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長期自然体験が児童の内発的動機づけに及ぼす影響

蓬田 高正＊・飯田 稔・井村 仁・関 智子＊＊・岡村 泰斗＊＊＊

Effectoftwo−Weekcamponintrinsicmotivationof
elementarySChooIchildren
YOMOGImTもkamasa＊，IIDAMinoru，IMURAHitoshi
SEKIrIbmoko＊＊．oKAMURArIbito＊＊＊

Thepurposeofthisstudywastoexaminetheeffectoftwo−Weekcamponintrinsicmotivation・
Thesubjectswereatotalof53elementaryschooIchildrenintwoexperimentalgroups（N＝27and
N＝26）ranged5to6gradewhoparticipatedintwo−Weekcampsand49samegradeschooIchildren
inthecomparativegroupwhodidnot・Tomeasureintrinsicmotivation，threescaleswereused：
Children sPerceivedCompetenCeScaledevelopedbySakurai，Children sSelf−DeterminationScale
developedbytheauthorandChiIdren sAcceptancebySignincantOthersScaledevelopedbyrIbkano
etal．Theywereadministeredbefore，afterandonemonthafterthecamp．ThefollowlngreSultswere
Obtained：l）TwoexperimentalgroupsshowedsignificantlygreaterprogressinbothPerceived
CompetenCeandAcceptancebySignificantOthersthanthecomparativegroup・2）Oneexperimental

groupshowedsignificantlygreaterprogressinSelf−Determinationthanthecomparativegroup，
aIthoughano（herexperimentalgroupdidnot・
Keywords：tWOTWeekcamp，elementaryschooIchildren，intrinsicmotivation

1．序 論
中央教育審議会Ⅰ）は、新しい時代を拓く心を育

てるために「生きる力」を育成する教育方針を掲
げた。「生きる力」とは、1）自分で課題を見つけ、
自ら学び、自ら考える力、2）豊かな人間性、3）

健康や体力であるり。その背景には、現在の子供
たちを取り巻く家庭や学校、地域社会の様々な教
育上の問題の増加が挙げられる。
桜井3）は、無気力の子供たちが多い現代で、子

供たちが生き生きと学べるようにするためにほ、
幼い頃から自ら学ぶ意欲を育むことが重要である
とし、自ら学ぶ意欲を内発的な動機づけとしてと
らえ、その発現プロセスを示した。その中で、内

発的動機づけの源として、有能感・自己決定感・
他者受容感の重要性を述べている。
キャンプを主とした自然体験は、多くの教育的
効果が期待できる。そのような中、中央教育審議
会t）は、「生きる力」を育むための一つとして、異
年齢集団の中で子どもたちに豊かで多彩な体験の
機会を与えることを挙げ、長期の自然体験の振興
を提言している。
本研究では内発的動機づけを有能感、自己決定
感、他者受容感として捉え、長期自然体験が児童
の内発的動機づけに及ぼす影響を明らかにするこ
とを目的とする。
そこで、本研究の目的を検証するために以下の

＊ 独立行政法人国立青年の家（元筑波大学体育センター準研究員）1ndependent Administra【ivelnslilution
NationalYourh Housess
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＊＊＊ 奈良教育大学 Nara University of Education
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仮説を設けた。

ら8）の児童用他者受容感尺度（10項目、得点範

仮説：長期自然体験に参加した児童は、参加し

なかった児童より有能感・自己決定感・他者受容
感が向上するだろう。

匪＝ま10−40）を用いた。すべて高得点ほど、有能

感、自己決定感、他者受容感が高いことを意味す
る。また、補足資料を得るために筆者が独自に作
成した質問紙を用いた。これは長期自然体験に対
して、どの程度うまくできたかを5段階で評定し

2，研究方法

てもらった。

2∴ 被積者

1999年度国立妙高少年自然の家主催の妙高
キッズアドベンチャー「信越未知の旅・遊悠」に

2．4．検査の手続き

経験群には有能感尺度、自己決定感尺度、他者

参加した小学校5・6年生（以下、妙高キッズアド

受容感尺度をPre（長期自然体験直前）、Postl（長

ベンチャーという）計27名、及び1999年度文部

期自然体験直後）、Post2（長期自然体験終了1ケ

省委嘱事業さしま子ども村実行委員会主催の「さ

月後）の3回実施した。対照群には有能感尺度、

しま子ども村」に参加した小学校5・6年生（以下、

自己決定感尺度、他者受容感尺度をPre、Post2の

さしま子ども村という）計2（i名を経験群とした。

2回実施した。

対照群は、自然体験に参加していない福島県内の
公立小学校の5・6年生計49名である。

3．結果と考察
3．1．有能感の変化

表1．被験者の内訳
≠

朝

表2に三群の有能感得点の平均得点と標準偏差
≠

を示した。

潮害†

5年 10 8 18 7 9 16 8 14 22
b − b l q b ・1 川 Ih lt ：7
合計 16 11 27 Ⅰ3 13 26 24 25 49

表2．有能感得点の平均と標準偏差
妙高（N＝m さしまけ嘲 対照群㈹＝491

ヽ1亡an SD Mean SD Meun SD

2．2．長期自然体験の概要
2．2．1．妙高キッズアドベンチャー

1999年7月28日から8月11日（14泊15日）に
国立妙高少年自然の家及びその周辺で実施され
た。プロジェクトアドベンチャーや縦走登山、

Pre 26．00 5．33 27．62 6．17 23．75 5．75
Post1 28．44 5．50 30．15 5．30 −
Post2 29．33 5．03 30．31 5．47 22，S5 5，26

三群の得点変化を検討するため、群と測定時期
を要因とする3×2の分散分析を行った結果、妙

チャレンジプログラムなどのアドベンチャー・プ

高（F（1，99）＝23．75，p＜．01）とさしま（F（1，99）

ログラムに、自然環境学習などの環境教育プログ
ラム、農作業体験や民泊といった体験学習から構

＝15．50，p＜．01）の測定時期に有意差がみられた

成されている。

が見られたため、Preの有能感得点を共変量とし

2，2．2．さしま子ども村

1999年7月24日から8月6日（13泊14日）に
茨城県立さしま少年自然の家及びその周辺で実施
された。登山や沢歩きなどのプログラムに、自然
探訪ヤクリーン作戦などの環境教育プログラム、
農業体験や老人ホーム訪問といった体験学習から
構成されている√
2．3．検 査

児童の内発的動機づけを測定するために、桜井

（MSe＝7，30）。また、Preにおいて、群間に有意差
て、共分散分析で三群のPost2を比較した結果、さ
しまと妙高が対照群より有意に高かった（F）
2，98）＝23．89，p＜．01，MSe＝11．67）。

経験群の得点変化を検討するため、測定時期を
要因とする→要因の分散分析を行った結果、妙
高・さしま共にPreとPostl、PreとPost2の間に
有意差がみられた（妙高：MSe＝7，03，さしま：
MSe＝8．10）。

有能感が向上した要因として、成功体験の蓄積

4）の児童用コンピテンス尺度の下位尺度「自己価

と体験学習が挙げられる．−桜井3）は有能感を育て

値」（10項目、得点範囲は10−40）、桜井5）の大学
生用の自己決定感尺度を児童用に修正した児童用

るには成功経験と体験学習を多く持つことが重要
であるとしている。長期自然体験自己評価調査に

自己決定感尺度（6項目、得点範囲は6−24）、高野

おいて、妙高は74．1％の児童が、さしまは76．9％

長期自然体験が児童の内発的動機づけに及ぼす影響

の児童が長期自然体験の活動はうまくできたと認
識していた。また、長期自然体験中の体験学習に
より対象への興味が喚起され、より深い理解が喜
びをもたらし、有能感が高まったと思われる。
関ら7）はプログラムが思い通りに遂行できた

かによって、達成動機の向上に影響が及んでしま
うことを明らかにした。本研究における二つの長
期自然体験は、天候に恵まれ順調に予定されたプ
ログラムを消化することができた。このように順
調にプログラムを消化できたことが参加者の自信
となって有能感が向上したものと思われる。
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表4．他者受容感得点の平均と標準偏差
妙高什I＝2刀 さしま（N＝2引 対照群㈹⇒9）

Mcan SD MeこIn SD Mean SD

Post2坤
Pre 29．63 6．1130．92 5．82
Post1 31．56 6．11 33．314．76

27．93 3．89

高（F（l，舛）＝2．98，匹．10）の測定時期に有意傾
向、さしま（F（1，卵）＝18．08，匹．01）の測定時期
に有意差がみられた（MSe＝8．86）。また、neに
おいて群間に有意差が見られたため、P托の他者

受容感得点を共変量として、共分散分析で三群の

3．2．自己決定感の変化

Post2を比較した結果、さしま、妙高、対照群の

表3に三群の自己決定感得点の平均得点と標準

順に有意に高かったF（2，98）＝15．58，p＜．01，

偏差を示した。

MSe＝13．03）。

表3．自己決定感得点の平均と標準偏差
妙高けヒ2乃 さしま（N＝2卵 対照群佃尋9）

Post2岬
トIcan SD Mean SD Mean SD

P陀 16．44 3．34 15．96 4．00
Postll（i．48 2．6117．62 2．59

15．86 2．41

三群の得点変化を検討するため、群と測定時期
を要因とする3×2の分散分析を行った結果、さ
しま（F（l，舛）＝11．78，匹．01）の測定時期に有意
差がみられた。また、Post2において、さしまと
妙高が対照群より有意に高かった（MSe＝3．31）。

経験群の得点変化を検討するため、測定時期を
要因とする一要因の分散分析を行った結果、さし
まにおいて、PreとPostl、PreとPost2の間に有意
差がみられた（MSe＝4．16）。

さしまにおいて自己決定感が向上した要因とし
て、自律心の向上が挙げられる。さしまでは、特
に日常生活において、自主性・自立性の育成を目
標とした指導が行われ、報告書の中においてその
効果があったという記述がみられた6）。長期自然

体験において、自己や他者との関わりの中で自律
心が育ち、次第に自分のことは自分で決定し、自
分でやっていきたいと思うようになる。このよう
な自律性援助の指導の効果が表れ、児童の自律心
がつき自己決定感が向上したものと考えられる。
3．3．他者受容感の変化
表4に三群の他者受容感得点の平均得点と標準

偏差を示した。
三群の得点変化を検討するため、群と測定時期
を要因とする3×2の分散分析を行った結果、妙

経験群の得点変化を検討するため、測定時期を
要因とする一要因の分散分析を行った結果、妙高
はPreとPostl、さしまはPreとPostl、Preと
Post2の間に有意差がみられた（妙高：MSe＝9．29，
さしま：MSe＝11，40）。

他者受容感が向上した要因として、凝集性が高
まったことが挙げられる。他者受容感と凝集性に
関してD。raI12）は、凝集性は帰属意識や帰属に対

する欲求であり、その中には他者受容感も含まれ
るとし、キャンプでの様々な活動や体験は凝集性
を高めるとしている。
長期自然体験は、小集団で活動が行われた。そ
のような中で、言語的・身体的相互作用の結果と
して、仲間との相互理解が深まり、集団としての
凝集性を高め、メンバーに対する好意の感情が生
じ、他者受容感が高まったものと思われる。
4．結 論

本研究では、以下のことが明らかになった。
1）長期自然体験に参加した児童は、長期自然体

験に参加していない児童と比較して、有能感
及び他者受容感が長期自然体験期間中に向上
した。
2）さしま子ども村に参加した児童は、長期自然

体験に参加していない児童と比較して、自己
決定感が長期自然体験期間中に向上した。し
かし、妙高キッズアドベンチャー「信越未知の
旅・遊悠」に参加した児童の自己決定感に向上
はみられなかった。
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