36.9 

38.3 

41.7 

8.34 

5.85 

8.63 

8.46 

Table 5 . Analysis of Variance of State Anxiety Scores Table 6 . 

Sources of Variation SS df MS F
 

Differences in Camp Anxiety Scores between 

Pre and Post Tests by Grade 

Experience (A) 

Orientation (B) 

AXB 
Error 

409.33 

1 75 . 75 

10.03 

5847,77 

1 409.33 6.5798* 

1 175.75 2.8251 

1 10.03 0.16 

94 62.21 

Grad~ Test N M SD 
K Children 

*P < .05 Ist Graders 

Pr e 

Po st 

Pre 

Po st 

83 

83 

92 

92 

9.8 

5 .4 

6.1 

3 .4 

5.41 
8.78*** 

4.52 

3.58 
8.86*** 

2.97 

***P<.OO1 
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　　　Kinde正ga正tenlChild正en

κ2％60　40　20，　O Item

　　　Fi工st　G王ade正s

0　20　40％κ2

21．94＊＊＊

21．36＊＊＊

11．83＊榊

11．43＊＊＊

9．50柵

7．60＊＊

8．59柵

6．68＊＊

5・．92＊

4．01＊

6．25＊

7．96＊＊

6．12＊

5．47＊

9．95＊＊

5．57・＊

5．57＊

4．21＊

4．56＊

　1．　To　ca∬y　big　pack　on　his（heエ）back

　2．To　wa1k　about　gkm　in　mountain　c1imbing

　3．To　catch　co工d　fo正正ain　or　sweat

．4．To　pass　n趾row　and；1ippeエy　mountain　path

　5．　To　anange　his　pe正sona1be1ongings

　6．To　go　to　a　restエoom　at　night

　7．To　get　co1deエin　the　moming　and　eveh虹g

　8．　To　go　into　invisib1e　thicket

　9．To　live固ve　days　sepa正ated　f正om　pa正ents

12．　To　be　af正a迦of　daj＝k　night

工4．To　become　exhausted　by　acti市e　camp　life’

15．To　s1eep　in　a　tent　with　s1eeping　bag

16．To　inju正e　his　finge正s　with　cooking　knife

圧7．To　play　in　co1d　andエushhg　stエeam

18．To　be　behind　otheエs　in　mountain　c1imbing

21．　To　have　a　bad　appetite

．23．一To　go　on2kmヰght　hike

24．To　be　affaid　of　wi1d　anima1s　like　snakes・

28．　To　s1eep　bad1y

Pre　Test 口plltTl1t

15．89＊＊＊

16．97＊＊＊

8，01

2，75

2，46

6．83紳

6．05＊

16．05＊＊＊

7．43＊＊

5．45＊

5．74＊

1，18

2，22

2，43

2，88

0，04

3，35

1，02

0．06

Fig，3　Co㎜p孤isons　on　Peエce加age　of　qamp　Anxiety　F爬q鵬ncy　between　Pエe　and　Post　Tests　by　Grade

　　　with　Each　Item

夜トイレヘ行く，②夜の暗やみをこわがるなど夜の

恐怖に関する不安が，キャンプ以後低下した。ま

た，幼児の母親では⑤自分ひとりでは荷物の整理

整とんができない，⑨両親から離れて5日間の生

活をする，⑮寝袋でテントに泊るなど生活・行動

面の不安が有意に変化したが，1年生の母親には

生活行動面に有意な墳目はみられなかった。

考　察

　以上の結果について，まず状態不安について考

察する。Spie1bergerら15）や清水ら12）は平常時と

試験事態の大学生の一時的不安水準をSTAIを用

いて比較し，試験状態により状態不安が高くなる

ことを報告しているが，本研究においても，平常

時よりキャンプ前日にキャンプ参加幼児の母親の

状態不安が顕著に高く，外的刺激としての年少児

キャンプは母親にとって脅威として知覚され，不

安喚起源となることが理解できる。キャンプ出発

直前，あるいはキャンプ期間中，キャンプ帰着直

後の母親の状態不安の変化を測定してみると，さ

らに興味深い結果が得られるであろう。

　学年差による状態不安では，ユ年生の母親は幼

児の母親より低かったが，これは幼児期から1年

生にかけての一般的特性として，入学による生活

環境の変化とそれによる社会生活の発展が関係し

ているものと思われる。幼児期の保護された，家

庭中心の生活環境から，小学校入学を契機として

今までとは異なった新しい集団と社会生活を要求

され，それらへの適応が必要となる。したがって，

キャンプ生活への適応性も幼児より1年生の方が
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高いことが予測され，子どもの適応性の認知が幼

児と1年生の母親の状態不安に反映したものと推

察される。

　外的刺激が状態不安反応を喚起するか否かは，

その刺激を身体的あるいは心理的脅威として受け

とるか否かの個人的知覚であり，個人の信念体系，

態度，能力，過去経験などに影響される16）。本研

究では，過去経験としてのキャンプ経験の有無が

母親の状態不安に影響をおよぼしていたが，これ

については子どもを幼児の時にキャンプに参加さ

せた経験をもつ母親の方が，キャンプ未経験の母

親よりも，キャンプ生活環境や子どもの適応性に

ついてより的確に認知していたためと考えられる。

これは，幼児キャンプ参加者の母親のキャンブ不

安を1年後に追跡研究をし，キャンプを経験する

ことにより母親のキャンプ不安は低下し，この低

下現象は1年後もなお継続し，安定したものにな一

るという飯田8）の結果を支持するものである。

　1年生のキャンプ経験者と未経験者の母親の問

に，子どもの歩行能力に対する不安に差があった

ことは注目される。キャンプ事前に行った「キャ

ンパー生活調査票」の中でr子どもがどのくらい

歩けると思うか」という質問を母親にしたところ，

キャンプ経験者の母親では工時間（約2k叩）以

内13．2％，2時間以内30％，3時間以上57．8％

であったものが，未経験者の母親では各々47．9％，

29．2％，8．3％であった。κ2検定の結果，キャン

プ経験者の母親が有意に高かった（π2＝19．36，

df＝3，p＜001）。なおrわからない」の回答

が経験者で6．7％，未経験者で14．6％であった。

幼児キャンプでは約9kmの行程の山道を正味歩

行時間4時問で歩いている。以上のことから，子

どもをキャンプに一度参加させた母親は，子ども

の歩行能力についてキャンプ未経験者の母親より

高い評価をしており，これが子どもの歩行能力に

対する不安の差になって現われたものと考えられ

る。

　状態不安とキャンプ不安の問には高い関連が認

められたが，この結果はキャンプ不安尺度の妥当

性を証明している。また，キャンプ不安尺度は，

幼児の母親を対象に，同キャンプのプログラムを

基礎に作成されたもので，他のキャンプに応用す

ることはできないが，状態不安の内容をより的確

に知る上で有益な尺度であると思われる。

　次に，キャンプ不安について考察する。幼児の

母親の項目別不安出現傾向は，飯田8）が行った過

去の研究結果とほぼ一致しており，キャンプ中の

幼児の体力，健康，安全に関する不安内容が優位

を占め（53．6％），1年生の不安内容の出現も幼

児と同様の傾向がみられた（52．9％）。このこと

は，同キャンプが登山を中心的活動とした原始的

キャンプを特徴としていることと関連していると

思われる。幼児とユ年生の母親のキャンプ不安の

比較では，体力，健康，安全面と生活，行動面に

差がみられた。幼児期から1年生にかけては，身

体と運動能力の点で比較的安定した発達過程を示

す時期であり，また生活，行動面に関しては，自

我意識の発達とそれに伴う自立行動の拡大，さら

に環境への適応性の向上などの要因により，幼児

とユ年生の母親の不安程度に差が生じたのであろ

う。

　キャンプ不安の内容を項目別にみた場合，母親

が強く不安を感じていた体力面では，体重のほぼ

3分のユにあたる平均5．8kgのリュックサックを

背負ってバス停からキャンプ場までの600mの坂

道を登り，また約9kmの行程の登山を全員が成

し遂げた⑩健康面については，2年間の年少児キ

ャンプにおけるキャンプナースの報告によれば，

擦過傷・切傷13，腹痛7，耳・眼内異物4，火傷・

熱傷4，虫さされ3，靴ずれ3となっており，い

ずれも軽症でキャンプ生活に支障をきたす者はひ

とりもいなかった。日常生活に比べてナイトハイ

クやキャンプファイアーなど，夜の活動を含むキ

ャンプ生活では子ども達はヘッドランプを使うこ

とを喜び，夜の暗やみに対する恐流感はあまりみ

られなかった。1年生の母親には有意な項目はみ

られなかったが，生活・行動面では両親から離れ

てテツト生活をし，自分のことは目分でやりなが

ら5日間の生活を全員が無事に終えている。

　以上のようなキャンプの実際は，キャンプ後の

子どもの発言，日常生活上の子どもの行動変化，

報告会における母親面談によるキャンプ中の子ど

もの行動報告などを通して知らされ，母親がキャ

ンプと子どもの体力，行動力，適応性を再認識し
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たことが，キャンプ前後におけるキャンプ不安の

低下となって現われたものと解釈することができ

る。

結　論

　昭和55，56年に実施した4泊5日の年少児キャ

ンプに参加した幼児（N＝86）と1年生（N＝98）

の母親を対象に，キャンプ不安尺度と自己評定質

問紙（STAIFORMX－I）を用いて，1）平
常時とキャンプ前日における状態不安の変化，2）

学年差による状態不安とキャンプ不安の関連，3）

状態不安におよぼすキャンプ経験とオリェンテー

ション参加の効果，4）キャンプ前・後における

キャンプ不安の変化を検討した。結果は次の通り

である。

　1）幼児をキャンプに参加させる母親は，キャ

ンプ前日に平常時より高い状態不安をもっ。

　2）幼児の母親は1年生の母親よりキャンプ事

態に対し高い状態不安をもつ。

　3）状態不安とキャンプ不安の問には密接な関

連があり，状態不安の高い母親はキャンプ不安も

高い。

　4）子どものキャンプ経験は母親のキャンプ事

態に対する不安を解消する効果があり，子どもを

キャンプに参加させた経験のある母親はキャンプ

事態に対して状態不安が低い。

　5）キャンプ実施前に比べ，母親のキャンプ不

安は実施後低くなる。

　本研究の結果は，年少児をキャンプに参加させ

ることによって母親の子どもの能力に対する再認

識の機会となり，また年少児キャンプに対する母

親の不安の解消にっながることが実証された。キ

ャンプの参加対象は一般に小学校高学年とされて

いるが，年少児キャンプは子どもの成長，発達に

資すると同時に，母親にとっても年少児の教育上

貴重な体験であるといえよう。

　今後の課題として，1）母親の状態不安につい

て，キャンプ出発直前，キャンプ中，キャンプ帰

着直後を連続的に測定し，その変化をみる，2）年

少児キャンプ参加の最終決定者は父親が66％であ

ったことから，父親の状態不安について測定し，

あわせて参加者とのCrOSS　SeXua1interaCtiOnを

分析する，3）キャンプ不安について因子分析的

研究を行い，妥当性，信頼性の高いキャンプ不安

尺度を作成する，4）年少者を対象とする不安尺

度を作成し，両親の不安との関連を検討するなど

の必要があろう。
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