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本校コミュニケーション・キャンプは今年で実施7年を迎え、3年間ごとの行事運営の見直しを検討
する節目の年でもあった。今年度のねらいは、コミュニケーション能力の早期育成、総合学科高校にお

ける学習生活の理解の徹底、生徒のキャリア形成を前提としたプログラムの再構築、などを目標に掲げ
た。また、キャンプの有効性をより高めるため、地元インストラクターと連携を図った内容の充実と精
選に対する検討についても報告する。
キーワード 実施のねらい（目指す生徒像） 地元インストラクターとの連携 ナイトウオークの導入
走行計画を考えさせるマウンテンバイク 黒姫童話館での読後感想文発表会

情報共有・連絡システム
卓．はじめに

ヨン・キャンプの効果についてまとめた。

本年度のコミュニケーション・キャンプは、インスト
1．実施期間

ラクターの殆どが黒姫高原在住の地元スタッフで実施で

きることになり、コミュニケーション・キャンプの全プ

本校の学習と生活を理解させる効果の期待度が高い、

ログラムを通して生徒に関わってもらうことが可能とな

入学式翌日からの3泊4日間を希望し実施した。一方で

った。（黒姫高原では恵まれた自然を活用した野外活動

キャンプ引率者が不在となる2、3年次生の授業開始の

教育プログラムの技術者養成を計画的にすすめており、

意気減少などのマイナス面はキャンプ開始期より残る課

MTBはじめ各種テクニカルインストラクション研修を

題である。昨年度には入学式以前にキャンプを完了させ

行い地域に根ざす人材の育成につとめている。）このこ

る案等の検討の経緯もあったが、週休日を含むため、上

とによって、4日間の生徒個々の成長の過程とグループ

級生には1日間の特別カリキュラムを実施する例年通り

間のコミュニケーション形成の経緯が観察され、個々の

の日程となった。

生徒へのこまやかな対応・支援がより的確に行えること

2．実施場所

が期待された。

コミュニケーション・キャンプのねらいに対する理解、

さらに今キャンプでは、新たな試みがいくつか導入さ
れた。ひとつは、担任団主導の学習活動プログラム（童

可能なプログラムの提案および指導者の充実、より効果

話館での読後感想発表）、もうひとつは自然体験活動と

的な実施k向けてのスタッフのフットワークの良さ等を

自己開示を重視したプログラム（ナイトウオーク）であ

考え、本年も黒姫高原をフィールドとし、宿泊にはライ

る。また、アイスブレイクについても、体育館の借用を

ジングサンホテルを選択した。

やめホテル周辺での実施としたことなど、斬新なアイデ
アも取り入れた。これもインストラクターが自然観察・

IL コミュニケーション・キャンプのテーマの概要

活用等の援助に長けているからこそ実施できたプログラ

1．キャンプの目標と本年度のねらい
新入生に示したコミュニケーション・キャンプの目標

ムであったといえる。

は以下の通りである。

このようにコミュニケーション・キャンプを構築する

スタッフの態勢整備により生徒の成長観察の精度を上げ、
諸活動を通したコミュニケーション能力の育成が効果的

【コミュニケーション・キャンプの目標】

に行えるよう、現地スタッフと密な意志疎通を心がけキ

①新入生160名と早期にコミュニケーション能力

ャンプを実施した。新たなプログラムの導入および既存

を高め、グループやクラスの仲間と協力して問題を

プログラムヘの課題のレベルアップなど、教員の側でも

解決していく方法を体験しよう。

チャレンジの多いキャンプであった。

②総合学科における生活・学習体制を学び、「自ら
考え、自ら学び、自ら行動する」という基本姿勢を

各活動をふり返り、結果を分析して今コミュニケーシ
−51−

理解しよう。

構築力が弱まっていることが校内的に指摘される現状を

③黒姫高原での様々な活動を通して、自然の素晴ら

踏まえ、自己を開放すること、自己をコントロールする

しさに触れ、人間と自然との関係を見つめ直し、自

こと、更にチーム活動に挑戦できる生徒の育成に努めた。

然を敬う気持ちを育もう。

コミュニケーション・キャンプ準備の具体的流れを参
考として示す。

さらに、今年度のコミュニケーション・キャンプ実施

（9月〜11月）

についての方針として、「育みたい生徒像」を次のよう

昨年度のキャンプのねらいと成果、プログラムの種類
と実施方法の確認。本年度担任団の目指す生徒像とプロ

にイメージした。

本校へ入学した生徒の多くは、総合学科への期待が大

グラムおよびインストラクタ一に期待する内容提示の準

きい反面、「総合学科の進学校」という学校イメージを

備。

打ち出してからは「指示待ち人間（受動型）」が増え、

（11月末）

正担任による現地F見とインストラクターとの打ち合

「自由・自律・自覚」を実践できない生徒も多くなって

いる。そこで、コミュニケーション・キャンプでは、時

わせ（現地に積雪のない11月中を要望）。担任団の方

間をかけて意思決定をおこなう経験を積ませることによ

針を伝達し、それに沿った実施可能なプログラムの紹介

ってリーダーを養成し、学年全体が生徒の主体性によっ

を受け、要望書を提出。黒姫童話館内部見学や行き方、

て活動できる集団にしたいと考えた。

マウンテンバイクで走行する予定の道路など実地踏査。

たとえばマウンテンバイクにおいて、活動班のメンバ

（12〜1月）

ー全員が話し合いに参加し、意思決定をおこなう過程を

実施3〜4ケ月前、要望に応えたインストラクターか

経て走行計画を立て、小さな失敗を敢えていくつか経験

らのプログラムの計画とホテルスタッフからの見積書提

させることで、チームとしての団結力や個人の問題解決

出を受け、調整。

能力の育成をはかりたい。また、ネイチャークイズラリ

（3月）

ーにおいても、クイズを解く過程で、チームのメンバー

実施1ケ月前、ホテルスタッフの担当者を窓口に、プ

が意見の対立を経験しつつ、コミュニケーション能力を

ログラムの実施に必要な用具等の整備・手配と調整。入

高める経験を積ませたいと考え、現地インストラクタ一

学生・保護者への説明会でコミュニケーション・キャン

には、このようなスタンスで生徒に関わってもらうよう

プのねらいと実施概要、準備するものの説明を実施。名

要望した。

簿やしおりを順次作成し、事前にスタッフやインストラ

以上をふまえて目的および本年度の方針を決定し、本

クタ一分を送付。

年度のコミュニケーション・キャンプのテーマを「セル

2．キャンプの日程

フ・チャレンジ チーム・チャレンジ」とした。

キャンプの様々な場面で、「まずは一人で挑戦してみ

4日間の日程作りにおいて留意した項目は以下の点で

よう。そしてチーム全体で挑戦してみよう」という働き

ある。

かけをおこないたいと考えた。実施のねらいとして、下

①初日には総合学科の高校生活についての講義と小テス

記の4点を考えた。

トを実施し、第一に学びのルール徹底をはかった。
②活動班での活動を体験後にナイトウォークを組み、グ
ループワーク活動と自己の振り返りとを対照させ感動

【実施のねらい（目指す生徒像）】

を高めた。

①コミュニケーション能力を高められる（自己開示

③各プログラム後に必ず振り返りを実施。また係打ち合

・他者理解・意見調整・協働体験）
②集団での意思決定に参加できる（自己表現）

せを毎日同一時間帯に組むことで動きをわかりやすく

③自分で考えて自分で動ける（行動力・問題解決能

した。
④プログラムの振り返りはインストラクターと教員間に

力）

おいても毎回実施し、生徒観察結果について次のプロ

④集団のなかで自分のポジションを把握する（役割
をみつける）

グラムへの引き渡しや生徒の変容について判断するた

めの情報共有に役立てた。
⑤キャンプ中に、生徒同士のグループにおいて読後感想

生徒個々のコミュニケーション能力と、ネットワーク
−52−

文の発表者を決定させるため、野外活動後の余裕時間

のキャンプが入学式の翌日から行われるという点で、ま

をそれに充てた。

だクラスメイトとも大してコミュニケーションをとって

⑥活動の最後には日誌記録の時間を毎回とり、自己の振

いない状態でキャンプに入るためには必要不可欠な活動

り返りとともに就寝前のクールダウンをはかった。

といってもよいだろう。

⑦自己の開放、クラスを超えた活動班、そして最終的に

前段階として、しおりに含まれている「自己紹介カー

クラス単位の団結へと活動単位の枠を広げることを目

ド」（各自で事前に記入を済ませておく）の記入内容を

的とし、最終日前夜にクラス対抗レクリエーションを

元に、バス（クラス別）の車中で順番に自己紹介を行っ

組んだ。

た。自己紹介の内容は自分の氏名や出身中学校、キャン

⑧最終日には学習プログラムおよびクラス旗のお披露目

プネーム（このキャンプ中に使うニックネームで、各自

を実施し、プレゼンテーション体験を取り入れた。

が自分で自由につけることが出来る）とその由来などに

実施した4日間の日程は下表の通りである。

加え、「私はこんな理由で筑坂を選んだ」「私の住んで
いる町はこんなところ」「マイブーム」などについても

コミュニケーション。キャンプ日程

簡単に話してもらった。なお、キャンプネームは名札に

（しおりから4日間の活動日程の帯を添付）

記入させ、それをキャンプ終了まで着用しているように

指示した。
6：00

‖

ー■整惑底￣■

・・ 朝 食 −・

8：30 出発

8：20外へ集合

ハ●ス

￣ 鵠訝‥

一 休 憩 ＝
自己紹介（2）

東話館着

た。自己紹介した生徒に向かって他の生徒からの質問を

肇醇

募ってもなかなか出てこず、与えられたルーティンを淡

10：30蕊首相発

々とこなしているという雰囲気であった。しかし、その

ホテル到恕

11：08

中で数名の生徒が明るく大きな声で自己紹介をすると、

クラス集合写真

到 着
12：00

マイクに向かってぼそぼそと話す生徒が多く見受けられ

8：30紆ル前集合

8；20 外へ集合

… 野外活動・−

1

荷物をl階へ

準 備

自己紹介（1）

10：00

たは全く話したこともない申で、とにかく自分のことを

t■晶晶‥
準 備

8：00

9：00

バスでの自己紹介のときは、まだお互いにほとんどま

盤

●￣ 鮎慮 ‖ 整理・整頓

＝ 朝 食 ・・

7：00

社内の雰囲気がバッと明るくなり、隣の生徒同士で話し

展 食

・・12：15昼食 …

12：40閉校式
・・ホテル出発・・

1：08
望：40榊外へ集 lコ ーi億慧爵〆◆

始めるきっかけとなっていたようである。

初日の午後はクラス混合の活動班（l班10名、2珠ず

2：00

つ）に別れてIBを開始した。本来は屋外で行う予定であ
3：00

ったが、悪天候のため今年度はスキー場のレストハウス

4ニ00

・

5：00

細りえり
… 入 浴 一・

・一 入 浴 ＝

休憩

休憩

紺碧り慕えり

￣一詣紘一▼

‖詣級￣■

6：30 夕 食

下記のような活動から適宜選んで生徒に活動を促してい

・熱・−

た。

‥ 夕 食 ・・

−一 夕 食 …

6：00

内で行った。各グループにインストラクターが1名つき、

6：亜係打合せ

6：45係打合せ

7：10漬漫室集合

7：15クラス対抗

7：00

【アイスブレイクでの活動例】

レタレーン】ン

講義（佐藤氏）
−7：45

○キャッチ：全員が輪になり、右手の人差し指を隣の人

8：00
・−8：45 途中休憩

9：00

日誌紀録−9：45
10：00

●i。：莞欝備‥ 10：30消灯・乳寝

〜8：45

二真二
る

日誌紀録〜9：20

i。‥莞野傭− 10：30消灯・就寝

8：45クラス活動

の左手の平に乗せ、「キャッチ」の掛け声で人差し指

＿

は逃げ、左手は捕まえようとする。

罠静‥49 10：30消灯．就♯

○ネームトス：名前を呼びながらボールを投げあい、徐
々にボールの数を増やしていく。

1l二00

○ラインナップ：「生まれた順」「背の高い順」などの

指示に従って全員が並び替わる。

臥 各活動の報告

○私は誰でしょう：自分の背中に書かれた動物が何かを、

1．アイスブレイク（1B）

人と会話しながら当てる。

アイスブレイク（IB）とは英語のbreaktheice（「氷

○ヘリュームフープ：全員が輪になり、右手の人差し指

を砕く」から転じて「お互いに打ち解ける」）という表

にフラフープを乗せて静止させる。

現をもとにした言葉で、初対面の人やあまり付き合いが

○オールスタンドアップ：座った状態でつま先を付け、

ない人同士で打ち解けあうための活動のことを表す。こ
−53−

手を握って立ち上がる。2人粗から始めて、4人、8

【表彰作品】

人と人数を増やしていく。

・春におう雪解け水の音聞きて（副校長黄）

○黒姫ジャンケン：2チームに分かれ、それぞれのチー

・少しずつ表情変わる雪げしき（ホテル支配人黄）

ムがジャンケンに相当するポーズを相談して決め、合

・ゆきやまではじめて気づいた月あかり（インストラク

図とともにそのポーズをする。じやんけんに負けたチ

ター黄）

ームは安全地帯に向かって逃げ、勝ったチームは負け

・木の枝やリュックにつもる雪のつぶ（同）

たチームを追いかけ、タッチされたら勝ったチームに
加わる。

3．轟のアドベンチャー（FA）

IB中、それぞれの活動には教員も参加してよいことに

森のアドベンチャー（FA）は、与えられた課題をグ

なっていたが、今回は生徒観察を中心に行った。生徒に

ループで協力して解決していく活動である。この活動を

よって、またグループによって生徒同士の交流が楽しそ

通して、班員たちは班の中で自分自身が担うペき役割を

うに行われている度合いには差があったが、これは当然

考え実行していくことが期待される。残念ながら今年度

予想されることであり、またそのような差が出ることに

は天候に恵まれず、予定していた活動時間のはとんどを

よって教員側もどの生徒がどのような性格を持っている

屋内で前述のアイスブレイクと同様の活動に充てること

のかを把握するのにも役立った。中には棲端にグループ

とした。屋外で行った活動には次のようなものがある。

活動を避けようとする生徒も見られたが、このような生

・班員全員でブルーシートを持ち、その中央に雪の塊を

徒については教員とインストラクターとの打ち合わせの

乗せ、その塊を出来るだけ高く飛ばす。全員の呼吸をひ

際に、ともに注意を払っていくことを確認した。

とつにしてタイミングよく力を入れる必要があり、タイ

加えて、このアイスブレイクの時間の後半を利用し、

ミングを合わせるために声を出す者、どのようにしたら

インストラクターのアドバイスを参考にしながら第2・

雪の塊が高く飛ぶかを考え提案する者などが必要となる。

3日目に予定されていたマウンテンバイクの走行計画を

・雪像やかまくらを製作する。インストラクターは作る

班ごとに立てた。マウンテンバイクについては別項で述

ものだけを指示し、作り方は一切指導しないので、作る

べる。

手順や役割分担など、すべてを班員たちが自分自身で考
えなければならない。その思考過程で自ずと雪を運ぶ者、

2．ネイチャークイズラリー（NQR）

積み上げる者、形を整える者、ちょっと距離を置いて全

ネイチャークイズラリー（NQR）は、森の中に設けら

体を見ながら班員に指示を与える者などの役割が定まっ

れたコースをグループごとに歩いていきながら、途中に

てくる。自らの班内での役割を認識し、課題解決に向け

設けられている自然に関するクイズに協力して答えてい

て協力する活動を通して、各班の生徒同士の相互理解が

き、得点を競う活動である。NQRは2名のインストラク

進み、より積極的なコミュニケーションをとる姿が見ら

ターの指導のもと、10名の活動班をさらに2つに分けた

れたが、前述のとおり悪天候のため活動時間が限られて

5人グループで行われ、4班（8グループ）につき2名の

しまったことが残念である。

教員が監督者として同行した。

4．マウンテンバイク（MTB）

設けられたクイズの内容は「このつるはどうやってこ

昨年度のMTBは、活動中のコミュニケーション不足

ちらの木からあちらの木にわたったのでしょう」「この
植物はどのようにして冬の寒さをしのぐのでしょう」な

解決をねらい、従来の「決められたコースで野尻湖一周

どの思考力・想像力を必要とするものだけでなく、「こ

する」という活動の見直しをおこなった。走行コースを

の水の水温は何度でしょう」など自分の感覚を使って答

ABCの3つに分け、各活動班でどのコースを走るかを

えるものもあり、クイズに答えていくことで自ずと自然

選択させ、走行する活動を行った。これにより、休憩時

に触れ、また自然について深く考えるように設定されて

や分岐点付近において地図を見ながら班員で話し合う姿

いる。また中間地点では休憩所をかねて信濃の自然を詠

など班同士のコミュニケ岬ションを活性化する成果を挙

み込んだ俳句を作る活動を行い、優秀作晶（本校の副校

げたが、走行中の声がけについては課題を残した。
以上の経緯をふまえ、本年度のMTBは以下のような

長に加え、インストラクター2名とホテルの支配人にも
選んでいただいた）はクイズの高得点グループとともに

活動を計画し、更なるコミュニケーションの活性化を図

最終日に表彰した。表彰された作品は次の通り。

った。
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（3）実際の活動の様子

（1）コース決め

コミュニケーションの活性化をさらに促進させるため、

天候不順で時間が縮小されたり、マウンテンバイ・クの

ホテルから野尻湖展望台までの走行コースについて、地

メンテナンス不足でスタートが遅れるなど問題があった。

図を元にルートを設定をする話し合いの場を設けた。地

特に2日日のMTBについては野尻湖1周することがで

図には、上り下りの傾斜が分かるよう色分けをし、10

きず、予定していたプログラムを十分に行うことができ

カ所のビューポイント（別に通過しなくても良い）と絶

なかったのが残念であった。

対に通過しなくてはいけない野尻湖展望台が示され、こ

実際の活動では、休憩地や分岐点でのコミュニケーシ

れらの情報を元にルートを考えるのである。一日目のア

ョンを取る姿が多く見られた。特にルートを見失った時

イスブレイク後、30分の話し合いの時間を設けた。

に熱心に話し合いをする場面では、熱心に意見交換する

実際の話し合いでは、生徒は、それぞれのビューポイ

生徒や人任せにする生徒など各生徒の実態を把握するの

ントをインストラクターに聞いたり、楽にゴールへ行く

に役だった。走行中の安全性向上のための声がけについ

方法を考えたりと班での話し合いが活発に行われる様子

ては、あまり走行中に列の間ができないように体力面を

が見られた。また、早く終わった班は各自、目標を設け、

考えた配列などインストラクター毎に工夫が見られた。

地図に書き込むなど積極的な姿勢がみられた。

順調に走行し3時にはゴールする班やかなり迷い4時
半を過ぎた班もあったりと班毎で様々な活動が行われて

いたようである。これらから問題解決型のMTBのプロ

グラムに大きな可能性があると考えている。
来年度の課題として不良自転車の事前の確認の徹底、
雨天時の別プログラムの内容、そして、より一層コミュ
ニケーションを図る仕掛けや工夫を検討すべきだろう。

5．ナイトウオーク
今回のコミュニケーション・キャンプで初めて導入し

たアクティビティが「ナイトウオーク」である。前年1
1月にHR担任4名が下見で黒姫ライジングサンホテル

へお邪魔した際、愛知県の私立大学での実践例を聞いて
導入を検討した。その大学では、不本意入学者の早期退

（2）インストラクターの役割
インストラクターの役割は、走行中の安全確保を徹底

学が大きな問題となっており、新入生が自信とやる気を

することのみとし、生徒先導を心がけて頂いた。誤った

もって大学生活を送るための新入生研修の一項とレて同

ルートを選んだ場合でも、安全面に支障がない場合はイ

ホテルでの宿泊研修を実施するようになったそうだ。や

ンストラクタ一によるルート修正を行わず、生徒同士の

る気がなく、ざわついた新入生たちが、夜の黒姫高原を

話し合いで解決するように努めて頂いた。野尻湖を・−一周

インストラクターと一緒に歩き、少しの時間、ひとりひ

するのが目的ではなく、問題解決によるコミュニケーシ

とりが暗闇と沈黙のなかで、これまでの自分自身をふり

ョンの活性化を第一とした。

かえる。このような行為が彼らを大きく変容させるとい
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う点が学生からも好評らしい。

暗闇の中でどのようなことを考えましたか
つけてください。（複数可

これまでのキャンプには、こうした「静かに自分自身

□家族

□友達
口好きな人・恋人

をふりかえる夜のアクティビティ」を導入した例がなか

口自分の性格

ったので、生徒がどのように変容するか興味と期待をも

国自分の将来

って取り組んだ。実地踏査で担任団もインストラクター

口自分の過去

の案内でナイトウオークを体験した。歩き始めは雑談を

隠これからの高校生活

していた我々も、照明の落ちた夜のスキー場を登ってい
□呈≡き妄言詰ヨン

くうちに、誰ともなく風の音に耳を澄ますようになった。

口中学校のこと

それに合わせてインストラクターの説明。指示の声もボ
リュームを落とし、ひとりひとりが距離をとって、約5

マウンテン・バイクやネイチャークイズラリーが仲間

分間、深く静かに自分自身をふりかえった。例年にない

同士の協働作業を要求される「動」のアクティビティで

積雪と風のために寒さの厳しい夜だったが、ふだん経験

あるのに対し、ナイトウオークはひとり静かに内省を促

することのない大自然の夜を体感することができ、キャ

される「静」のアクティビティと位置づけることができ

ンプセの実施効果に確信を持つにいたった。

るだろう。両者が効果的に機能しあい、新たに始まる高

キャンプ本番では、160名の生徒が一斉に外に出る

校生括への期待やモチベーションとなって新入生の心に

残ったのではないだろうか。

という条件のため、1グループ20名という大きな集ま
りとなり、騒がしいままの散歩になることが懸念された

6．総合学科講座と確認テスト

が、しおりに書かれた生徒の感想を見ると、我々の予想

例年、副校長に講師を依頼し「産社・産理」の授業の

を上回る好評価で、マウンテンバイク以上に心に残るア
クティビティとなったようである。以下は、しおりに書

ガイダンスとして「総合学科のシステムと高校生活の心

かれた生徒の感想（抜粋）である。

構え」について講話をおこなっているが、今年は新たな
試みとして、確認テストを導入した。単に「聞くだけ」
の時間ではなく、「テストによって定着を確認する」と

夜に行ったナイト・ウオークがとても思い出に残りま

した。あの5分間まったく音を立てず静かに過ごした時

いう意識付けによって、生徒も集中して話に耳を傾ける

・・・目をとじると、まるで自然と一体になった気がし

ことをねらったものだ。問題は、しおりの講話レジュメ

てとても気持ち良かったです。そして夜、ライトにてら

に記載された内容から、生徒が本校での高校生括を送る

された雪の積もった木がとてもキレイでした。あと自然

ために特に重要なキーワードを答える問題を10聞出題

の空気がすごくおいしかったです。（D組男子）

した。以下はその問題である。

また、キャンプ実施後のアンケート調査結果（対象生

【確認テスト】次の各間の空欄（丑〜⑳にあてはまる語句を解

徒：1年D組40名）からも、ナイトウオークが自然の

答欄に記入しなさい。

音に耳を傾け、様々なことをふりかえる時間となったこ

1．君達は、筑波大学附属坂戸高等学校・総合学科の（（丑）

とが伺える。

期生である。

2．本校は3年間で卒業に必要な単位数を認定する（②）制
の高校である。
3．卒業認定に必要な教科・科目および「総合的な学習の時
間」の合計単位数は、（③）である。
4．単位の認定には，（④）認定と（⑤）認定の二種類がある。
欠課が1単位につき（⑥）時間以上になると、その科目の
単位を失うことになる。
5．本校の生活目標は、「（⑦）・（⑧）・（⑨）」である。言い換
えれば本校は、「自己選択・自己管理・自己責任の原則」
を教える学校とも言える。
6．原則履修科目「産業社会と人間」は、先生が新しい知識
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また、1年次の総合的な学習の時間では読書指導も計

を教える科目ではない。さまざまな体験や活動をとおして、

自分のことを真剣に考え、将来の進路や生き方に必要な科

画していたので、その導入の時間として、新入生への課

目を選択し、意欲を持って学習に取り組むための科目であ

題で全員が同じ作品を読み、感想や主題について語り合

る。さまざまな体験の中から自分に必要な答えを見つける

う時間をつくりたいという意図もあった。そこで、「探

のは（⑩）である。

す、読む、書く、話し合う、発表する」までの−一一一り・連の学

習活動を重層的に配置するプログラムを考えた。

解

入学前の課題は、あらすじを理解させ、主題を考えさ

答

せる25の問い（ワークシート・下記）を用意した。解

答・解説は特に用意せず、キャンプ中のグループの話し
昼間の活動を終えて、入浴と夕食を終えた後の請話で

合いで確認させる時間を設けた。同時に、グループ内で

あったがはば全員が真面目に眠気に負けず集中して聞い

全員に感想・読み取った主題について発表させ、グルー

ていた。テスト前の休み時間にはレジュメや自分のとっ

プの代表者を選出し、童話館での代表発表会を実施した。

たメモを確認する生徒も多く見られ テスト実施の効果

館内の収容人数と施設見学時間の確保を考慮し、2クラ

を感じられた。今後の授業態度にもそれが反映されれば

スごとの発表会となった。司会進行係もキャンプ中に選

さらに喜ばしいことである。

出し、食事時間の後などを利用して事前の指導をおこな
った。

初めての場所でいきなりステージ発表となったため、

7．童話館見学〜新入生課題から発表会まで〜

代表生徒にも緊張が見られたが、「代表に選ばゎた」

（1）実施のねらい

今年度の担任団の意向として「コミュニケーションキ

「ステージで発表した」という経験が今後の自信につな

ャンプにも文化的活動を取り入れよう」という考えがあ

がってくれたのではないかと思う。また、優秀者への表

り、黒姫童話館の見学を計画した。また、せっかく入場

彰と年次通信への文章掲載も同じ効果をねらったもので

料を払って童話館を見学させるのだから、館内での活動

ある。

にも発表体験などの工夫がほしいと考えた。入学式翌日
【新入生課題〜エンデの『モモ』をめぐる25の質問】

からのキャンプで何らかの発表をさせるには、事前の指
導が必要である。そのため、入学前の課題において、準

Ql．主人公「モモ」の外見はどんなふうに書いてありますか？

備を指示することにした。新入生への入学課題は、例年

Q2．モモはなぜ周囲の人たちから必要とされているのですか？

東京書籍の課題集を与えていたが、総合学科の独自性に

（モモのすばらしい才能とは何ですか？）

期待を持って入学してくる生徒にたいして、業者任せの

Q3．ニコラとニノは、何の職業の人ですか？また、なぜ二人はけ

課題で済ませるのではなく、筑坂のオリジナリティを追

んかになったのですか？

求したいという思いもあって、オリジナルの課題を考え、

Q5．べッポは何の職業の人ですか？また、彼は自分の仕事のやり
方で、何が大切だと考えていますか？

キャンプの活動に活かすことを検討した。

Q6．「灰色の男たち」の職業は何ですか？

課題を考えるにあたって、第一の希望は、黒姫童話館

Q7．第6章の終わりに、r時間をケチケチすることで、ほんとう

の常設展示にあるミヒヤエル・エンデの作品を読ませた

はぜんぜんぺつのなにかをケチケチしている」とありますが、

い、ということだった。そこで、エンデの代表作のなか

「ぜんぜんぺつのなにか」とは何だと思いますか？あなたの考え

で新入生に適当な作品として、『モモ』を考えた。

を書いてください。

『モモ』は、主人公モモとさまざまな登場人物とのや

Q8．円形劇場にやってくる子どもたちがふえているのはなぜですか？
また、やってくる子どもたちは、どうして「遊ぶということがで

りとりを通して、「時間」とは何かを考えながら、現代

きない」子どもたちなのですか？

社会の利潤追求志向や合理主義を鋭く批判し、作者独自

Q9．ニノとリリアーナの職業は何ですか？また、なぜ二人はけん

の幸福論を展開している。それと同時に、モモの「話を

かをしているのですか？

聞く才能」が他者へ与える影響の大きさと大切さを伝え

QlO．第7章のなかでモモが、「じぶんがあるたたかいに直面して

ている。かつて本校の卒業生がエンデの作品で課題研究

いる」と考えますが、「あるたたかい」とは、どのようなたたか

に取り組み、AC入試で筑波大学比較文化学類へ合格し

いだと思いますか？あなたの考えを番いてください。

た例もあり、エンデ作品のメッセージが新入生に与える

Qll．観光ガイドのジジが提案した「灰色の男たち」とたたかう方
法とは、どのようなものですか？

効果を期待した。
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て、この課題でこの作品に出会い課題を解くことで「モ

Q12．ごみの山でおこなわれた「灰色の男たち」の裁判のなかで、

裁判官は、「子どもに時間を節約させるのは、ほかの人間の場合

モ」の物語についての考えを深めることができました。

よりはるかにむずかしい」と述べています。あなたはその理由を

（1年D組 男子）

どのように考えますか？

Q13．モモがカメといっしょにたどりついた 〈どこにもない家〉 の

【物語を読んだ感想について】

ドアにかかった名札を日本語に訳すとどうなりますか？

この物語は、どこか親近感が感じられました。それは、

Ql」主．「灰色の男たち」の会議で発言された 〈打ち急かせないあい
てこそ、友とすべきだ〉 ということわざは、どのような意味だと

「灰色の男たち」に心うばわれた人達に・‥です。弘

思いますか？あなたの考えを書いて下さい。※この後に登場する

も生活している中で、良い生活に近づくために、時間を
節約することが多くあるからです。更に、それは、私が

「謹聴」とは、「敬意をもって熱心に聞くこと」という意味です。
Q15．本文中に「不倶戴天の敵」ということばが登場します。どの

大人に近づくにつれ、多＜なっていきました。この物語

ような意味ですか？

を読んで、弘は、心が洗われた気持ちになりました。そ

Q16．マイスター・ホラが人間の時間を守ることができない理由は

して、時間を惜しみなく使っていた、時間は永遠にある

何ですか？

ものだと思っていた小さい頃の自分を思い出させてくれ

Q17．モモが「食べるものはたくさんもらった、（中略）、でも満
足した気持ちにはちっともなれない」と言ってます。その理由は

る作品でした。初めてこのような課題（宿題）を見て、

何ですか？あなたの考えを番いてください。

正直とてもとまどいました。「ここは沢山書いたらいい

Q18．ジジが「人生でいちばん危険なこと」は何だと言ってますか？

のか・‥？！」など、悩むことが多くて、自分でも驚きま

その理由もいっしょに説明してください。

したが、新しいことを経験できて、本当によかったと思

Q19．モモが感じたはげしい「自費の念」とは、どのような思いの

っています。

ことですか？

Q20．「灰色の男たち」がいつもくわえている葉巻は、何からつく
られたものですか？

Q21．19章のなかで、モモが決意したこととは、どんなことですか？
Q22．「灰色の男たち」は、さいごにどうなりましたか？また、な
ぜそうなったのですか？

Q23．この物語『モモ』を知らない人へ説明するように、あなたの
ことばで物静の要約（あらすじ）を番いてください。

Q24．作者ミヒヤエル・エンデは、皆さんにどんなことを伝えよう
としてこの物諦を番いたのだと思いますか？あなたの考えを書い
てください。
さいごに
たくさんの質問にさいごまで答えてくれた皆さんへ。この物語を

読んだ感想を聞かせてください。また、この課題についての感想も
敢えてください。

【作品の主題と感想について】

ミヒヤエル・エンデさんは、「灰色の男たち」に時間
を奪われた人々の生活を現代社会にたとえて、私達現代
人に失われつつある他人に対する思いやりの心や、仕事
に対しての愛情の心を、物語を通して思い出してもらい、
人々の心にゆとりを持ってほしいと思い、この作品を書
かれたのではないでしょうか。僕は、この物語を読んで

いて、「灰色の男たち」に時間を奪われた人々の生活は
現代社会そのものだと思いました。だから、この現代社
会には、本当に「灰色の男たち」がいるのではないかと
思いたくなりました。だからこの物語みたいに現代社会

もゆとりを持った社会に戻ってほしく感じました。そし
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（1年A組 女子）

2位のDはマジック12色

8．クラスレクリエーション（以下C」）とクラス

3位のBは黒マジック

旗作り

4位のCは赤マジックを人事。

（1）設定した時間

「ボール送り」1位のAは丸い装飾品とモール

今回のCLは3日日の夜に行った。クラスでの自主活
動は生徒にとって初めてのものであり、今まで活動班中

2位のBはキラキラモール

心のプロクラムをこなしてきたわけだがここでクラス中

3位のDは鈴

心の活動に戻し、コミュニケーション・キャンプが終わ

4位のCは軍手を入手。
「伝達ゲーム」1位のAは白布

った彼のクラス運営がスムーズにいくように最後の夜と

なる3日日の夜に時間帯を設定した。また活動風景の中

2位のBはYシャツ

からクラスでの生徒の役割分担、クラスという集団への

3位のCはシャワーカーテン

生徒それぞれのスタンスを観察理解する事も効果的にな

4位のDはブルーシートを入手。

るようにキャンプの後半に位置づけた。
その後、各クラスで各部屋に分かれ、旗を製作した。
必ずクラス40人、1人一言は書くように指導した。

（2）内容

2003、2004、2005年度に実施されたカレーライス
の材料をCLで争奪し、最終的にカレーライスをクラス
で作り食べるというプログラムであったが本年度は少し

改良した。
本年度はインストラクターの指導の下、クラス対抗レ
クリエーションで、クラスの旗を作る材料を争奪するこ
とにした。

・材料1

①ボスカ12色、②マジック12色、③黒マジック、
④赤マジック

。材料2
①ピンクのモールと丸い装飾品、②軍手、③鈴、
④キラキラのモール （全て裁縫セット付き）
・材料3

①白布、②シヤワ｝カーテン、③Yシャツ、
④ブルーシート

この材料を下の3つのCLで順位が高い順にクラスで

選ばせた。
CLゲーム
①「輸送り」…全員手を離さないで縄の輪を先頭から

（3）結果

後尾まで送る

入手した材料を使い、各クラス短時間で協力して旗を

②「ボール送りい‥全員並んで頭上でボールを落とさ

作り上げた。クラスの中でリーダーが現れ、40人をう

ず先頭から後尾まで送る。

まく旗作りという作業に繋げていった。観察者として教

③「伝達ゲーム」…手をつなぎ、目を瞑り、事を握る

「輸送り」………

員はできる限り助言はせず、生徒の自主的な活動ができ

信号を先頭から後尾まで送り、最

たと思える。出来上がった旗はHRに飾られ、体育祭で

後尾の人はボールを取る。

はクラスのシンボルとして生徒は嬉しそうに旗を振って

1位のAはボスカ12色

いた。
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キャンプ生活に不安を感じたらしいことがうかがえる。

なおアンケート調査をみるとCLについてはクラスの

一体感を感じなかった者がゼロとなっている。このこと

保健係としてはそのような気持ちを察し、生徒たちに安

からCLの目的は達成できたといえる。

心感を持たせるような存在でなければならないと思うが、
果たしてそうできたかどうかは疑問である。

旗作りは自分の意見はあまり言えなかったものの他の

キャンプでの保健室の利用者は、4日間で述べ24名

意見はよく聞き納得のできる旗ができたと言う結果にな

っている。今後CLと違って、ルールのない旗作りなど

と多くはなかったが、2名が急に発熱（38℃以上）し、

の共同作業の場合に、より自分の意見も表明しながら他

うち1名はインフルエンザと診断された。受診には保健

者の意見とすり合わせられる体験プログラムを構築して

担当教諭が付き添い、受診結果は、担任教諭が生徒の保

いくことが課題である。

護者に直接説明した。病院での受診、特に感染症が発生
した場合の救急体制・連絡体制を確立しておくことが重

Ⅲ．係とその他の試み

要である。

1．保健係
2．情報共有。連絡システム（協力：東京電機大

（1）事前の健康相談
入学許可（候補）者説明会が開催された4月3日（月）

学研究）

当日、保健係を担当する教諭2名と養護教諭で事前の健

今年度より、保護者・生徒・教員の三者間で効果的な
コミュニケーションを図ることを目的とする情報共有・

康相談を実施した。

連絡システムの利用が全校的に始まった。コミュニケー

健康状態に不安があったことからあらかじめ予定して

いた生徒を含め、計7件の相談を受けた。アキレス腱断

ションキャンプにおいてもこれを利用し、活動の様子を

裂治療中など、キャンプ参加に支障がありそうな生徒が

保護者に迅速、かつリアルに発信することを試みた。

3名あった。

まず引率教諭から本校で待機する学務担当教員に活動

内容をまとめたメールを送信した。学務担当はシステム

を利用してこれらのメールを全家庭のPC・携帯に送信

（2）キャンプ中の保健室利用者

した。送信されたメールの一部を以下に挙げる。

4日間で述べ24名が保健室を利用し、そのうち2名
は病院で診察を受けた。詳細は下記の通りである。

風邪：1 胃痛：4
気持ち惑い：2

○遅刻者がいましたが、8：45には全員揃い，出発し

腹痛：3

下痢：1

打撲：1 皮膚炎：3

ました。正午前に無事宿舎ホテルへ到着しました。昼食

関節痛：1

つき指：1 筋肉痛：3

時には早くも賑やかになっています。信濃町は残雪深く、

指の皮膚が痛い：2

雨とも雪ともつかないものが空から降り続いていますが、

発熱：2（2名とも受診。うち1名はインフルエン

予定していたアイスブレークは室内で元気よく始まりま

ザと判明）

した。生徒はクラスの異なる活動班に別れ、初めて出会
う仲間と笑顔で活動を行っています！

（3）健康観察票

健康観察票を例年通りキャンプのしおりに添付した。

○アイスブレイクでは早速リーダーシップをとってくれ

生徒に健康状態等を記入させ、朝食時に部屋ごとにまと

そうな子が頭角を現わし始めまています。半分くらいの

めて提出させた。これらの観察票をもとに、健康上問題

班がブレイクしたかな。夜の講義では「総合学科の良さ

のありそうな生徒を個別に確認した。朝起きてこない生

を生かせる賢い生徒になってもらいたい」という副校長

徒を呼び出す必要もあり、保健係だけでは対応が難しく、

の言葉が印象的でした。その後の確認テストで、11名も

他の先生方の協力も必要である。

の満点者が出て副校長と握手しました。
2日目は現在何と雪です。マウンテンバイクは出発を

（4）全体を通しての反省

遅らせて室内練習中です。森アドも室内で行なっていま

養護教諭が不参加であったため心配されたが、大きな

す。ネイチャーは予定通りです。さて雪はいつ止むので

支障や問題は無く無事にキャンプの全日程を終えること

しょう

ができ安堵している。しかし、胃痛や腹痛を訴えて保健
竜を利用した生徒があったことから、初めての友達との

04月10日（月） 予報どおり午後から雨でしたが、
−60−

予定通リブログラムを行いました。MTBは各班でコース
を決め、迷いながらの走行でした。早いところで2：30、

遅いところは4：30ホテル到着となりました。3日目の夜
はクラス対抗レクリエーション。クラスで競い合って、

クラスの旗を作る材料を争奪しあいました。その後各ク
ラスでクラス旗を制作‥・その旗は閉校式でお披露目され
ます。

04月11日（火） 今日（最終日）は曇り、昨日まで
ほど冷え込みもきつ＜なく過ごしやすい日です。午前に
は黒姫童話館を訪れ、館内の見学と共に、春休みの課題
であった『モモ』感想文の発表会を館内ホールをお借り

○今日は夕方まで雪に降られ、

して行っています。同館の学芸員の山原さんにもご講評

寒さの厳しい活動となりました

をいただきます。疲れのせいか、それとも「もうすぐ終

が、生徒は元気に動いてました。

わりだ…」という寂しさからか、みんなちょっと複雑な

昨日にくらぺ格段にブレイクさ

表情を見せています。今日はこのあと昼食、閉校式のあ

れた雰囲気になってきました。

と帰途につきます。予定通りに進行しています。

ネイチャークイズラリーでは真
剣に課題に取り組む蛮が印象的
でした。今年初めて導入したナイトウオークでは、雪も

また、情報共有・連絡システムでは画像を提示できな
いため、携帯電話のカメラで撮影した写真にコメントを

止んで、高原の星空を満喫しました。

付記して学務担当へ送信し、Webページへの掲載を試み

01年次生160名は、先ほど全員で黒姫を出発しました。

た。

4日間をとおして、生徒たちの表情が変わっていくあり

以下に、Web上に掲載された写真とコメントの一部を

さまを実感できました。例年にない4月の雪に寒い思い
をしましたが、インストラクターの方々の臨機応変な対

挙げる。

応により、全てのアクティビティを無事実施できました。

○走行途中で小雨。野尻湖畔で弁当。ホテルご厚意の豚

払も昨日は久しぶりにマウンテンバイクに乗車して野尻

汁が激ウマ！午後−スタートは9班です。

湖一周を果たしました。保護者の皆様、お子様が帰宅さ
れましたら、どのような経験をされたか話し掛けていた
だければ幸いです。

メール送信及びWebへの掲載によって、学校出発から

OMTB班がホテルに到着。悪天候でコースを短縮した
にも関わらず、結構辛そうな表情でしたが、記念撮影で

帰校まで、生徒の様子を迅速かつ詳細に保護者・教員に

は充実感あふれる笑顔を見せてくれました。さあ、風呂

伝えることができたと考えられる。生徒の保護者から次

で温まろう！

のようなメールを受けてい旦夕
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バイク（以下MTBと記す。）、ネイチャークイズラリー

『ホームページのコミキヤンの映像を家内とともに拝見

させていただきました。楽しい雰囲気とチョッビリ厳し

（以下NQRと記す。）クラス対抗レクリエーション（以

い講義風景をみて弘達が高校生の時代とかなり違う雰囲

下CLと記す）の各活動が、活動内容から期待されるコミ

気に，もう一度高校生に戻りたいと思わずにいられませ

ュニケーション能力である自己開示、他者理解、意見調

ん。新生活をスタートさせた息子が短期間のうちにどう

整等の集団意識（本分析では、コミュニケーション系項

変化していくか楽しみです。ご苦労お掛けいたしますが、

目と分類する）を供給できたか評価する。

宜しくお願い致します。天候がすぐれないようですので、
お身体に気を付けて＜ださい。』

②コミュニケーションキャンプ全体の活動が、総合学科
での集団生活に備えるものであったのか評価する。

『娘がいない4日臥家は静かでした。メールの音ナシ。
ピーチクもナシ。主人がつまらまさそうでした。おしゃ

③MTB、NQRの雨晴勤が、期待される自然体験、自然

ベリと歌と踊りが大好きな子。アイスブレイクしたでし

理解等の機会（自然系項目と分類する）を供給できたか

ようか。早速、主人と兄にピーチクしています。天候の

評価する。

悪い4日間でしたが、学校からのメールとHPで様子を
知ることができ感激しました。同行の先生方には、感謝

2．調査の方法

と心からのお礼を申し上げます。ありがとうございまし

以下の3種類のアンケートを実施した。

た。』
①各活動の効果に関する調査

コミュニケーションキャンプ後、参加者40名を抽出

入学式直後に子供達を送り出し、不安いっぱいであっ

し、新入生オリエンテーション時に調査した。

ただろう保護者も、このシステムを利用したことによっ

調査対象は、FA、MTB、NQR、CLの4活動。最終

て情報をすぐに得ることができ、安心していただいたの
ではないだろうか。保護者との信頼関係を築く一歩にな

日の各活動に関しては、コミュニケーション能力育成を

ったのではないかと思われる。

焦点として計画されているものではないので、本年度は
調査対象としていない。また、ナイトウオーク（NW）に

しかし、一方で、このシステムのために教員が常に携

ついては、前述されているのでここでは触れない。

帯電話で写真を撮影していたり、メールを打ったりして
いる姿は、携帯電話を持ち始めたばかりの1年次生徒の
削こどのように映っただろうか？ 趣旨はきちんと説明

②参加者の「不安感」の変化に関する調査

コミュニケげションキャンプ中、参加者全員を対象に

してあったものの、マナー、モラルの観点から疑問符が

就寝前のクラスHRにて実施した。

つくだろう。効果的な情報の送信方法をよく考え、今後
はもっとうまく利用していきたいと考えている。

③コミュニケーションキャンプ全体に関する調査

コミュニケーションキャンプ後、参加者全員を対象に

Ⅳ．コミュニケーション・キャンプの効果について
1．調査の概要

新入生オリエンテーション時に調査した。

本年度のコミュニケーションキャンプのプログラムの

3．調査結果および分析

有効性を検証する。
コミュニケーションキャンプの目的は、黒姫高原の自

（1）コミュニケーションの活性化

然の中で参加者相互のコミュニケーションを活性化し、

①コミュニケーション系項目の供給

コミュニケーション系項目に関する設問への回答は、

新たに始まる集団生活に備えることである。したがって

＜グラフ1−1＞のような分布を示した。

各活動の第一目標も参加者相互のコミュニケーションの

活性化であり、黒姫高原の自然環境に親しむ等の側面は
付随的、二次的目標となる。そこで、プログラムの有効
性を以下の観点から検証した。
①森のアドベンチャー（以下FAと記す。）、マウンテン
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ション機会をより一層充実させるプログラムや声がけを

各活動のインストラクターへ依頼する必要がある。
＜グラフ2＞コミュニケ

20％
0％

A

QR l

MTB

1．0％

N

Jひ刊 L

5．0％ 1て諒「

R □できなかった 囲どちらかといえばで きなかった H ぎ13 n 14．0％ ぎ 9．0％
ロどちらかと
きた

45．0％

庖■ト

44．0％

40．0％

＜グラフ1−2＞平成17年鹿
コミュニケーション系項目への回答分布

②新たに始まる集団生活への準備

不安感に関する調査への回答結果は、＜グラフ3＞に
示されている。プログラムを通じて不安感の減少が確認
され、初日に78％だった不安回答者数（「少し不安」
および「とても不安」）が4日目には25％となっている。
また、特に「とても不安」の回答数が3％となったこと

から、多くの参加者の緊張が払拭され、新たな「居
場所」を発見したことが示唆される。

4活動のすぺてにおいて、肯定的回答（「できた」お
よぴ「どちらかといえばできた」）が80％以上を占め
ており、各活動は参加者にコミュニケーションを供給す
4月柑 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日

るものであったと言える。しかし、肯定的回答のうち、
積極的肯定（「できた」）は最大値でCLの49．6％にと

ロ不安なし 四 田 田 田 田

どまっている。また昨年度のコミュニケーションキャン

ロ少し不安

プの効果＜グラフ1−2＞と比較すると、肯定的意見の

盈とても不安 1鍋 田

6鍋

根％

田

田

2硝

硝

10日と11日を比較すると不安感の増加が見られる。

若干の減少が見られた。

これは、10日の不安調査後に行ったクラスの旗作りに

また、回答をコミュニケーション系項目別に見た時の

回答分布は＜グラフ2＞の通りであった。特に自己開示

よるものと推定している。これまでの活動はすぺて活動

や他者理解の2項目において、積極的肯定意見の割合が

班によるものであったが、CL彼の旗作りがクラス全体

低く、今後のプログラム改良を考える際の優先的課潜が

での初めての共同作業のため新たな人間関係による不安

示されている。

感の増加だと考えられる。この不安感の増加は当然のこ

前年度の調査対象の性質や調査方法の速い、本年度は

とであり、新しい集団への適応の準備として捉えている。

天候が悪かったこともあるのて㍉一一概には言えないが、昨

次に、新たに始まる集団生活への準備として、総合学

年度の反省点をいかしたプログラムを実行できなかった

科における基本姿勢の定着がある。アンケート結果を＜グ

ことを真筆に受け止めなくてはいけない。コミュニケー

ラフ4＞に示した。89％の生徒が肯定的な回答をして
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＜グラフ5−2＞ 平成17年自然系項目への回
答分布

いる。しかし、平成16年度のアンケート結果と比較し
ても差は殆ど見られなかった（平成17年度は行ってい

ない）。アンケート結果だけを見ると本年度行った確認
今後とも、コミュニケーションの活性化と同時に黒姫

テストの効果は見られないと判断されるが、しかし、生
徒のコミニュケーションキャンプのしおりに記された生

高原の環境を生かしたより一層充実したプログラムに取

徒のメモが多く書かれていることや授業に集中する態度

り組むことは重安である。特にインストラクター側にお

を見ると確認テストの効果は十分にあったと考えている。

いては、悪天候であってもその悪天候を生かしたプログ
ラムの作成に取り組んで欲しい。

これらから、例年通り、新しい集団生活への準備が提
供できたと評価できる。

Ⅴ。おわりに
本年度のコミュニケーションキャンプでは、生徒相互

③自然系項目の供給状況

のコミュニケーション機会の充実化を図るため、地元に

自然系項目への回答結果は、＜グラフ5−1＞および
＜グラフ6＞に示されている。

在住するインストラクターとの継続的な連携、新プログ
ラムであるナイトウオーク、MTBの走行計画づくりの

昨年度のコミュニケーションキャンプの効果＜グラフ

導入などを新たに試みた。悪天候などで十分にプログラ

5−2＞と比較すると、肯定的な意見の増加が見られる。

ムが実施できなかったことや、未熟なプランニングなど

前述のコミュニケーションの活性化について肯定的な

意見の減少と合わせて考えると、プログラムの内容がコ

課題点は残った。しかし、キャンプ初日と学校に戻った

ミュニケーションの活性を軽視し、自然体験を重視した

日の生徒の様子の変化は目覚ましいものでった。その努

プログラムの提供によるものと考えられるが、プログラ

力は決して無駄ではなかった。
本年度の活動を通して、地元インストラクターの野外

ムはコミュニケーション

いた。当日の降雪による天候不順の申の活動や一面の銀

教育活動における指導力向上、新たなプログラム開発な

世界の景色の中の活動により肯定的な意見が増加したと

ど熱心な姿勢を感じた。教員とは比べものにならないレ

考えている。

ベルである。また、ライジングサンホテルスタッフ、イ
ンストラクター、教員の密な連携により、コミュニケー

くグラフ5−1＞ 自然系項目への回答分布

ションキャンプ全体のプログラムも年々進歩している。
これらは、これまで7年間の経験の積み重ねだろう。毎
年の課題点の改善努力、新プログラムの導入を怠らず、
よりよいコミュニケーンキャンプを行う努力をしなくて

はならない。
今後、バージョンアップしたコミュニケーションキャ
ンプの充実を図るには、黒姫高原インストラクター、ラ
イジングサンホテルスタッフのみならず、筑波大学体育
専門学群との連携を図る必要性がある。野外教育活動を
日々専門として研究されている方によるキャンプの効果
測定やプログラムの助言など研究フィールドとしてコミ
−64−

ユニケーションキャンプを活用して頂ければ、さらなる
充実したコミュニケーションキャンプ実施の近道なので

はないだろうか。教員は、各機関と密に連携をとるコー
ディネーターの役割を担えばよいと思う。活動中は生活

指導、健康管理などはもちろんであるが、クラスの枠を
越え、新入生160人全員の生徒の様子を客観的に観察
し、生徒の実態把掛こ努め、その後のクラス運営や一年
次全体指導の大きな辛がかりを掴むことに専念すべきで
ある。

コミュニケーション・キャンプは、その後の本校での
高校生活に大きな影響を及ぼしている。だからこそ今後
も継続して質の高いプログラム作成努力と実施がされる

べきであると思う。

【参考文献】

○平成17年度−▼一年次会（2005）第6回コミュニケーシ
ョン・キャンプ実施報乱 筑波大学附属坂戸高等学校研
究紀要第43集

○平成16年度…年次会（2004）第5回コミュニケーシ

ョン・キャンプ実施報告，筑波大学附属坂戸高等学校研
究紀要第42集

ー65−

