森に棲むものは、木と草と木漏れ日の五線譜。
ときどき木の間から顔を出して、不思議そうなまなざしを向ける小さな動物と
森の仲間の中でいちばん騒がしい、こどもたちの笑顔・・・・
遊びが仕事のこどもたちと、こどものこころを持った大人たちが出逢ったら
それはそれは愉快でしあわせな冒険物語のはじまりです。
ある日、森の中で泣いているこどもがいました。「なぜ泣いているの？」
「虫が怖いの」「虫も、きみを怖がっているかもしれないね」
こどもはにっこりして、仲間たちの方へ走っていきました。
杉の子に負けないくらい、こどもたちはどんどん成長し、
やがて、寡黙だけれどこころ優しい青年となるのです。
明日は、旅立ちの春です。こんどは自分だけの森をめざして。
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シンポジウムスケジュール
2011 年 4 月 23 日（土） 13：00～16：30
三菱商事株式会社本社ビル 3 階 大会議室
時間

内容

12：00

受付開始

13：00～13：10

実行委員長挨拶

13：10～14：30

基調講演「キャンプで人は育つか？」

14：30～14：45

休憩

14：45～16：30

パネルディスカッション

第 1 回「出会いと体験の森へ」シンポジウム
実行委員長

廣田

光司

Koji Hirota

全国 YMCA ウエルネス担当総主事／東京 YMCA 総主事

1920 年、大阪 YMCA が六甲山東麓にて簡易天幕生活キャンプを実施されてから 90 年が経ちまし
た。以降、全国の YMCA ではキャンプ活動を通して多くの青少年育成に関わってまいりました。同じく
1920 年には、ガールスカウト日本連盟が誕生し、1922 年にボーイスカウトの日本連盟（現公益財団法
人ボーイスカウト日本連盟）が創立されました。その後、教育キャンプは、歴史的にも厳しい時代を乗り
越えながら今もなお各団体で、共に人を育てていく機会を提供し続けています。東京 YWCA では 1930
年からキャンプ事業を始め、1966 年には日本キャンプ協会が設立され、「キャンプをみんなのものに」
「キャンプをみんなの手で」という願いの下、人と人、人と自然との関わり方について取り組み、数多く
のキャンプ指導者をも養成してきました。
今回は、人を育てる事に使命を持っている 5 団体による協働で、野外教育(キャンプ)という共通する
領域において、様々な協働事業を展開する「出会いと体験の森へ」実行委員会を設立し、キャンプシン
ポジウムを開催することができました。この「出会いと体験の森へ」というテーマには、「キャンプ＝人を
育てる＝限りなき成長」の場である意味が込められています。野外活動を通して子どもたちの成長を願
う団体の集うに相応しいテーマであると考えております。
3 月 11 日に東日本を襲った大震災はまだまだ予断を許さない状況ではあります。亡くなった方々の
冥福を祈ると共に、被災された方々の一日も早い復興のことを祈ります。野外活動(キャンプ)は多くの
出会いと体験を私達にもたらしてくれます。多くの学びを明日の日本の社会、世界の新しい連帯のため
に活かしていきたいと思うものです。

1922年創立以来、日本におけるボーイスカウト運動を普及し、成人指導者の協力によって青少年
がその自発活動により、自らの健康を築き、社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能を体得し、
かつ誠実、勇気、自信及び国際愛と人道主義を把握し、実践できるよう教育することを目的とし
て活動している。

ガールスカウトは現在世界 145 の国や地域で、約 1000 万人の会員が活動している、少女と若い女性の
ための世界最大の社会教育団体。
「少女と若い女性が責任ある世界市民として、自ら考え、行動できる
人となる」ことを目指して、就学前１年から高校生相当年齢の少女たちが、指導者の支援を受け、楽
しみながら主体的に活動している。

基調講演者ご紹介

明石

要一氏

Yoichi Akashi

千葉大学教育学部教授
1948 年大分県生まれ。奈良教育大学卒業、東京教育大学大学院
修士課程修了。専門は教育社会学。子どもを取り巻く環境が大
きく変化している現代社会において、子ども・教師の研究に精
力的に取り組んでいる。文部科学省子どもの居場所づくり推進
協議会座長、2010 年ゆめ半島千葉国体・大会広報委員長も務め
る。主な著書『データが語る平成の子ども気質』
（2004 年）、
『キ
ャリア教育はなぜ必要か』（2006 年）、『子どもの規範意識を育
てる』（2009 年

いずれも明治図書刊）

はじめに－経験にもとづくということ
こんにちは。私は、昭和 23 年（ネズミ年）の生まれです。誕生日
が 1 月 17 日で山口百恵さんと同じです。いま、笑ってくれた方はき
っと 50 歳以上の方ですね（笑）。今日は、1 時間 20 分ほどのお付き合いをお願いします。
最初にまず、私と「ジャンケングー」をお願いします。（会場の参加者とジャンケンする）
グーを握ってください。とりわけ、女性の方のグーの形を見て欲しいのです。前後左右をごらんください。とく
に女性の方のグーの形が、大きく三通りあります。親指が外側になるグーと、親指が中に入ったグーと、親指
が真ん中にある三通りです。
赤ちゃんは親指を中に入れて生まれてきます。にぎにぎしながらこれで終わる女性と、外に出る女性と、真
ん中の女性。このグーの形で女性の性格が分かるのです。もう変更しないでくださいね。今日、この会場にお
いでの女性はたぶん外側の方が多いはずです。この方は小さかった頃、小学校 2・3 年生頃、負けず嫌いだっ
たと思います。非常に頑張ったお嬢さんです。「明日運動会よ」というと夜、一生懸命腹筋して頑張った。中学
校・高校時代は、おそらく進路のことでお父さんやお母さんにぶつかっています。「私の人生は私が決める」。
それで、結婚は恋愛結婚ね。現在は、大変友達が多い頑張るお母さんでしょう。玄関先で立ち話しをすると、
あっという間に 1 時間過ぎちゃう人。そういうところがあるのではないでしょうか。リーダーに向いている人で
す。
その対極が、親指が内側に入る方。（この会場には）少ないはずです。この方は良妻賢母な方。上品で気品
があるのですよ。ただし、友達が少ない。読書が好きで、編み物が好きで、自分の世界を作るのが上手なので
す。だから、若い時は両親とぶつかっていないと思います。両親と一緒に人生を歩んでいきます。結婚も見合

ふすま

い結婚が多いと思います。それで、旦那が「呑んべぇ」の場合は水差しを置いておいて、 襖 を開ける場合には
膝を折って入ります。良妻賢母です。親指が外側のほうのお母さんは、襖を開ける場合は足で開けます。そう
いうタイプの違いがあるんです。
親指の位置が真ん中の方、この方は非常に知的能力が高いです。アンテナが高い。情報を両方キャッチす
るのが上手なんです。今日申し上げたいのが、女性が 3 人集まった時に、（親指が）外側と内側と真ん中の女
性が集まると、グループワークというのはうまくいくんですよね。一人が三役こなすとダメなので、それぞれが
持ち味を保つと良いのです。
今までに述べたこと、これ、全然根拠がないのです。根拠が
ないけれど経験に基づいている。これを経験則と言います。な
ぜか理に叶っている。教育とか医学とか看護の世界というの
は、こういう経験則が一番大事なのです。たぶんキャンプもそ
うでしょう。「こういうのやっておけば、間違いない」というのを
たくさん集めていきたいですね。

1．時代は変わった
１）大学全入時代が何をもたらすか
一つめ、「時代が変わった」と言うことです。
4 月・5 月に授業参観があります。授業は 45 分頑張れば何とかうまくいきます。若い先生がいやがるのは、
その後の学級懇談会。これに集まったお母さん、すごく文句言う方が多い。この時にグチャグチャグチャグチャ
しゃべるから、保護者は尊敬しません。
東京大学をご存じですね。9 年前くらいに、60 歳の定年を 65 歳に延長したのです。なぜ東大は 60 歳定年を
5 年間延長したか。ちょっとお隣どうしで相談してくれますか。
（客席 話し合い）
今までは 60 歳で辞めた時に、その後ほかの大学に再就職できたのです。それが今はできない。だから、お
子さんを抱えて大変だからと、5 年間延長したんですよ。今は、大学全入時代です。非常に学生が増えたけれ
ど、結局私立が若手を抜擢してるんです。そのために定年が伸びてきています。
大学全入時代になったときに、困る人が 4 人います。まず困るのが予備校です。浪人生は出ますけど、数
が減るのです。予備校は、企業だから先を読んでいる。駿台も河合塾も、代々木ゼミナールも。たとえば河合
塾は私立大学入試問題を作るんですよ。ほんとうは千葉大も河合塾に作ってもらいたいけども、ものすごく時
間がかかるんです。金もかかる。駿台は法科大学院を作りましたよね。代々木ゼミナールは大学浪人だけをタ
ーゲットにしないで、いろいろなところの小・中の予備校、塾を傘下におさめて低年齢化を目指しています。
二人目に困るのは、お父さん・お母さん。困るでしょう？子どもが勉強しない。「あんた勉強しないといい学
校入れません」と今まで言ってきたのに、今、みんなフリーパスです。素行が悪くても OK、みんな高校入れま
すから。大学だって入れる。だから親が困る。
三人目に困るのは中学校・高校の先生です。生徒指導ができない。かつては受験という印籠があったので
す。内申書に響くから、みんな勉強したのです、真面目に。今、内申書は全然関係ありません。
四人目には千葉大が困ります。つまり、各大学が困っています。千葉大には 9 学部あります。3 年前まで倍
率が 6 倍だったのです。今年は 4 倍を切りました。6000 万ほどの受験料が減るとする。そうすると 6 名（スタッ
フや教員を）やめさせなくちゃいけなくなります。今、人は簡単にやめさせられませんから、辞めた後、定年退

職した後、新しい先生を取らないんですよ。だから、今、博士号を持った方が就職浪人してますよね。私立も簡
単に採用できない。今まで国立が積極的に採用してきたのだけれども、国立ももうアップアップでしょう？こう
いう形で、時代が変わってきました。

２）団塊の世代でお孫さんを持たない人は何割か
二つ目。私たちのことを「団塊の世代」と言います。昭和 22 年、23 年、24 年生まれです。一番人口が多いの
です。約 750 万人います。多くのかたは、結婚して赤ちゃんを作っています。問題は私たちの世代のジュニア。
ジュニアが結婚しないか、結婚しても赤ちゃんを作っていない。そこでみなさんに問題です。団塊の世代でお
孫さんを持ってない方は何パーセントいると思いますか？15％、20％、25％からどれかを選んでください。これ
もお近くの方と相談してください。
（客席 話し合い）
お孫さんをもたない方は 25％います。4 人に１人はお孫さんがいない。これが一番怖いのです。たとえば市
長選挙とか、県知事選挙がありますね。候補者はマニフェスト（選挙公約）で、医療、年金、教育を挙げますね。
そうすると、団塊の世代が多くなってきて、お孫さんを持ってないと、医療と年金のことを重点に置く方に投票
するんです。教育というのは子どもや孫がいるから、教育に関心が向くのです。だからますます、教育に関す
る予算が減ってくる可能性が高い。こういうのを少子高齢化というんですが、お孫さんがたくさんいれば、政治
家も教育にものすごいお金を使うようにしてくれるけれど、孫がいなければ、教育に蓄えはいらない。とにかく
年金と医療にと、その候補者に投票しますよ。高齢化するとこれが一番怖いです。

３）大学入学歓迎会で母校と同郷のたて看板が消えた
私、もう千葉大に 34 年間います。今、新入生歓迎コンパとかやっていますね、校内にサークルの立て看板
ものすごく多いんですよ。でもなぜか、自分の出身高校だとか、以前に県人会ってありましたね？そういう看板
が 25 年くらい前から全部消えました。これを是非考えていただきたいなと。かつては日比谷高校集まれとか、
千葉の安房高校集まれとか、両国高校集まれとか、長野県民集まれとかっていうつながりがありました。言い
たいのは、自分の故郷とか、高校の後輩の面倒を見る仕組みがあったのが、ここ 25 年間で、きれいに切れま
した。それが、今日のテーマである「いい意味の豊かな体験」。故郷体験とか、高校 3 年間での非常に濃密な
人間関係がほとんど切れたから、今は後輩の面倒を見ませんね。これを何とかしていきたい。これは非常に
「基本の基」なもので、繋がっていかない。

４）教員の年齢構成は「ワイングラス」型である
もう一つ言いましょうか。日本の教員が小・中・高校あわせて約 100 万弱おります。年齢構成が、ワイングラ
ス型だと私は言っています。48 歳以上が多くて、まん中が少なくて、最近は、ここ 4～5 年新卒が増えています。
日本の学校教育を考えると、あと 10 年間はいいのです。いま 48 歳以上の方が定年になるまでは。その後、真
ん中が本当に少ないです。そうすると、たとえば千葉県で、小・中学校あわせて 1200 校あるんですよ。今 36 歳
ぐらいの方が 300 人しか教員がいない。そうすると、1200 人の校長候補、教頭候補が要るのに、300 人しかい
ないわけでしょう？ということは、学校のリーダーが突然消えちゃうのです。是非これからお願いしたいことは、
教員免許持っている方、チャンスです。あと 10 年、15 年、中堅どころか、教頭、校長さん、スクールリーダーに
まで是非なってほしい。野外教育の専門家がなってくれると、組織運営できるね。そういうてこ入れしていかな

いと、学校全体がもたないですね。こういう形で時代が変わってきているのですね。それで、時代が変わると子
どもが変わってきます。

2．子ども力とは何か
１）眠る力―早く目が覚めるのは眠るエネルギーが低下する
私は「子ども力」といっていますが、子どもの力がものすごく低下してきました。一つは眠る力がものすごく衰
えた。60 を超えると、朝早く目が覚めますよね。それは高齢化の一歩手前です。眠る元気がないのです。眠る
って相当エネルギーがいるんですよ。だから、目が覚める人はもう子どもじゃないね。眠る力を失ってきている。
問題は今、小・中学生が、眠る力不足です。熟睡しない。「ちょっと音がすると目を覚ます」っていう。これを何と
かしていきたい。だから、キャンプをとおして、いい環境をとおして、熟睡する子どもっていう、そういう視点で、
寝るエネルギーっていうのはもっともっと貯めて欲しい。

２）チャレンジ力―シュートを打つ 横パスしない
今の子どもはチャレンジしないね。サッカーのシュートを打たない。シュートを入れるってむずかしいですよ。
昔はなんでもシュートを打つ人間っていましたよね。なのに、今はすぐ隣にパスする。これ、横パス文化って言
います。6 年前、サッカー日本代表の FW が「打て！」って言う場面で、打たなくて、すぐ隣にパスして大きな非
難を受けた。これ、農耕民族の弱点です。打たないんです、子どもたち。小学校 2 年生まではシュートを打つん
です。3 年生になるとビビって打たなくなるね。授業参観を思い出してください。一番楽しいのが 1 年生、2 年生。
全員手を上げますから。「はいはい、はい、はい」と元気よく手を上げるこういうお子さんがかつていたのです。
今、だんだん減っています。
それで、3・4 年になりますよね。そのころになると、上げようか、周りを見始めます。5・6 年生、完全に下向き
ます。先生が当ててやっと、日本の子どもたちは答える。自分から手を上げない。中学校 1 年生の 1 学期は手
を上げている。でも、中間考査終わったとたんに手を上げなくなります。2 年生、3 年生になると、ほとんど下向
いています。これをおかしいと思って欲しい。私はこのあいだ、アメリカ、ドイツ、フランスに行ってきました。中
学生・高校生、みんな手を上げているんです。指パッチンしていますね。「俺に当てろ、俺に当てろ」。当てない
と悔しがるね。指パッチンはポール牧ですよ。これからは日本人、ポール牧も必要だと思うんですよ。「とにかく
俺にしゃべらせろ」。こういうチャレンジをするお子さんがほんとうにできるのか。今で言うと、学生が内向いて
いますね。外に出たがらない。非常に快適で良い空間だから、外に出ていかないのです。もう少しチャレンジ
するお子さんをどうして育成できるか。キャンプっていうのはまさにチャレンジですから、そういう素養というの
を幼児期、児童期の時に蓄えていただきたいと思います。

３）「ちょい悪」力
それで、「ちょい悪」ができません。
「小学校 2・3・4 年ごろに、秘密基地を作ったことありますか？」と今の大学生に質問しました。「はい」と答え
た人は 20 パーセントです。残りの 8 割は秘密基地を経験してない。だから「ちょい悪」はできないね。こういうデ
ータがあります。非行少年の専門家や、家庭裁判所の調査官に聞いたところ、中学生で非行で保護される子
どもたちに共通点が 1 点あるんです。それは小学校 3・4 年の時に「ちょい悪」をやってないということ。秘密基

地を作った経験がないのです。おうちで一人ぼっちで、テレビと漫画とゲームで遊んで、集団づきあいの経験
がない。中学生になって体が大きくなってきます。そうすると、かーっとしたときに、自分の行動をコントロール
したり、抑制する力が衰えている。小学校時代に「ちょい悪」した方は、かーっと来るけども、「ここはやめておこ
う」「ここは行こう」など、そういう自分の行動を抑制できる力があるのです。だからもう中学生では遅い。小学
校 2～3 年ごろちょうどそれを体験して欲しい。たぶん 45 歳以上の方というのは、徒党を組んで、「あそこの家
の柿はとっていい」、「ここはやめとこう」とか、「ここのおじさんはうるさいからやめとこう」とか。そういう、世間を
知っていたのですよ。今の子どもたちは世間を知らないね。要するに、グループでちょい悪文化を体験してい
ない。ちょい悪の免疫もできたらキャンプで作って欲しいね。
みなさん、藤子不二雄というマンガ家を知っていますよね。藤本弘さんと我孫子素雄さんの二人ペアで藤子
不二雄と名乗っていた。なぜ子どもに人気があるかというと、藤本さんは非常に純粋な子どもを描いていた。
一方、我孫子さんはちょい悪を描いたんですよ。『怪物くん』とか、『忍者ハットリ君』とか『笑うセールスマン』と
か。良い方、悪い方両方あったから、藤子不二雄は、人気があったのです。一方だけではだめなのです。
2 月 3 日に節分がありますね。チャンスあったらぜひ保育所か幼稚園へ行ってください。節分の日に鬼のお
面をかぶって逃げ回っていますね。今、たいてい逃げ回るのは先生です。子どもは豆を投げている。それをお
かしいと思って欲しい。30 数年前まではやんちゃ坊主がいたのですよ。自分でお面をかぶって逃げ回ってね。
「逃げるから」と。自分からすすんで悪さをやった子どもがいました。今、全員が正義の味方ね、お利口さん。
すべてが表文化なのです。家庭とか学級は表文化をお願いしたい。でも、地域、特に野外あたりは少し、そう
いうちょい悪文化を残しておかないと、結局ダメになっちゃう。柔（やわ）な子どもしか育たない。たくましいとか、
打ちあいのような、少し、悪さをしなきゃいけない。やっぱり時期があるんです。啐啄 （そったく）の時期ってあ
るのです。それは、雛がかえる時に内からつっつきますよね。その時に親鳥が外からつつく、こういうのが啐啄
の時期、要するに、ある適正な時期にこういう体験をして欲しい。だから、今日申し上げたいのは、ちょい悪は
小学校 3 年、4 年のとき、やんちゃ娘、やんちゃ坊主の時に経験して欲しい。それを中学生、高校生がやったら
ダメです。ちょい悪じゃなくて、ほんとうの悪ですから。これが怖い。

４）遊び力―遊び疲れる。夕食時、箸を持ったまま眠る
次は遊ぶ力。ちょっとお聞きします。小さい頃夕飯時に、遊び呆けて箸を持ったまま眠った経験があるかな
いか。たぶん、多くの子どもはないと思うのです。それで、今のお子さんは、夏のプールとか海に行きますよね。
その時は結構遊び呆けて、疲れて、眠る子が多い。さらにもう少し、遊び呆けるという状況を作ってほしい。そ
の分かりやすい例が、箸をもったまま、寝てしまう。何を食べたか憶えてないくらい疲れきるということを、1 年
間に春夏秋冬、最低 4 回はするようにしたい。さらに一番言いたいのが、体験推進条例ね。体験を勧める条例
を作りたいのです。その時は、さっき言ったように、1 年間に 4 回、箸を持ったまま眠る体験をさせましょう、と。
そうしたら分かりやすいでしょう？そういうのを条例で決めるのです。そうしないとダメな時に来ているんです。
各都道府県で条例を作ればいいと思います。

５）食べる力―腹一杯食べる
次に、食べる力。非常に今、弱いですね。文部科学省が力を入れて、「早寝、早起き、朝ごはん」と言ってい
ます。小学校 5 年生約 230 名に月～金曜日まで、朝ごはんに何を食べたか調査しました。調査というのは、イ
ンスタントカメラで毎日撮るのです。それを分析しました。1 日くらいなら、お母さんが真面目にご飯作るでしょ
う？5 日間調査すると全然頑張れないから、ほんとうの朝メニューが分かる。結果ですが、5 日間のうちに 4 日

以上、お米を食べた方は 20 パーセントでした。次に 5 日間のうちに 4 日以上パン食の方が 4 割いました。ミッ
クス（両方）が 4 割。4：4：2 なんです。そこで子どもの生活を聞いたのです。放課後、いつ寝たか、早く寝たか遅
く寝たかとか、テレビを見たか、漫画読んだかとか、朝起きたかとか、朝ごはんしっかり食べたか、学校は楽し
いかなどなど。結果を見ると、米飯の 20 パーセントは早く寝ている。早く起きている。宿題はきっちりやってい
る。朝ごはんは分析すると非常に豊か。学校は大好き。友だちが多い。
後の 4 割のパン食の人は、夜遅く寝ている。テレビをたくさん見ている。朝は起きるのが遅い。そして、朝メ
ニューは簡便。学校は面白くない。早くお家に帰ってくるという具合でした。結論を簡単に言うと、米飯がいい
んです。
ここで問題です。皆さん、どうして米飯がいいのだと思いますか？ちょっと相談してください。
（客席 話し合い）
大きく理由が二つありそうなのです。一つは、米飯のほうが、朝のおかずが豊富だ、ということです。味噌汁
と漬物だけじゃありませんよ。目玉焼きか魚か納豆をつけている。それで、栄養のバランスがいい。しっかりと
ごはん食べた。噛む力もつく。今は、噛む力が減ってきましたから。パンも噛むんだけども、米飯のほうが噛む
力はつく。それで、脳が活性化することになる。それが一つの根拠です。二つ目は、お母さんも違う、ということ
です。パン食の場合、急に朝起きて、冷蔵庫開けて、パッパッパッと作りやすいですね。牛乳と目玉焼きとパン
で終わる。米飯の場合は寝る前から、朝ごはんの献立を考えるのです。お米を研がなきゃいけないとか、タイ
マーを入れるとか、メニューを考える。要するに段どり文化を持っているということなのです、お母さん方が。そ
うでしょう？キャンプもそうですよ。やっぱり段取りをするから見通しがつくじゃないですか。思いつきでやっても
失敗しますよね。パン食が悪いんじゃないですよ。パン食を作るお母さん方は、ややもすると、思いつきの食
事メニューを作りやすい。米飯のほうが段どりがいる。そうするとたぶん、5 年生で 10 歳ぐらいですよ。10 年間、
「もう遅いから寝なさい」とか「宿題をしましたか」とか、いろんな意味で躾（しつけ）もしてるんです、そういうお
母さん方は。20 パーセントの子どもたちが元気なのは、たぶん生活リズムが出来あがっている。それは、朝ご
飯を見ると分かりやすいということなのです。だから、やっぱり、しっかり食べる。「早寝、早起き、朝ごはん」と
いうのは、「朝、ごはんをしっかり食べる」という意味なんですね。
結局、92 パーセントぐらいは朝食を食べているのです。8 パーセントぐらいの小学生は食べてないけど、多く
の人は食べている。問題は、「しっかり食べる」運動がもっと大事になってくる。しっかり食べる人というのは、
例えば 18・19 歳の頃、センター試験ってありますね。その 2 日間、朝 9 時半から 18 時半まで試験があります。
私は試験監督もやっていますので様子を見ていると、受験生は 2 日目の午後、一番疲れるんです。目一杯頑
張れる受験生と、俯く（うつむく）受験生が現れます。よく見ていると、あの寒い時の昼ごはんをペロッと食べる
人は、2 日目の午後、鉢巻きしめて頑張ってますよ。食の細い人は、もう俯いているね。競馬に例えれば第 4 コ
ーナー回りますよね。鞭（むち）が入った時にがんばれるような人は食べっぷりがいいですよ。これから若い人
を取る場合には、食べっぷりと飲みっぷりのいい人が大器晩成ね。今は大変かもしれないけれど、将来使える
ね。キャンプ協会もそういう規準でスタッフを採用してください。まず食べっぷり、飲みっぷり、声の大きい人が
リーダーに向いているね。一つは、政治家っていうのはみんな声が大きいですよ、健啖家ですよ。飲みっぷり
いいでしょう。これは人間のエネルギーですから。そういう意味で、「子ども力」。子ども力の活性化が、こういう
自然体験を含めた活動だと思います。

3．体験格差が広がる
１）経済格差が体験格差を生み、体験格差が学力格差、体力格差を生む

今日一番申し上げたいのは、「体験格差」が広がってきてるんです。それが悔しいことに、経済格差が体験
格差を生み、体験格差が学力格差、体力格差を生んでいるのです。「経済力が学力格差を生む」と言います
が、その真ん中に体験格差があるのです。たとえば年収 800 万以上ある家庭のお子さんは、夏は海へ行って、
冬はスキーに行っています。放課後はスイミングに行って、塾に行って、お稽古に行っています。だから、体験
もうんとしています。それが、年収 250 万を切る家庭のお子さんが、だいたい 15 パーセントほどいますが、お父
さんもお母さんも忙しくて、土・日は、海に行けない、スキーも行けない。放課後、お金がかかるから、お家でテ
レビや漫画、ゲームを相手に一人遊びをやっています。豊かな体験してないでしょう？そうすると、いい刺激を
受けていませんから、いい授業の発問を聞いても手を上げないね。ぼーっとしている。これが気になっていま
す。

２）四足の動物で漢字一文字、花で漢字一文字を書く
作業をしていただきたいと思います。ノートに動物の漢字一文字。四足の動物で、漢字一文字の動物を何
個書けるか。次に花を、花の漢字一文字を何文字かけるかそれぞれ 30 秒間、やってみてください。
（客席 筆記）
それで、ご自分の漢字を見てください。ご自分の漢字でどっちがたくさん書けていますか。たぶん動物のほ
うが書けているはずです。例外もありますが、だいたいは動物のほうが書けるのです。「なぜ私たちは動物を
たくさん書けるのでしょうか？」というのが大学の試験問題です。「読み、書き、算数」って言うでしょう。読ませ
ると、動物も花も差はありません。書かせるとなぜか動物のほうが書けるのです。ちょっとお隣どうしで相談し
てください。なぜ私たちは、動物をたくさん書けるのだろう？
（客席 話し合い）
私は理由を 3 つ考えています。一つは、体験量が違う。「動物と接する量」と「花と接する量」のどちらの体験
量が大きいだろうと思います。その理由はまず、インフラです。動物園と植物園、どっちが多いか。たぶん動物
園のほうが多いのです。次に幼稚園と保育所には絵本があります。絵本の数を見て欲しいのです。おそらく動
物と車が多いはずです。花は少ない。お家でもたぶんそうだと思います。そうすると、インフラ的に、動物に接
する量が違います。寝る時に子どもが絵本を持ってきます。「先生読んで」とか「お父さん、お母さん読んで」っ
ていうように。まず、花は持ってきません。子どもは、動物か車を持ってきますよね。そうすると、インフラも多い
し、お父さん、お母さん、先生方との接触も多い。これが目に見えない家庭格差、地域格差。だから、それが一
番大きいのです。それで、6 年間そういう差がついて、学校に来ます。教師が頑張っても、この 6 年間の差が大
きいのです。それを何とか縮めようとするけれど、なかなか縮まらない。ですから、幼児教育の 6 年間に一番、
自然体験など体験活動を豊かにやって欲しいなと思っています。二つ目は、記憶するというのは、変化するも
のとか、動くものは残りやすいのです。動物はちょこまかちょこまか動くでしょう？花はあんまり動きません。ま
ず、椿を書いた方がいます。あれは、「ぱっ」と落ちるから、「あっ、椿があった」と思うでしょう？そういうのは書
きやすいのです。たとえば、5 月は母の日、6 月は父の日がありますね。幼稚園、保育所で似顔を描いてもら
います。なぜか、見てくださいよ、目と口は、子どもは描きます、すぐね。鼻と耳は捨てるね。なぜかというと、
口は開くでしょう？食べるから、常に記憶に残りやすい、目は眠る、閉じるとかで変化するから記憶に残るんで
す。鼻は動きませんよね。だから賢い先生は、子どもに描かせる場合に、「右手を出しましょう。顔を触ってごら
ん。何か触りましたか？」「はい、はい、鼻」なんて言うと鼻を描いてくれるんです。こういう指導者はいいんです
よ。だから、いい指導者というのは、すぐ記憶に残ることは言わない。記憶に残らないことを意図的に、動きを
作ってさせると、子どもが活動しやすくなる。これが二つ目です。三つ目。ご両親と子どもが散歩します。「あら、
動物がいるわ」って言いませんよ。ただ、「犬がいるね」「猫がいるね」「牛がいるね」「羊がいるね」。動物の場

合は具体的にしゃべるんです。「あら、花がきれいだわ」「草が多いね」。花の場合には具体的に言わない。桜
とか、桃とか、梅とかあんまり言わない。「花がきれいだわ」で終わっちゃうんです。そうすると概念が抽象的で
大雑把でしょう？だから常に指導者っていうのは、具体的な指示をしていかないと、子どもたちが付いてこな
い。
この三つがミックスされてきて、さっき、私たちのように、動物のほうがたくさん書ける。だから、体験というの
はそういう、具体的なことを見る癖をつけると、子どもはものすごく豊かになってくると感じます。

４）小学校、中学校の両方とも楽しくない者は何％か
千葉県の銚子市は人口が 7 万人いて、中学校が 10 校あります。昨年の 9 月、中学校 1 年生に聞きました。
「小学校は楽しかったですか？」「中学校のほうが楽しいですか？」「両方楽しいですか？」と。「両方つまんな
い」っていうのもありますね。そこでみなさんに問題。銚子市の中学生、1 年生に聞きました。小学校も中学校
も楽しくない方が何パーセントいると思いますか？三択でお答えください。「5％」、「10％」、「15％」。はい、では
お近くの方と相談してください。
（客席 話し合い）
結果ですが、「小・中、両方楽しい」方は 50 パーセントいました。「小学校が楽しい」方が 2 割いますから、「中
学校が楽しい」方は 70 パーセントです、中 1 で。「小学校が楽しかった」のが 2 割いる一方で、「両方つまんな
い」方が 1 割いるんですよ。それを教師は、どの子どもがつまんないと感じていないのか把握していない。不幸
ですよ、9 年間全然学校生活楽しくないのですから。それが 1 割もいるのですよ。おそらく、そういうお子さんは、
夏休みに茶髪で煙草吸っているわけではないのです。そういう元気があればまだいいのです。町を徘徊する
というのはまだいいですよ。ずうっとお家で、部活動に入らない、すぐやめちゃう。テレビが好きで、ゲームが好
きで、友だちが少ないんです。そういう人が 1 割もいるのです。それを、是非、いろんなデータで探し出して、ど
うやったらチャンスを与えられるかを考えて欲しい。それが一番出やすいのは、小学校 3 年生の終わりごろ。
算数・国語嫌いでね、それから社会科・理科に範囲が広がってきて、だいたい学習についていけなくなる。そ
れが大きなネックです。ぜひ皆さんの知恵を借りて、その 1 割がハッとするような施策をとらないといけない。そ
ういう人は、言っては悪いけれど、フリーター、ニート予備軍になりかねないのです。

５）高校卒業後、「就職しない」「進学しない」者は何％か
もう一つ提案します。千葉県に高校 3 年生は 38,000 人いるのです。大学や専門学校に進学しない人、就職
もしない人が、何と 13 パーセントいるんです。40 人学級でいうと、5 人か 6 人です。小学校 6 年生の担任の先
生が、卒業時に「クラスの 6 名ぐらいはフリーター予備軍ね」なんて思ってはいませんよ。中学校 3 年生の先生
方は、「3 年後にはうちのクラスの 6 名ぐらいがフリーター予備軍になる」と思っていないのです。日本の教師は、
1 年間、2 年間は精一杯面倒見てくれます。でも、6 年間とか 3 年間というスタンスで子どもの成長を見ていな
いのです。だから小・中･高の連携というのが大事でしょう。その 13 パーセントがフリーター予備軍で、アルバイ
トしているから年金を払わないとか、税金を払わないとかというようになります。将来そういう方が生活保護を
受けかねない。そうなると、社会全体が非常に体力を失ってくるのです。一般的な青少年は顕在化していませ
んけど、そういう、じわじわじわじわ社会の全体に乗ってこられない方が増えつつある。そういう体験格差、こ
れを是正しなければいけないということを申し上げたいと思います。

６）子ども時代の体験格差が「年収」と｢学歴｣を影響する
そこで、最後になりますが、国立青少年教育振興機構で調査しました。子どもの頃の体験格差が、年収格
差と学歴格差を生んでいる。20 歳以上の 5000 名近い方に調査しました。「小学校、中学校時代にどういう体
験をしましたか？」。体験量の多い人は、大人になった時には年収が多いのです。大学進学率が高いのです。
僕らには、そういう経験はなかったですよ。体験が規範意識を作るとか、自尊感情を高めるのはあったのです
が、年収と学歴まで、体験量が効果を及ぼすということはなかったのです。それが、30 項目で明らかになりま
した。
また、いつ、どんな体験をすればいいかという結果も出たのです。小学校低学年でやって欲しい体験は、動
植物とのふれあい。ひまわりを育てるとか、ハムスターを飼うとか、猫を飼うとか、そういう動物とのふれあいに
加えて、友だちとたくさん遊んだこと。そういう人が大人になった時に、良い影響を及ぼします。もう一つは、小
学校 5・6 年と中学校 2 年生。一番効果があるのは「キャンプをやった」こと。自然体験することが効果がありま
す。小学校高学年は自然体験と仲間遊びね。この二つが効果あります。動植物とのふれあいはもうあまり効
かない。中学校 2 年生が一番効果があるのは、キャンプと、ボランティアと、友だち遊びと、おうちの家事手伝
い、それから年中行事。家庭の年中行事に参加した。中学校 2 年生というのは部活動盛んでしょう？部活動
忙しい中に、キャンプに行ったりボランティアやったり、お祭りに参加したりとか、豊かな体験した人ほど、大人
になった時に良い影響を及ぼす。だから、よく言いますね。ある時期に、とっても頑張った人は、大人になって
も頑張ることができる。大学時代にたくさん本を読んだ人は、猛烈サラリーマンになっても本を読んでいます。
大学時代に本を読んでない方は、大人になっても本を読んでいませんね。
こういうデータがあります。去年、東大の勉強会で、25,000 人の大学 1 年生に聞いて、研究してみました。高
校 3 年間ほとんど勉強してない方は何％いたと思いますか。3 割、4 割、5 割の三択で選んでください。
また近くで相談してください。高校 3 年間ほとんど勉強してない方が大学入ってるのですから。本当に信じら
れないデータでした。
（客席 話し合い）
正解は 4 割です。大学全入時代を示す数字ですね。勉
強しなくても大学に入れる人が 4 割。だから、たとえば千
葉大でも、高校 3 年生の時に物理やってない方が来てい
ますから、別な高校の授業やってるんですよ。だから、千
葉大でもやらざるを得なくなりつつある。「大丈夫か？」っ
ていうくらい。だから、もう、4 割は勉強してない。こういう
のを体験の量かもしれないと見ています。

4．体験格差を是正するための提案
１）成長スタイルにあった体験をすすめる
どういう形でその体験の格差を是正するか。私がいろいろ提案をしたいと思います。
①交換ホームステイ(年長さん、小学校低学年向け)
まず「交換ホームステイ」はどうでしょうか。年中さん、年長さんから小学校 2 年生まで。仲のいいお母さん同
士が 1 週間子どもを交換する、交換ホームステイ。そうすると、お子さんは友だちの家に泊まったら、うんと頑

張る。「おばちゃん手伝いしましょうか」とか「お茶碗下げますよ」とか。手伝いして、「ああ、うちのお母さんと違
うわ」とか「うちのママはいい」とかね。1 週間、そのまま交換する。仲のいいお母さん同士で、ですよ。そうする
と非常に子どもは成長する。これを是非やっていただけないかと思います。
②秘密基地づくり（小学校 3・4 年生向け）
その後、3・4 年生でやって欲しいのが、秘密基地づくりです。掟（おきて）とか、バッジを作ってみたり、自分
たちで遊び場を設計して、仲間内の絆を作っていく。それで、表と裏文化を少し理解する。「だから、家庭と学
校と友だちの遊びは違う」ということを確信して欲しいね。
③通学合宿（小学校高学年向け）
小学校の 5 年、6 年生では「通学合宿」です。公民館とか青少年センターで 1 週間、衣食住を自分たちでや
って、そこから学校に通う。通学合宿といって、すでに全国でも 500 ヵ所くらいでやっているのですが、そこへ学
生ボランティアに行ってもらう。学生は、昼間は授業があります。子どもが帰ってくる頃は暇だから、夕方に面
倒をみてあげるようにする。合宿生活をしていると必ずトラブル起こすね。洗濯機は 1 台しかありませんから順
番を待たないといけない。誰が朝ごはんを作るのか、布団は誰が敷くのかなどいろいろなトラブルが出てくる。
そういう、トラブル体験をして欲しいのです。今のお子さんはほとんどトラブル体験をしていない。キャンプへ行
けばものすごく困ったことが生じますよね。それだから妥協したり、知恵を出したり、協力するわけです。頭で
考えてもダメですよね。だから、体験というのは、まさにトラブル体験なんですね。そこで人の存在のよさが分
かってくる。
④短期(月から金)の全寮制（中学生向け）
次に中学校に上がったら、ひと月の全寮制をやって欲しい。食事は全部学校で用意するのです。部活動が
終わって帰ったら、もう、ごはんが用意されているのね。それはいいですよ。それで、月～金までの全寮制。土
日はお家に帰す。寮に 1 週間いたら窒息しますから、中学生は。だから、2 日間だけ家庭復帰させる。そうする
と、衣食住ができて、おやつも提供して、寮でご飯食べますから食生活が安定する。それで、寮費ですが、保
育所の場合は年収の多い人はたくさん払いますよね。それと同じように寮費も年収が多い人はたくさん払って、
低い方は安くするとか。こういう形で行う全寮制はどうでしょうか。
ある大きな民間の寮を借りて、4 月は 1 年生、5 月は 2 年生、6 月は 3 年生。ひと月ぐらいローテーションで
回すんです。そうすると集団生活の営みができて、生徒会活動どうするかとか、寮の維持をどうするかとか、そ
ういうのが身につくのです。その寮の舎監さんは教師がやったら失敗しますから、民間が参加したり、NPO を
作ってやって欲しい。青少年活動の経験者がやってくれると非常に自主性を尊重できると思います。言いたい
のは、子どもの発達にあわせた体験のステップを用意していただきたいということです。そうしたら集団生活が
うまくできるようになってくる。これを今、私は提案しています。だからこういう形で体験推進条例を整えません
か？ということなのです。

5．NPO が生き残る地域のビジネスモデル
１）中学 3 年生の夏休み
多くの方は NPO を作られていますよね。NPO が生き残る地域のビジネスモデルづくりを本気でやっていか
ないといけません。たとえば中学校 3 年生の春休みはどのくらいあるかご存じですか？卒業式が 3 月 10 日ご
ろですよね。4 月 8 日まで彼らはずっと休みです。ほんとうに暇。お母さんは「うるさい！早く何とかして！」とか
言っています。3 週間あるんですよ。この 3 週間、体験推進条例をつかって「みんなキャンプに行こう」とかね。
そうしたらお父さん、お母さんは喜ぶ。うるさい息子や娘が体験してくれるんですから。そうしないと変に徒党を

組んで街を徘徊していますよ。最初の 2 日間は中学校の同窓会やろうとか、自由にやればいい。それで、後の
2 日間は、進路が別々になるから、キャリア教育でいろんな先輩に来てもらって、少年自然の家で、キャリアガ
イダンスをやればいいわけでしょう？あとの 1 週間は、まさにキャンプをやってもらえばいいです。そういう形の、
「15 の春」ってあるでしょう？「15 の春を泣かせない」んじゃなくて、「15 の春にキャンプしましょう」っていう。是
非やりましょうよ。キャンプ協会が中心になってね。「15 の春はキャンプだ！－中 3 コース」ですね。そういうキ
ーワードがあったほうが分かりやすいでしょう？これをやってくれないかなぁと思っています。

２）成長スタイルにあった体験をすすめる
自己申告のマラソンの記録で基金を集めるのはどうでしょう。ドイツへ行った時に思ったのですが、冬によく
マラソンをやりますよね。「私は何マイルを走る」と、自己申告して実際走ってみるんですよ。それを達成すれ
ば、校長先生がハンコを押して「お前は 10 マイル走ったから」と証明書を出す。これを持っていって、地域の所
にお金（基金）をもらいに行くのです。「基金を集めてます。私は 10 マイル走りました。是非 10 マルクいただけ
ませんか？」とか。それをもらって基金にする。だから、単なるマラソンをするんじゃなくて、自分で自己申告し
て達成したということが嬉しいでしょう？それをみんなに褒めてもらう。その代わり、「基金をいただきたい」とか
っていう。この間の東日本震災復興支援基金とか言って、走ってもらえばいいですよ。だから、善意のお金を
出すこともいいのだけども、何か活動してもらって、やるっていう、そういうことも考えてもらうといいかなぁと思
います。

３）駄菓子屋はビジネスになるか
それから、駄菓子屋がビジネスになれる。「駄菓子屋タカさん」っていうのが世田谷にあります。そこの駄菓
子屋さんは、小・中・高校生みんな来るんですよ。それで、ツケがきくのね。これがいいです。毎月、月払い。子
どもはうれしいですよ。彼女は、自分で車を作って、駄菓子屋として宅配してる。それで食べている（仕事にで
きている）のです。要するに言いたいのは、たくさん儲けてはいないけど、食べる分は自分で稼ぐ。「儲ける」と
「稼ぐ」の違いね。ＮＰＯは公益法人だから、お金を稼ぐんですよ、儲けてはいけません。その辺の「稼ぐ」と「儲
ける」の違いもあってくれるといいかな、という感じもありますが。

４）福祉コンビニ構想
それから次は福祉コンビニ。フリーター、ニートの青年たちは、同級生は好きだけども、頑張る同級生は大
嫌いね。脂ぎってる人はいやなのです。圧迫感を感じるから。逆に高齢者と幼児に対しては非常に安心できま
す。それで、今、船橋で始めつつあるのは、福祉コンビニというか、おにぎりを作るのね。売るのはおばあちゃ
ん、おじいちゃんと子どもたちが店頭で売っているのですよ。作るのはお兄ちゃん、お姉ちゃんが作っている。
裏のほうで。人間が嫌いだから、はじめは様子を見てるんです。そのうち「ああいう形で売ればいいのか」とか
気づくんですね。それで、だんだんだんだんパワーアップしてきて、最終的に子どもと一緒にお兄ちゃんが「い
らっしゃいませ」とかって頑張っています。だから、お願いしたいのは、非常に心のナイーブな方というのは圧
迫面接が一番怖いね。頑張る友だち大嫌いなの。だから、あんまりキャンプで頑張ってはいけないのです。す
ぐバンダナ巻いて何かやりそうになるけども、あれはニートの方々はちょっとヤバイね。ついていけない。その
間に、やわらかいグループで、たとえば幼児とキャンプをさせてほしい。また、おじいちゃん、おばあちゃんと一
緒にキャンプさせてほしい。まずテンポを作ってあげないといけないということ。だから、いろんな選択肢がある

キャンプの形態があってもいいと思っています。

５）おやつの宅配(中学校と独居老人)
次は「おやつの宅配」ですね。誰かやりませんか？学校給食は行政がやっていますけど、3 時のおやつは
誰もやっていないでしょう？中学生に、3 時のおやつを宅配する。3 時に授業終わるじゃないですか。3 時半か
ら部活動始まりますよ。あの 20 分間におやつを食べて欲しいね。そうすると部活動頑張ってくれますよ。それ
で注文もらって、なんとか中学校 100 人分とかね。地域のおじいちゃん、おばあちゃんがいますね。一人ぼっち
のおじいちゃん、おばあちゃんたちをウォッチングしながらおやつを宅配してあげる。これはＮＰＯでできそうな
感じがしますので、ちょっと検討していただければ。

６）放課後子ども教室（横浜キッズクラブ）
それから「放課後子ども教室」。たとえば横浜のキッズクラブは月から土曜日までやっていますけども、1 ヵ
所でだいたい 900 万ぐらいの補助金出ます。指導員 3 人でやれば、一つだけではダメですけど、三つぐらい委
託を受ければ食べていけそう（仕事になりそう）です。

７）地域商店街の活性化
「商店街の活性化」ってありますね。いま、商店街がシャッター商店街になっています。そこで子どもたちに
「1 週間でいいから手伝いに来なさい」。その時に、交渉するのです。「おじちゃん、俺を使って欲しい。俺の時
間給は 300 円でいいよ」とかね。おじちゃんと子どもが交渉して欲しいね。で、一応 300 円で「やってくれ」と。現
金を払うと法律違反です。児童福祉法に触れますから、スタンプを押す。で、10 個で 3000 円になりますよね？
それを商店街の会長さんと学校長がチケットであげる。そしてそのお金を児童会の基金にして、児童会で、「5
万集まったんだよ」。それで、用具を買うとか、何をするとかって考える。そうやって小さな政治を体験して欲し
い。子どもたちが働きに行くと、まずお父さん、お母さんは心配だから見に来ます。おじいちゃん、おばあちゃ
んも見に行きます。誰も買わないとサクラになって買ってあげますよね。一人が 4 人引っ張ってくるのですから、
そうすると人が集まるし、「稼いだ金をみんなでどう使うんだ」と、児童会長は本気で年間の予算を作りますよ
ね。そこで小さな社会体験もできることもある。こういうことを NPO あたりでやっていただくと非常に地域が活性
化するということを言いたいですね。

８）成功する NPO
これも大事なんですが、トヨタとか日産とか松下、パナソニックは青少年団体に補助金を出しています。私、
パナソニックの青少年団体の審査委員長をやっているのですが、年間で 2000 万ぐらいを出しています。だい
たい 10 件ぐらいがお金をもらうんです。それでものすごく伸びるＮＰＯと、停滞する、下降するという傾向がき
れいに出てきます。理事会ってありますね。理事会がしっかりして組織運営にコミットメントすると、そういうＮＰ
Ｏは伸びています。「事務局スタッフにおけるビジョンの共有」ができているか。仮にスタッフが 5 人いますよね。
事務局長とスタッフがバラバラな場合、組織は下降するね。ミッションとビジョンを共有してないと、何のために
これをやるのか。どんな使命感でやっているのか、どういう目的と戦略を、戦術をどうしているのかなど、その
スタッフ 5 人が共有すると組織は伸びています。だから理事会がしっかりして、事務局長以下のスタッフが、お

互いに共通の目標に向かっていくところは伸びていますね。

6．頭の体操
１）通信教育と学習塾と学校のよさは何か
では、あと残された時間で頭の体操をします。これ実は、私の試験問題なのです。通信教育と学習塾、あと
は、学校。それぞれいいところを一つずつ探してください。
（客席 話し合い）
私の考え方。まずは通信教育。キーワードは自学自習です。自分で学び学習する。だから一人で学習しな
きゃダメです。だから、疑問が生じたらダメです。そうすると教材が重要になります。だから大手の通信教育社
では教材を作るのに 100 億円をかけています。教材は自分一人で読む。「お母さん、これどういう意味？」って
聞いたらアウトね。まわり誰もいないのですよ。だからキーワードは自学自習。キャンプもそうでしょう？最後は
一人でキャンプできるように持って行くという。教育の究極の目標は自学自習なのです。そのわりに人間はす
ぐさぼる。そこで遠くに赤ペン先生がいるのですよ。それでね、ものすごく褒めるんですよ。なかなか褒めるとこ
ろがないときは、「筆圧が強い」とかね。「このはね方は花丸」とか書いとく。ぜひ励ましが欲しい、遠くから。そ
ういう仕組みを作ったのです。
学習塾がいいところは、「ノングレード」って言います。学年がないのです。5 年生が掛け算九九やってもい
いのです。そして 100 点主義なのです。90 点ではクリアしません。10 問問題がありますよね。全部できないと
次のステップに行けません。逆に言うとスモールステップで、ちょっと背伸びして頑張ればできるのです。自己
採点は認めません。まず採点の先生がいるはずです。丸つけてあげるのです。だから昔は野球やっていて、
「ちょっと塾行ってくる」って走っていって、先生から「明石君、今これやりなさい」。で、10 問解いて、「はい OK」。
また野球に戻っていける。まさに自分の興味関心があって学習できる。それで 100 点が取れる。少しずつ登っ
ていける。こういう成長感覚があったのですね。達成感があった。90 点ではダメです。100 点取らないとダメな
のです。だからうれしい。こういう形で 100 点主義を普及させた。
学校のいいところは、いい教科書があって、いい先生がいて、いい仲間がいるのです。教えられて、質問で
きて、発表できて、共同体で学べる。だからキャンプも、そういうことしょう？だから、ある活動をする前に、コン
セプトをはっきりさせて欲しいのです。何のための自然体験なのか、何のためのキャンプなのかということ。そ
うするとだいたい子どもたちが参加してくれる。キャンプ一般じゃなくて、特定の何かコンセプトを掲げていただ
けると、参加する子どもたちも非常に達成感をもってくれるかなと思います。

２）公民館と学校の違いは何か
公民館と学校の違い。公民館は社会教育です。学校は学校教育でしょう？小学校 3 年生の社会科では、公
民館を学習するのです。皆さん、3 年生に分かりやすく公民館と学校の違いをしゃべって欲しい。また、近くの
かたと相談してください。3 年生に公民館と学校の違いをどう教えているか。
（客席 話し合い）
私はこう言います。公民館は、教科書がないのです、学校は教科書があるのです。二つ目に、学校は正し
い答えが一つですよ。公民館、社会教育、正しい答えが一つもあるし、二つもあるし、三つもある。嬉しいです。
「へぇ、そんなところあるの？」正しい答えが三つもあるというのは、子どもは面白い。社会教育というのは、正
しい答えは一つと決まっていませんから。子どもは嬉しい。柔らかい発想ができます。三つ目は、学校は卒業

するけども、公民館は卒業しない。修了するんです。修了式をする。学校教育というのは卒業するから、終わ
ったら教科書を捨てる、帽子を捨てるね。防衛大学の帽子を捨てるでしょう？だけども公民館は、ある課題が
終わったら、次の課題が出てくるんです。で、次の課題。だから生涯学習って言えば、分かりやすいでしょう？
常に 90 年間もずうっと学習していく。そういう、ある課題別で行くのが公民館。社会教育というのはそうでしょう。
皆さんがやっておられる、そういう意味では社会教育分野でしょうから、修了式やって欲しいです。賞状渡すけ
ども、次のステップが見える修了式やって欲しいね。
むち

学校は雀の学校よ、公民館はメダカの学校よ。童謡がありましたね。鞭を振り振りチーパッパ、これは雀の
学校ね。学校は先生がいて、「頑張れー」、「頑張れー」って言ってくれる。だから頑張って欲しい。公民館は、
社会教育。メダカの学校ね。誰が生徒か先生か分からないね。みんなでお遊戯してるんだもん。常にリーダー
がフォロアーになるじゃないですか、フォロアーがリーダーになるじゃないですか。これが社会教育のいいとこ
ろでしょう？メダカの学校を目指していきましょう。
次に、学校の先生と社会教育主事（以下、社教主事）がいます。どちらが大変か。普通はそりゃ社教主事の
ほうが大変ですよ。学校の教師はクラスの子どもが明日来ると思って仕事を作っていくのですよ。だから、私に
言わせれば、学校は釣り堀で魚釣っているね。社教主事は東京湾、太平洋で魚釣っているのですよ。昔は経
験とカンでいったのです。学校の先生は、明日、公開研究会があるとしたら、前の夜、誰も手を上げない夢を
見るのですよ。社教主事の場合は、明日こういうイベントがあるとしたら、誰も来ていない夢を見るね。学校は
子どもは来てくれるんです、黙っていても。公民館、社会教育は、来ていただかないとダメなのですよ。発想が
違うでしょう？人が来てなんぼですよ。1 回は来てくれる。ダメな企画の場合は次の時全然来てくれない。引き
潮みたいに、去っていくね。だからどちらが大変か分かるでしょう？学校は釣り堀だから、魚がいるのは分かっ
ているんですよ。何時間目に食いつきがいいか。だから 1 時間目・2 時間目、算数・国語が多いんですよ。5 時
間目は、給食食べてお腹いっぱいだから、図画工作、音楽、体育をやっている。
人を集めていい企画しないと、人が集まってくれない。私が言いたいのは、皆さんのやっていることは、社会
教育だから、発想を変えていかないと明日はありませんよ。

３）100 点主義か 101 点主義か
100 点主義と 101 点主義。また、ちょっとお隣と相談してください。人生は「100 点主義」か「101 点主義」か、
どちらか選んで欲しいんです。
（客席 話し合い）
参加する人たちは「100 点主義」でいいのです。リーダーは「101 点主義」でいてほしい。リーダーが 100 点主
義を持つと、バーンアウト、燃え尽き現象ね。中学校、部活動あるでしょう？野球部は 8 月で 3 年生終わりじゃ
ないですか。それで、県大会に出られない場合は目標がない。そこで野球選手は眉にソリを入れてみたりする
んです、髪を染めてみたりね。テーマがないからですよ。だから指導者は、部活動をやめた後のテーマを提示
しない。一方、101 点主義です。子どもは 100 点とればいいんです。常にリーダーは先読みと言いましょうか。
次の課題を提示してから物事をやっていく。これはある意味では逆算。3 月に卒業させるということを振り返っ
てもらって、4 月にはこういう仕事をするのですよ。中学校 3 年生、9 年間の義務教育でこういう卒業生を作りた
いから、ある教育委員会の「9 年間のカリキュラムはこうですよ」っていう、そういう逆算をしていただきたいで
す。

４）コイントスかジャンケンか

物事を決める場合に「コイントス」で決める文化と、「グーチョキパー」で決める文化がありますね。日本と中
国と韓国は、グーチョキパーなんですよ。ヨーロッパとか欧米はみんなコイントスね。サッカーの陣地分けもコ
イントスでしょう？バスケットもじゃんけんで決めなくてコイントスで分けますよね。イエスかノーかなんですよ。
一方で東洋は三択ね。この文化のよさを見なおしていきたい。確かにコイントスもいいんだけども、三つのグル
ープがあるような場合にも、「決め方」があるんですよ。
最後になりました。最後、応用問題です。皆さん、中間考査、期末考査が昔ありました。中学・高校時代。2
週間部活動お休みです。その時の勉強方法が 4 通りある。どういう勉強方法をしたか。Ａタイプは真面目でノ
ートをまとめて単語帳を作った人。コツコツ型がＡね。Ｂタイプは、「やばい！明日数学だ！」一夜漬けね。半分
徹夜で頑張って一夜漬け。Ｃタイプは、ヤマをはる。あの先生ならあそこ出るはずだ、とか、ヤマを張った人。Ｄ
タイプは、「人生は勉強だけじゃない」と、勉強しなかった人。ちょっと相談してください。コツコツ型か、一夜漬
けか、ヤマをはるか、勉強しなかったか。
（客席 話し合い）
千葉県の中学校 2 年生 900 名に聞きました。ショック受けたのは、一番多いのが 4 番目、D タイプだというこ
とです。確かに勉強だけが人生じゃありませんよ。だけど中学校の時には本気で部活動と勉強して欲しい。で
も四割が勉強しないんです。38 パーセントぐらいです。たぶんそういう連中が高校行っても勉強しない。大学
行っても勉強しない。4 割います。次に多いのがＡタイプ。コツコツ型。これが 35 パーセントぐらい。データあり
ませんけどね、30 年ぐらい前までＡが多かったと思うんですよ。努力すれば何とかなるとかね。継続は力とか
ね。農耕民族で真面目にやったんですよ。それは、ほとんどこの 30 年間で 3 割ぐらい減ってると思うのね。そ
れ全部 D タイプに行ったと思うんです。次に一夜漬けは 25 パーセントぐらいです。これ、昔もあったんです、一
夜漬けというのは。問題は 3 番目の C タイプなんです。ヤマをはる人が 1 割を切っている。だから是非、キャン
プを通して、自然体験を通してヤマを張る人間を育成して欲しいですよ。ヤマが外れたらアウトね。赤点付くん
ですよ。本気でやりますから。そうすると、50 分の授業に集中するね。何で先生は繰り返すんだろう？何で黒
板に書くんだろう。ポイントが見えてくるんですよ。だから小学校の時はノートを写すんですよ。中学校、高校、
大学もノートを取る。捨てる練習。自然体験って全部捨てるんですよ。何が一番いいかっていう。日本人は捨
てきれない。メモを取れない。今、新聞記者の記者会見、みんなレコーダーを置いてます。ベテラン記者は、必
ず、メモしてやっていますよ。それで記事書いているんですから。若い人は怖くて、全部録音。大変なことです
よ。だから、何が大事か。それを押さえるね。そうすると、問題が見えてくるのです。そうすると疑問が湧いてき
ます。だから職員室へ行って先生に質問する。「質問力」と最近言われますよね？それは、ヤマをはる練習し
ているから、質問力が身につくんですよ。だから、自然体験をすることによって、疑問が出てきて、質問力が出
てくれば、OK ですよ。「体験して感動した」って、いや、そういうことじゃないですよ。それだけでは困る、何かを
自分で作って行く、発見していく、また人に聞いて行く。それを是非やっていただきたい。
よく言いますね、子育ては手抜きなんですよ、でも、気を抜くな。やっぱり手抜きしなきゃいけないんですよ。
すべてやっちゃうと、ほんと、燃え尽きちゃう。だけど気を抜いてはいけない。特に自然界においては、リーダ
ーは気を抜いたらヤバイですから。おじいちゃんおばあちゃんの子育ての言い伝えというのは、じわじわきい
てくるね。という感じがして、ちょうど時間がきましたので、これで終わりたいと思います。

質疑応答
質問：体験格差是正の施策にある｢一週間のインターンシップ｣についてお話ししていただけますか？

明石：これは、兵庫県で 14 年前から、「トライやるウィーク」をやっています。中学校 2 年生、350 校で職場体験
をしています。あれ、阪神大震災の被害にあってから、地域のみんなで助け合って職場体験をさせましょうと
いう試みです。トライは「Tｒｙ＝試みる」と、トライアングルなんですね。家庭、学校、地域がトライアングルで職
場体験を保証しましょうという。教員たちは職場のことは知りませんから、地域の方々にお願いするんです。6
月と 11 月に 1 週間行きますね。こういう形の体験がいい。なぜかというと、兵庫県は小学校 5 年生が、昭和 63
年からですかね、5 泊 6 日の自然体験をしているんですよ。必修です。やってみて分かったことは、初日と 2 日、
つまづ

ものすごく怪我をするね。 躓 いたりして。3 日目から怪我が減ってくるんですよ。だから、言いたいのは、体験
というのは短いのも、確かにいいけれども、中途半端はダメですよ、ということです。1 週間ぐらい体験をすると、
2 日間はほとんどトラブルを起こすんですよ。3 日、4 日目あたりからパワーアップして、自然体験の生活になじ
んでくる。それで 1 週間以上なんです。だから、行政でお金のないところは、職場体験を 2 泊 3 日でやってるん
ですよ。コンビニに行きますね、中学校 2 年生が。初日は遅刻するんですよ。それで「おはよう」も言えないね。
店長から叱られる。3 日目から遅刻しないね。4 日目も。で、声が出る。結局こういう体験を重ねると、パワーア
ップしてくるんです。だから 1 週間以上の、通学合宿もね、今、2 泊 3 日あるでしょう？合宿したら子どもは興奮
して夜寝ない。学校で眠ってるんです。教師は嫌がるね。「何だ通学合宿は。みんな子どもは眠ってるじゃない
か」。いいんですよ。2 日間は眠る。3 日 4 日目から目がカッと開くね。そういう、集団生活に適応すると、うまく
いくんですよ。そういう意味で、1 週間以上のインターンシップ、それをお願いします。
質問：子どもたちが実際に外で遊ぶことが大変難しくなっている状況だと思いますが、そのあたりについて。秘
密基地を作ろうと思っても、作る場所とか、環境も影響があると思いますが。
明石：詳しくはこの後のパネルディスカッションで話されると思いますから、そちらにお任せしましょう。東京都
は、昨年度から小学生に万歩計、歩数計を渡して、一日に 15,000 歩歩きましょうというガイドラインを設けたん
ですよ。30 年前は、小学生が一日に 23,000 歩歩いているというデータがあります。30 年間で、私の調査では 3
年前、5 年生は平均すると 10,000 歩です。だから、30 年間で 13,000 歩減ってる。13,000 歩というのは、時間に
カウントすると、1 時間半。放課後 3 時間あったのが、今 1 時間になっていますよ。なんとかしなきゃいけないと
思います。
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要一さん Yoichi Akashi （千葉大学教授）

「キャンプで人は育つか？」
星野：話したいこと、「キャンプで人は育つか」がテーマですが、それぞれの現
場で大切にしてきたこと、自分達の団体、業界が抱える課題を 10～20 分でお
話ください。
増田：ボーイスカウトというのは、1907 年にイギリスで始まりました。子ども達
の能力を研究していたパウエル卿が、子ども達が集ると小集団ができて仕切
る子どもが出てきて自発的にグループが動くことを体験的に学んでいて、ブラ
シー島で実験キャンプというのを 20 人の子ども達で行いました。それをもとに
まとめた本「スカウティング フォー ボーイズ」は子ども達に広がり、浸透して
いったのですが、子ども達だけのキャンプ活動をサポートする大人の隊長やリ
ーダーがつくようになり、スカウト運動になった。今 161 の国と地域で展開され、
2800 万人のメンバーがいます。日本では今 15 万人です。課題としては、一時
は 33 万人いた日本のスカウト関係者が半減していること。2015 年に山口県で
約 3 万人規模のキャンプを計画しています。世界中から関係者を呼んで長期
コーディネーター

星野 敏男さん
日本キャンプ協会
1951 年 栃木県鹿沼市生
筑波大学・大学院修了。
(社)日本キャンプ協会専務理事／
明治大学教授

キャンプをしたい。大規模であっても、6～8 名の班単位で子ども達がテントを
張って生活する中でプログラムをこなしていくというのがボーイスカウトの基本
です。対象年代別にビーバー、カブスカウト、ボーイスカウト、ベンチャースカ
ウト世代、ローワースカウト世代―社会に入る前の助走期間、とスカウト活動
が展開されています。

10 歳でカブに入ってから現在は隊長さん達の研修などを担当していますが、
キャンプの思い出として二つあります。一つは中学 3 年で参加した朝霧高原で
のジャンボリーの時、ものすごい台風でテントの中に川ができるような状態で、
目が覚めたら口のところまで水が来ていて、人間は水の中でも寝られるという
のを経験しまして、こんなことでは負けないぞという気持になって、雨が降ると
うきうきするようになりました。二つ目は、指導者になってからのことですが、キ
ャンプファイアーの後、薪を最後まで燃やして残り火が灰になるのをじっと夜中、
見届けている時、学校では手に負えない状態だったある中学 3 年生の男の子
が、「話をしてもいいか」とそばに来て、人生やその子の将来のこと、早くに亡く
なった父親のこと、さまざまなことを夜が明けるまで話したんです。その子は涙
を流していました。消え入る火を見ながら、心が清らかになって何でも話せる
状況があったのではないかと。それ以来、その子はドロップアウトの状態を抜
け出て、今はお母さんが亡くなってしまった後、おじいちゃん、おばあちゃん、
弟と一緒に家族を支えて立派に暮らしています。こういう経験がいくつかあっ
て、今だにボーイスカウト活動、キャンプ活動を続けています。
パネリスト
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野口：大阪府の第 21 団というところに所属していて、現在は高校生のベンチャ
ー部門のリーダーをしています。ガールスカウトは、先ほどのボーイスカウトを

一級建築士事務所主宰

創設したパウエルの妹さんが始めて、その後奥さんが世界に広めていったも

ボーイスカウト千葉県連盟野田地区
副委員長

のです。日本ではガールスカウト日本連盟ができて、昨年がちょうど 90 年でし
た。ガールスカウトもボーイスカウト同様年
代に応じて部門を設定しております。

今日のテーマ、「キャンプで人は育つか」ですが、私の個人的な経験上です
が、人は育つと考えています。子どもが育つとはどういうことであるかを考える
と、キャンプというのは、さまざまな困難な状況やトラブルが本当によく起こる
中で、困難を乗り越えようという気持が育ったり、困難を乗り越えるために工夫
をしたり智恵を出し合ったり、行動するという行動力がついたり、気持の面でも、
スキルの面でも向上することができると思います。さらに困難を乗り越えた後
に達成感やグループ内で達成した後の喜びの共有といったところで成長して
いくことができる。内面においても自分自身に自信がつく、自己肯定感というも
のも向上するのかなと思います。
ガールスカウトの活動は団によってさまざまですが、私の団ではキャンプに
ほぼ月一回行っています。活動場所の近くに市の青少年自然の家があり、そ
こに幼稚園から高校生まで必ず全部門で参加するようにしていました。こうし
た異年齢でキャンプをすることは兄弟やおじいちゃんおばあちゃんがいない子

パネリスト

どもも、多様な年代と生活を共にできるのであり、子ども達にとってとてもいい

野口 倫子さん

ことが多い。また継続して行えるのがガールスカウトのいいところで、繰り返し

ガールスカウト日本連盟

いろいろなスキルを身につけて、自分の中で固定していくことが達成していけ
ることがキャンプのいいところだと思います。私自身の経験でキャンプの思い
出は色々ありますが、国際キャンプに一度参加したことがあり、準備から本番、
帰国後までさまざま苦労があり、その分身に付くものもたくさんある。高校生年

(独)国立青少年教育振興機構
総務企画部調査・広報課広報・連携係
(社)ガールスカウト日本連盟
大阪府支部
第 21 団レンジャー部門リーダー

代で国際キャンプに参加するのですが、全国から 10 人が連絡を取り合って綿
密な計画を立て、外国に行って外国語でコミュニケーションを取りながら生活
文化の違う外国の人と自然体験活動を行う。そしてたくさんのことを外国で経
験し共有したことで、グループの結束も高まり、帰国後にも全国にいる仲間が
スカウト活動を超えて人生の相談ができる仲間ができたこともとてもよかった
と思うところです。
青山：YMCA の関係者代表ということで、簡単にキャンプと自分とのつながりを
お話します。小さい頃から YMCA のキャンプに参加していて、大学生からボラ
ンティアリーダーとして活動していまして、それからもう十何年経ちますが、今
はスタッフというか、大学生のリーダーを指導する立場として関わっています。
主に、野尻瑚畔にある野尻学荘という、1932 年からあるキャンプ場、戦争をは
さんで 76 回。最初 5 週間のキャンプを昭和初期にやっていて、今は 15 日間、
男の子だけのキャンプをやっていて、ずっと中高生だけだったのが、最近小学
校 5～6 年生も入っていますが、どちらかというと伝統的なスタイルの長期キャ
パネリスト
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ンプのプログラムディレクターという役割で関わっています。
「キャンプで人は育つか」というテーマですが、伝統的な青少年団体が集ま
った中で非常に挑発的な、切り込んだタイトルだなと思います。今色々な野外

桐蔭横浜大学スポーツ健康政策

の活動が注目され、あるいはピンチだと言われる中で、伝統ある団体がちょう

学部助教

ど 90 年くらい前に活動を始めたというときに、それぞれに課題やいいところ、

国立青少年教育振興機構客員研究員
東京ＹＭＣＡ野尻学荘リーダー
ディベロップメントディレクター

難しいところは似ているのかなと思います。90 年前の考え方でボーイ、ガール、
マン、ウーマン、と分かれていて、今キャンプとジェンダーといったテーマで話

すのも面白いかもしれません。
私は YMCA のキャンプが、各青少年団体、似ている中でも伝統的にどのようなことにこだわってきたかについ
て、大きく二点、私なりに特徴としてまとめたことをお話したいと思います。一点目は、いわゆるキャンプの位置
づけです。YMCA の理念はこの逆三角マークに示す全人的成長というものが根っこにあって、そこで大切にされ
たのがグループワークの考え方です。順序としてはキャンプがあって、その中でグループの体験で人を育てると
いうのではなく、大正、昭和の YMCA の歴史を紐解くと、まずグループの活動がずっとなされてきて、いわゆる思
春期での小集団の活動が注目されて、一つ、一番いいグループワークの舞台がキャンプであるという認識の中
で、山中湖や野尻湖といった歴史に残るキャンプ場が用意され、始まっていった。セツルメントやキリスト教の団
体としてさまざまな活動をする中で、キャンプは一つの道具、手段としての位置づけで大切にされてきたのかな
と考えています。
最近グループワークというと、学生が「就活のグループワークで失敗しました」なんて言って、小集団での作業
そのもの言ったりするところがあるようですが、いわゆる援助技術として、小集団に働きかけて、その中で成長を
促していくワーカー、リーダーがいるそういった活動を、いわゆるグループワークというように私達は言うわけで、
自然ではあるけれど、少し活動を組織化して、人が関わっていくことを大事にしたあり方がキャンプだと考えてい
ます。いわゆるレクリエーションキャンプといいますが、住居があって、食事の提供を受ける中で、プログラムを
グループで過ごす時間を多くとるかたちにするものが主流になってきたのかなと思います。
もう一つは、ボランティアベースのキャンプだということ。いわゆる野外のプログラムはひじょうに組織化されて
専門の指導者の養成も進んでいますが、伝統的に大学生などの少し年上のお兄さんお姉さんが、リーダーの役
割をしてメンバーであるのだけれど子ども達にかかわるというスタイルです。90 年経って今は組織としても著名

になって有給の職員がいるという形になっています。そういう中で私のようにボランティアでそのリーダー達にか
かわるという形があったり、循環していきます。参加者だった子どもがリーダーになっていくという。「キャンプで
人は育つか」といった時、どうしても子どもを考えてしまいますが、YMCA の活動ではリーダーなり指導者の方も
育つ場であると。それが組織の理事になって関わっていくといった中で活動が行われている。それが強みである
し、弱みでもあるのかなと考えています。関わりのためのツールとしてキャンプというものが非常に大事にされて
きた、また成長の循環のシステムとしても理事やリーダーが一緒になってつくっていくという関わりという面がキ
ャンプをめぐる状況が変わってきた中では、これからも大事にしていかなければならないと思います。キャンプコ
ミュニティという言葉もありますが、生活をベースにしたコミュニティでのキャンプによってコミュニティが成熟する
といったことがあると考えています。
今後の課題ということで言えば、とかく伝統的な青少年団体は分が悪い状況にありますが、どうやって大切に
してきたことを社会に伝えていくか、変えなきゃいけない部分と変えてはいけない部分とを仕分けしていくかにつ
いては、それぞれのお話を伺う中で考えていければ。参加者の減少といったことは釣堀ではなく、遠洋漁業でや
ってきて魚群探知機もなく、魚も減ってきたが、漁師としての腕は引き継がれてきたという中で、子ども達が減っ
てきた中でどうしても低年齢対象のキャンプが多くなり、長期のキャンプより短期のキャンプの方が参加しやす
いとか、どうしても人が集りやすいという状況がある。
また、キャンプって何の意味があるのか、何がいいのかよくわからない、という中、パッケージ化したプログラ
ム、効率化の中で組織化して指導者の養成もパッケージ化されてきたところが増える中、パッケージ化しきれな
い部分を大切にしてきたのがここに集っている団体の活動ではないかと感じています。キャンプは、かかわりを
じっくりする中で大切にしてきたことは、こうした変化の中で伝わらないでしょうと。ミッションをもって非営利組織
として志をもってやってきたところと、人をいかに集められるかというところどう両立させていくかが、我々の課題
であるかなと思います。
田宮：世界的な組織であり、日本には日本 YWCA があり、そこに加盟する東京
YWCA のブランチの一つで活動しています。私もかつてキャンパーであり、キャ
ンプがとても面白くて、リーダーを続けやすくするために教師になって、普段は
「釣堀で釣り」をしていて、夏は YWCA のキャンプで「遠洋漁業」をしているとい
う二足の草鞋をはいているところが私にとってメリットかなと思います。「育つ」
ということ、「何が育つのか」ということ、YWCA で大切にしていることをお話でき
ればと思います。
最近子どもが育つということで感じることは、変化することと言えるのではな
いか、また変化のきっかけを得られることではないかと。人はありとあらゆる場
面で育つものであると思いますが、その中でキャンプでも人は育つというのが
私の考えです。とくにキャンプでは何が育つのだろうということですが、育つと
いう要素で私が大事だと思うのは、わくわくしたり、どきどきしたり、ドキッとした
りといったことで、そういう要素がほんとうにたくさんあるのがキャンプだと思い
ます。家庭や学校と違って非日常的であり、家族から離れますし、知らない友
達と過ごしたり、とてもどきどきしたりわくわくしたり、びくびくもありますが。人が
変化するのに恵まれた環境がある。では実際に何が育っていくのかということ
ですが、ほんとうにたくさんあって、大きく二つお話したい。一つは、日常ではス
ルーしている冒険的なものが育っていくこと。都会生活では生きていくことは非
常に楽ですが、キャンプでは片付けや掃除、身の回りのことも自分でやらなけ
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ればならない、野外料理をするときは、火がつかなければ食べ物が作れない、また寒かったり暑かったり、暗か
ったりという自然の中でうまくやっていく経験をすることができます。生きていくということを身につけられる、育っ
ていくということ。そしてグループ活動を行うことで、より深い人間関係を体験できる。その中で育っていくことが
できる。
二つめは、キャンプの特徴は非日常性であるということは色々な方からお話が出ていますが、その中で普段
の自分と違う自分を発見できたり、自己解放できる、自分の違った部分を出すことができる場であると思います。
印象的な出来事としては、中高生キャンプのディレクターとして参加したときのことですが、キャンプの最後に感
想文を書いてもらったとき、一人のキャンパーがこう書いてくれました。「私は 1 学期の間、全く学校に行っていま
せんでした。でも 2 学期からは行ってみようと思います」。事前の個人票やご家族からのお話ではそういった情
報はなかったので、大変驚いたのですが、彼女に特別な配慮をしなかったことで、かえって居心地のよさを見つ
けてくれたのではないかと思いました。こういった家庭や学校で居づらそうにしているお子さんが、すごく生き生
きと過ごせる場を提供できることを改めて思いました。
YWCA のキャンプでどんなことを大事にしているか三つお話したいと思います。一つはこちらでプログラムを組
んで、プログラムももちろん大事にするのですが、それ以上に、先ほど触れたようなわくわく感、どきどき感です
とか、子どもが変化するきっかけを与えられるようなものがあるかどうか、プログラムが子どもにフィットしている
かどうかということを大切にしています。そのために、中高生のキャンプや、小学生のキャンプでもやることがあ
りますが、最初に「家族会議」というこのキャンプで何をしたいかを話し合う場をもちます。子ども達から出たアイ
ディアを吸い上げ、キャンプの途中でも必要であればプログラムの変更も行います。子ども達と一緒にわくわくす
るような活動を作り上げるということを願って行っています。
二つ目に、プログラムだけでなく、生活そのものもプログラムとして大切に考えています。ハイキングやイベント
的なものだけでなく、お皿を洗うだとか、掃除をする中でも協力が重要になってくる。トラブルは絶対に起きます
が、それもキャンプの一部として、リーダーが一つ一つ丁寧にすくっていくということが、人の成長に大きく貢献す
ることではないかと思います。
三つ目としては YWCA のキャンプでは、必ずチャプレン、つまり牧師が同行するようにしています。キリスト教を
基盤とする団体であることもありますが、チャプレンがいて礼拝をもつといった活動の中で、自己発見をしたり、
キャンプでの体験を振り返ったりする助けになっていると感じます。そういった体験によって、単にキャンプは楽
しいというだけでなく、もっと大いなるものに気づく、もっと言うと生かされているといったことへの意識につながっ
ていくと考えています。
ただ、課題は色々あります。先ほどリーダーが丁寧にひろっていくことが大事だと言いましたが、キャンプはリ
ーダーがいのちだと思うのですが、その人的資源をどう養成していくのか、なかなかリーダーも集まりにくくなっ
ています。ここが一番の課題です。
また、自分達がやってきたプログラムがどうだったのか、子ども達にとって意味あるものだったのか、一人よが
りになっていないかといったことを考えるために、昨年度、参加された方々に評価をお願いしました。今年度はそ
れをもとに見直してプログラムに反映していき、リーダーの養成につなげていきたいと考えています。
さらに、青山さんのお話にもありましたが、自分たちのよさをどう発信していけるか、明石先生のお話に、コン
セプトをもっとはっきりさせることが大事だとありましたが、そこを皆さんと考えていけたらと思います。
星野：最後に、私の方からはキャンプ協会について少しご説明させていただきます。キャンプ協会はよりよいキ
ャンプの普及・発展を願って活動しているわけですけれども、基本的には会員制で、指導者資格をもった会員の
団体ということです。ディレクター1 級・2 級、キャンプインストラクター、 全部で 2 万人くらいになるでしょうか。全
国に支部を持っていますが、福井県にだけないんですね。

「“なぜ”、キャンプで人は育つか？」
星野：さて、残りの時間の中でもう少しパネリストの皆さんに話し合ってもらいたいと思います。「キャンプで人は
育つか」というテーマで会場の皆さんも集まっていただいていますので、キャンプ経験者の方で、「育つんだよ」と
思っていらっしゃる方も多いと思います。それでは、「” なぜ”、キャンプで人は育つか？」というように質問を変
えて、答えていただこうと思います。また、それぞれの団体にとって、「キャンプ」をどういう風に思われています
か、ということを加えてお答えください。
増田：ボーイスカウト運動とは、キャンプだけを行っているのではなく、キャンプも人間形成のひとつのツールとし
て考えています。例えば空き缶を拾うということをボランティアとしてやっています。それは将来空き缶を捨てな
い大人になろう、自分達できれいな町にしていこうという気持を育てるためであり、自然の中でその環境に自分
を合わせていくことができる大人になります。さらに、仲間との協力ができることで、成人してよき社会人となって
いくと考えています。
野口：ガールスカウトの活動も同じで、毎週、子ども達が地域のある場所に集って、いろいろな活動をする中で
生活の基礎的なスキルを身に付け、仲間やお兄さんお姉さん、リーダーとの人間関係を築いていきます。その
スキルをもって、キャンプでは応用というか、自分がもう少し成長していける体験があるという。それを繰り返すこ
とによって、自分もグループも、組織も成長していく、そういうことだと考えています。
青山：キャンプはひとつのツール、道具であり、「キャンプで人は育つか？」という問いは、極端に言えば「ハサミ
で人は育つか？」という質問と同じだと思うんです。YMCA のキャンプの位置づけということで言えば、グループ、
小集団での活動で人を育てるということですから、非常に簡素な生活、キャンプという環境がとてもいいというこ
とになります。一方で、人が育つのに、キャンプでなくてはならないのかということも問うていかないといけないの
かもしれない。育つとは、成長って何か、という広い視野で、「家庭で人は育つか」「学校で人は育つか」。社会教
育の評価とかをしなければならないところから出発すべきなのかなと思います。
田宮：学校での経験と対比してしまうのですが、押し付けられたことは身につかないなぁ、と思います。子ども自

をかけてそのキャンプ場を移動します。そこはすべて本
物なんですね。テーマは西部の開拓者。日本の参加者
はあまりの本物嗜好に驚いてしまう。登山にしても、乗
馬にしてもすべて本物。食事のときに落としてしまった
ジャムは食べて処理する。なぜならクマが出るから。食
べて処理するのが一番安全なんです。
野口：異年齢間の活動がポイントだと思います。昭和の
頃は良い家庭人を育てる。今は良い世界市民を育てる。
人とのつながりにポイントがある。幼稚園から高校生まで一緒に活動すること。年上の一緒に育つ。
青山：グループワークがポイント。体験のプログラム自体は何でもいい。例えば、山に登ろうかというときに、登ら
ないという判断をするプロセスの中で、「前に怖い体験をしたんだ」「体調が良くないんだ」といったやり取りがあ
り、そこに適切にリーダーが関わる、ということが大切。「何もしない」という結果もあると思います。プログラムあ
りきではないのが特徴。
田宮：やはりグループワークがポイントになると思います。グループに関わるリーダーはそのトレーニングをしま
す。プログラムを全員で話し合う「家族会議」というシステムがあり、キャンプを民主的に作り上げていくプロセス
が重視されていると思います。また、チャプレンがそこに関わることで、子どもたちの精神的な成長にも重きを置
いていると思います。
星野：ありがとうございました。パネリストの皆さんには難しい質問だったと思います。それでは、まだ時間があり
ますので、会場からご質問やご意見をいただきたいと思います。

質疑応答
プログラムはどう作られる？
質問：ボーイスカウトでは、スカウト自身が計画を立ててプログラムを作っていくという方法を取っていますが、
YMCA と YWCA ではリーダーがキャンプを作るというプログラムを体験してください、という展開をすることなので
しょうか。参加者が「あれをしたい」「これをしたい」ということを繋ぎ合わせてプログラムが出来上がるのでしょう
か。
青山：現状は企画者がいて、その企画に参加者集まる、ということになります。ただし、かつては定例活動という
ものがあって、その参加者がキャンプに出かけていく、という文化がありましたが、今はどちらかというとイベント
型になっているかと思います。作る段階では、何ヶ月もかけてボランティアのリーダーが深く関わって作り上げて
います。リーダーの成長も大切な要素です。長期キャンプでは参加前に参加者が作り上げるということはありま
せんが、参加してからグループで話し合う場面はたくさんあります。
田宮：これまでお話してきたことは、YWCA の中でも、東京 YWCA が行う野尻キャンプでの経験がもとになってい
ます。その野尻キャンプに関して言いますと、キャンプのために集まってきたリーダー達で、ある程度の枠組み
を作ります。しかし、その枠組みの中で、キャンプ中、キャンパーと中身を作り上げていくという過程はあります。

なぜ指導者になろうと思ったのか？
質問：パネリストの皆さんはそれぞれの団体のキャンプの指導者だと思いますが、なぜ指導者になろう、キャン
プに関わろうと思ったのでしょうか。
星野：学生時代に野外教育の研究室にいましたので、私も長くキャンプに関わってきました。最初はやっぱりうま
くいかないんですよね。かっこつけたりなんかするので。子どもは「作る」とすぐばれてしまいますから。ところが、
あるミーティングのときに、先生から「お前はそれでいいんだ」と言われて、自信がついたというか、このままの自
分でいいのか、と思いました。それから深く関わるようになりましたね。キャンプでは自分が育つというか、子ども
に自分が育てられているんじゃないかと思います。
増田：ボーイスカウトのキャンプは 4 つの「班」が 1 つになって「隊」になります。1 つの隊には 1 人の隊長と 4 人
の班長がいます。隊長は細かい指導はしません。4 人の子どもたちによる班長会議を開いて、「何をしようか」
「こんなことをしたい」という計画を立てます。それを大人が了承する、というシステムです。高校生になれば企画
書・計画書を立てて年間の活動を行います。活動の後には評価を行って、子どもたちによる「Plan Do See」を
行っています。そんな子どもたちを見ていると、「顔つきが変わったなぁ」と思うときがあります。私は待てる指導
者になりたいと思っています。子どもたちの自発性を導き出せたとき、待って待って待ちぬいたとき子どもたちが
しっかりやってくれたときの嬉しさは、指導者を経験してみないとわからないことですね。
野口：小学校 3 年生のときにガールスカウトに入りました。そのときのリーダーに憧れて、「あんなリーダーになり
たいなぁ」と思って活動を続けていきました。活動を継続していくにつれて、年代が上がっていくごとに活動の楽
しさがわかるようになりました。小学校のときはリーダーから与えられたヒントをもとに活動する、中高生になると
自分たちのやりたいことを活動に反映させることができる。その活動の楽しさを伝えていきたいな、と思って指導
者になりました。実は私と同世代の指導者はとても少ないのです。私自身が続けていくことで、指導者になりた
かったけどできない同世代の人たちにも勇気を与えられるかと思うのも続けていく力になっています。
青山：なぜ指導者になったのか、という問いには単純に自分がメンバーだったときのリーダーに憧れて、というの
が答えです。なぜ続けているのか、という問いには単純に楽しいから、ということももちろんありますが、ちょっと
ユートピア的なことかもしれませんが、長期にわたる自由で任意的な生活というのは、生き方の実験のようなこ
とをしているなぁ、と思います。毎年変わらない場所に、ちょっとずつ変わった自分が帰っていくことで、自分自身
の成長を見ることができると思います。
田宮：私が指導者になった理由は、単純に「キャンプが楽しくてたまらない、このキャンプをずっと続けていた
い！」と思ったからです。キャンパーからリーダーになった人は多いと思います。リーダーとしてキャンプに行って
も、キャンパーのようになってしまうことがありがちですが、「子どもの成長を見たい、もっと頼りにされたい」と思
うようになってから、自分自身も成長できるようになったと思います。続けてこられたのは、リーダー活動を通して
様々な出会いがあったからです。YWCA のネットワークの中で、世界の組織に関われたりとか、もっともっと勉強
したいと思って勉強するようになったりとか、自分の可能性がキャンプを通して広がっていったというように考え
ています。そして、自分を通して、もっともっと子どもたちを輝かせるようにできたら、と思っています。

後継者養成と「変えなければいけないこと」
質問：指導者の後継者育成について。それぞれの団体で工夫していたり、昔と変わってきたという点があればご
説明願いたい。
質問：キャンプはもちろん、定例の野外活動においても参加者が少なくなってきていると思う。それぞれの団体
の訴えたいことはお話されてきたが、「変えなければならないこと」はどのように考えているかお聞きしたい。
増田：ボーイスカウトでは、新しくチャイルドプロテクションという取り組みをしている。子どもたちの前では喫煙、
飲酒をしないのはもちろん、スカウトと 1 対 1 でブラインドの場所に行かない、など。世界的にはスタンダードな考
え方だと思う。参加人数を増やすためには、「ボーイスカウトの活動が好きだ！」という子どもを増やせばいいと
思っています。どんなにいいことであっても「無理やりやらされる」ことを楽しいとは思わないでしょう。子どもたち
が自分から参加できる環境を整えることが大切だと思います。
野口：後継者養成のポイントですが、残念ながら会員も指導者も減ってきています。ガールスカウトでは、お母さ
んを活動に巻き込む、という取り組みを始めています。日頃の活動にも参加してもらい、キャンプのスキルも身
につけてもらい、一緒にキャンプに行く指導者として関わってもらっています。団体として変えるべきところは、
「ガールスカウト」という名前は知っていても、詳しい活動の内容やその効果については知られていない点が多
いと思う。そうした発信力を身につけなければならないと思う。2～3 年前から文部科学省からの委託で調査研究
を始めて、ガールスカウトの活動の効果をデータとして裏付けていて、それらを冊子にして配布しています。
青山：指導者養成というポイントでは、いわゆるキャンプスキルを身につける必要は、あればいいけどなくてもい
いという発想です。「関わりの場」ということにちゃんと注意が向いてくれれば、ヨットに乗せてもらったっていい。
グループの中で介入できたり関わりができればいい。「関わり」という点では、最近はまじめな学生が多いという
印象です。いかにゆるめるか、というか「ハンドルの遊び」の部分を身につけてもらえるような養成ができればい
いと思っています。感覚的なので、難しいことではあるんですけど。
「変えるべきもの」は、まず、変えてはいけないものは何かを検証するところから始めないといけないと思います。
リーダー、職員、レイマンなど関わる人全員で、もう一度、何のためにこの活動をしているのか、フィロソフィーを
確認してから、何を変えなければならないか、ということがわかってくると思います。
田宮：リーダー養成に関しては、リーダーがキャンプを好きになってもらうことが大切だと思います。リーダーにと
っても楽しいキャンプであるということです。スキルを身につけるのは、On the job training じゃないですけれども、
いかに先輩のリーダーがいいタイミングで声をかけたりできるかが重要です。そのためのリーダーを置いてもい
いと思えるくらいに大切です。
星野：最後に、1 分間しかありませんが、明石先生に一言お願いします。
明石：二点のことを申し上げたい。一点目は青少年教育施設がものすごく減っています。この 6 年間で、800 近く
あったのが 550 くらいになった。体験するための空間がだんだんなくなってきた。従いまして、青少年教育機構が
行った 3 年間の調査の結果、小学生で自然体験した方が、3 年前 61％あったのが今 52％なんですね。3 年間で
1 割の方が減ってきている。
二点目は大学生が手帳を持ち始めた。小学生も手帳を持ち始めた。110 名の小学生に聞いてみたら、4 割が手
帳を持っている。忙しいから、手帳を出して、「今日は公文に行けない」とかね、「スイミングが入ってる」とかね。

キーワードは、大学生も小学生も一番暇なはずなんです。暇な人ほど手帳を捨てましょう！昔、寺山修二が「本
を捨てて街に出よう」と言ってましたが、「手帳を捨てて森に出よう！」なんてキャッチコピーを作ってもいいので
はないでしょうか。以上です！
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2010年 6月29日（火） 第1回 共催キャンプシンポジウム準備会 国立オリンピック記念青少年総合センター
2010年 7月20日（火） 第2回 共催キャンプシンポジウム準備会 国立オリンピック記念青少年総合センター
2010年 9月10日（金） 第3回 共催キャンプシンポジウム準備会 国立オリンピック記念青少年総合センター
2010年10月29日（金） 第4回 共催キャンプシンポジウム準備会 国立オリンピック記念青少年総合センター
2010年11月30日（金） 第5回 共催キャンプシンポジウム準備会 国立オリンピック記念青少年総合センター
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株式会社 斉藤工芸
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「人を、想う力。街を、想う力。 ― 私たち三菱地所グループは、チャレンジを続けます。
」

http://www.mecyes.co.jp/
〒100-8113 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル１F

（03）3510-8011（大代表）

個人・法人を対象とした不動産の売買や賃貸借の仲介、コンサルティングから、企業価値向
上のための不動産戦略、企業再生サポートまで、三菱地所グループで培った豊富な実績をベ
ースに、業界トップレベルのサービスを提供しています。

ワイズメンズクラブ国際協会東日本区
160-0003 東京都新宿区本塩町7 TEL：03-5367-5562

http://www.ys-east.or.jp/
ワイズメンズクラブは、青少年育成団体である「ＹＭＣＡ」の活動を支援することを
第一の目的として、地域・国際社会に奉仕する国際的なボランティア団体です。
ＹＭＣＡと協働して、東日本大震災被災者の皆様のため、地域復興のための支援
活動を続けています。

「出会いと体験の森へ」実行委員会では、野外活動を通した青少年育成のため
の様々な活動を続けていきます。本日のシンポジウムの報告や、今後の活動予
定などを発信していきますので、下記ホームページへアクセスしてください。
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