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２２２２    小学校で求められる小学校で求められる小学校で求められる小学校で求められる自然の中での自然の中での自然の中での自然の中での長期長期長期長期体験活動体験活動体験活動体験活動    

（１）学校教育における「体験活動」の重視 

平成18年に改正された教育基本法では「公共の精神に基づき，主体的に社会

の形成に参画する態度」「生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与す

る態度」が教育の目的として新たに規定された。 

これを受け平成19年に学校教育法が改正され，従前は小学校及び中学校にお

ける教育の目標が個別に規定されていたのを改め，義務教育全体として一貫し

た教育の目標を第21条で十項示した。 

この中で，義務教育の目標として，社会的活動を通して，自主，自律，協同

等の精神を持って社会に参画しその発展に寄与する態度を育成すること，自然

体験活動の促進を通して生命及び自然を尊重する精神，環境の保全に寄与する

態度を育成することが規定された。 

 

第二十一条     義務教育として行われる普通教育は，教育基本法 （平成十八

年法律第百二十号）第五条第二項 に規定する目的を実現するため，次に掲げる

目標を達成するよう行われるものとする。  

一一一一     学校内外における社会的活動を促進し，自主，自律及び協同の精神，規

範意識，公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し，

その発展に寄与する態度を養うこと。  

二二二二     学校内外における自然体験活動を促進し，生命及び自然を尊重する精神

並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。  

 

さらに，第31条では「児童の体験的な学習活動，特にボランティア活動など

社会奉仕体験活動，自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。」

ことが示された。この規定は，中学校，高等学校等にも準用される。 

 

第三十一条     小学校においては，前条第一項の規定による目標の達成に資す

るよう，教育指導を行うに当たり，児童の体験的な学習活動，特にボランティ

ア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動その他の体験活動の充実に努める

ものとする。この場合において，社会教育関係団体その他の関係団体及び関係

機関との連携に十分配慮しなければならない。 

 

これらのように，「体験活動」はやってもやらなくてもよい活動ではなく，

法で規定された学校教育の目標であり，目標の達成のため，小学校，中学校，

高等学校それぞれに社会奉仕体験活動や自然体験活動等の充実に努める必要性

が示されている。 
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（２）小学校における「体験活動」の改善の方向 

教育基本法・学校教育法の改正を踏まえ，中央教育審議会は，平成20年１月

に「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の

改善について」答申を行い，「⑥ 豊かな心や健やかな体の育成のための指導の

充実」が重要な改訂のポイントであることを示した。 

 

 

今回の学習指導要領改訂では，改正教育基本法等で示された教育の基本理念

を踏まえるとともに，現在の子どもたちの課題への対応の視点から， 

① 「生きる力」という理念の共有 

② 基礎的・基本的な知識・技能の習得 

③ 思考力・判断力・表現力等の育成 

④ 確かな学力を確立するために必要な授業時数の確保 

⑤ 学習意欲の向上や学習習慣の確立 

⑥ 豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実 

がポイントであり，その中でも，特に，②を基盤とした③，⑤及び⑥が重要

と考えた。 

 

 

「⑥豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実」では「他者，社会，

自然・環境とのかかわりの中で，これらと共に生きる自分への自信をもたせる

必要がある」として，集団宿泊活動,職場体験活動,奉仕体験活動などの体験活

動の重要性が強調されている。 

 

 

第一は，自分に自信がもてず，将来や人間関係に不安を感じているといった

子どもたちの現状を踏まえると，子どもたちに，他者，社会，自然・環境との

かかわりの中で，これらと共に生きる自分への自信をもたせる必要がある。（・・

中略・・）また，親や教師以外の地域の大人や異年齢の子どもたちとの交流，

自然の中での集団宿泊活動や職場体験活動，奉仕体験活動などの体験活動は，

他者，社会，自然・環境との直接的なかかわりという点で極めて重要である。

体験活動の実施については，家庭や地域の果たす役割が大きく，学校ですべて

を提供することはできないが，家庭や地域の教育力の低下を踏まえ，きっかけ

づくりとしての体験活動を充実する必要がある。体験活動は活動しただけで終

わりでは意味がない。体験したことを，自己と対話しながら，文章で表現し，

伝え合う中で他者と体験を共有し広い認識につながることを重視する必要があ
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る。自分に自信をもたせることは，決して自分への過信や自分勝手を許容する

ものではない。現実から逃避したり，今の自分さえよければ良いといった「閉

じた個」ではなく，自己と対話を重ね自分自身を深めつつ，他者，社会，自然・

環境とのかかわりの中で生きるという自制を伴った「開かれた個」が重要であ

る。他者，社会，自然・環境と共に生きているという実感や達成感が自信の源

となる。 

 

 

同答申「（５）体験活動の充実」の中で，すでに実施されている様々な体験

活動の一層の充実を図るため次のような具体的改善の方向を示している。 

 

○事前－体験活動－事後の指導の充実について 

 

体験活動をその場限りの活動で終わらせることなく，事前に体験活動を行う

ねらいや意義を子どもに十分に理解させ，活動についてあらかじめ調べたり，

準備したりすることなどにより，意欲をもって活動できるようにするとともに，

事後に感じたり気付いたりしたことを自己と対話しながら振り返り，文章でま

とめたり，伝え合ったりすることなどにより他者と体験を共有し，広い認識に

つなげる必要がある。 

 

 

○発達の段階に応じた指導の充実について 

答申では，小学校，中学校，高等学校の児童生徒の発達段階の主な特徴を次

のようにあげている。 

 

例えば， 

・小学校においては，学年が上がるにつれて，自分のことも距離をもってと

らえられるようになることから，自分と対象とのかかわりが新たな意味をもつ， 

・中学校になると，未熟ながらも大人に近い心身の力をもつようになり，大人

の社会とかかわる中で，大人もそれぞれ自分の世界をもちつつ，社会で責任を

果たしていることへの気付きへと広がっていく， 

・高校生になると，思春期の混乱から脱しつつ，大人の社会を展望するように

なり，自分は大人の社会でどのように生きるかという課題に出会う， 

といったことが挙げられる。 
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これらの発達段階を踏まえるとともに，親や教師以外の地域の大人などとの

交流の場や自然体験の減少といった環境の変化を踏まえ，学校教育において次

のように体験活動の重点化を図る必要があると提言されている。 

 

 

・自己が明確になり，自覚されるようになる小学校の時期においては，自然の

偉大さや美しさに出会ったり，身近な学校の仲間とのかかわりを深めたりする

自然の中での集団宿泊活動， 

・大人が社会で責任を果たしていることに気付き，進路を自分の問題として考

え始める中学校の時期においては，職場での体験を通して社会の在り方を垣間

見ることにより勤労観・職業観をはぐくむ職場体験活動， 

・自分と他者や社会との関係について考えを深める高等学校の時期においては，

人に尽くしたり社会に役立つことのやりがいを感じることで，自分の将来展望

や社会における自分の役割について考えを深めることが期待できる奉仕体験

活動や就業体験活動，をそれぞれ重点的に推進することが適当である。 

 

 

○特別活動における体験活動の取扱いの重点化について 

すでに学習指導要領上，小・中・高等学校の特別活動において「旅行（遠足）・

集団宿泊的行事」や「勤労生産・奉仕的行事」を行うこととなっているが，学

習指導要領の改訂で，体験活動の重要性を一層明確にし，その内容に即して小・

中・高等学校でそれぞれ重点的に行う体験活動について記述することが必要が

あることが示された。 
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（３）小学校学習指導要領における教科等での「体験活動」の取扱い 

平成20年の３月に告示された小学校学習指導要領では,体験活動を推進する

姿勢がこれまで以上に強く打ち出された。 

特に，特別活動，道徳，総合的な学習の時間においては，体験活動の中でも

「集団宿泊活動」「自然体験」，ボランティア活動などの「社会体験」を推進

する記述が明確に示されている。 

 

小学校学習指導要領における「体験活動」に関する記述一覧小学校学習指導要領における「体験活動」に関する記述一覧小学校学習指導要領における「体験活動」に関する記述一覧小学校学習指導要領における「体験活動」に関する記述一覧    教科等 記述内容 

特別

活動 

第６章 特別活動 

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

〔学校行事〕 

（4）遠足・集団宿泊的行事 

   自然の中での集団宿泊活動などの平素と異なる生活環境にあっ  

て，見聞を広め，自然や文化などに親しむとともに，人間関係など  

の集 団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積

むことができるような活動を行うこと。 

（5）勤労生産・奉仕的行事 

   勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに，ボランティア活動な  

どの社会奉仕の精神を養う体験が得られるような活動を行うこと。 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

（4）〔学校行事〕については，学校や地域及び児童の実態に応じて，各

種類ごとに，行事及びその内容を重点化するとともに，行事間の関 

連や統合を図るなど精選して実施すること。また，実施に当たっては， 

異年齢集団による交流，幼児，高齢者，障害のある人々などとの触れ 

合い，自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとともに，体験 

活動を通して気付いたことなどを振り返り，まとめたり，発表し合っ 

たりするなどの活動を充実するよう工夫すること。 

道徳 第１章 総則 

第１ 教育課程編成の一般方針 

道徳教育を進めるに当たっては，教師と児童及び児童相互の人間関

係を深めるとともに，児童が自己の生き方についての考えを深め，家

庭や地域社会との連携を図りながら，集団宿泊活動やボランティア活

動，自然体験活動などの豊かな体験を通して児童の内面に根ざした道

徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。 
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第３章 道徳 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 ３ 道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものと

する。 

（2）集団宿泊活動やボランティア活動，自然体験活動などの体験活動を

生かすなど，児童の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導

を行うこと。 総合的な学習の時間 第５章 総合的な学習の時間 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。  

（3）自然体験やボランティア活動などの社会体験，ものづくり，生産活

動などの体験活動，観察・実験，見学や調査，発表や討論などの学習

活動を積極的に取り入れること。 

（4）体験活動については，第1の目標並びに第２の各学校において定める

目標及び内容を踏まえ，問題の解決や探究活動の過程に適切に位置付

けること。 

（5）グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態，地域

の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指

導体制について工夫を行うこと。 

（6）学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等

の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教

材や学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。 

（7）国際理解に関する学習を行う際には，問題の解決や探究活動に取り

組むことを通して，諸外国の生活や文化などを体験したり調査したり

するなどの学習活動が行われるようにすること。 

理科 第４節 理科 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 第２の各学年の内容を通じて観察，実験や自然体験，科学的な体験

を充実させることによって，科学的な知識や概念の定着を図り，科学

的な見方や考え方を育成するよう配慮すること。 

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

（2）生物，天気，川，土地などの指導については，野外に出掛け地域の

自然に親しむ活動や体験的な活動を多く取り入れるとともに，自然環

境を大切にし，その保全に寄与しようとする態度を育成するようにす

ること。 
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社会 第２節 社会 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

（1）各学校においては，地域の実態を生かし，児童が興味・関心をもっ

て学習に取り組めるようにするとともに，観察や調査・見学などの体

験的な活動やそれに基づく表現活動の一層の充実を図ること。 

（2）博物館や郷土資料館等の施設の活用を図るとともに，身近な地域及

び国土の遺跡や文化財などの観察や調査を取り入れるようにするこ

と。 

生活 第５節 生活 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年及び第２学年〕 

１ 目標 

（3）身近な人々，社会及び自然とのかかわりを深めることを通して，自

分のよさや可能性に気付き，意欲と自信をもって生活することができ

るようにする。 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

（1）自分と地域の人々，社会及び自然とのかかわりが具体的に把握でき

るような学習活動を行うこととし，校外での活動を積極的に取り入れ

ること。 

（2）第２の内容の（7）については，２学年にわたって取り扱うものとし，

動物や植物へのかかわり方が深まるよう継続的な飼育，栽培を行うよ

うにすること。 

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

（1）地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体的に扱

うよう学習活動を工夫すること。 

（2）具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考えさせるため，

見付ける，比べる，たとえるなどの多様な学習活動を工夫すること。 

（3）具体的な活動や体験を行うに当たっては，身近な幼児や高齢者，障

害のある児童生徒などの多様な人々と触れ合うことができるように

すること。 外国語 第４章 外国語活動 

第２ 内容 

〔第５学年及び第６学年〕 

第２ 内容 
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２ 日本と外国の言語や文化について，体験的に理解を深めることができ

るよう，次の事項について指導する。  

（3）異なる文化をもつ人々との交流等を体験し，文化等に対する理解を

深めること。 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

２ 第２の内容の取扱いについては，次のような点に配慮するものとす

る。 

（1）２学年間を通じ指導に当たっては，次のような点に配慮するものと

する。  

ア 外国語でのコミュニケーションを体験させる際には，児童の発達の段

階を考慮した表現を用い，児童にとって身近なコミュニケーションの場

面を設定すること。 

（2）児童の学習段階を考慮して各学年の指導に当たっては，次のような

点に配慮するものとする。 

イ 第６学年における活動 

  第５学年の学習を基礎として，友達とのかかわりを大切にしながら，  

児童の日常生活や学校生活に加え，国際理解にかかわる交流等を含んだ

体験的なコミュニケーション活動を行うようにすること。 

 

これらのように，小学校では，体験活動の内容としては，集団宿泊，自然体

験，ボランティア活動などの社会体験，異年齢集団による交流，幼児，高齢者，

障害のある人々などとの触れ合い，異なる文化をもつ人々との交流等を体験，

諸外国の生活や文化などの体験，ものづくり，生産活動などの体験，身近な地

域及び国土の遺跡や文化財などの観察や調査，科学的な体験など多様な体験活

動ができるようになっている。 

特別活動，道徳，総合的な学習の時間を中心にしながら，理科や社会科等の

特性に合わせて体験活動を教育課程に位置付けながら工夫していく必要がある。 
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（４）特別活動における「旅行（遠足）・集団宿泊的行事」「勤労生産・奉仕

的行事」の重点内容（自然の中での長期集団宿泊活動を小学生で行う根拠） 

 小学校，中学校，高等学校それぞれの校種で，「旅行（遠足）・集団宿泊的 

行事」や「勤労生産・奉仕的行事」が実施される。各校種では発達段階に合わ 

せて，それぞれ重点化が図られている。 

 

学習指導要領における「旅行（遠足）・集団宿泊的行事」「勤労生産・奉仕的学習指導要領における「旅行（遠足）・集団宿泊的行事」「勤労生産・奉仕的学習指導要領における「旅行（遠足）・集団宿泊的行事」「勤労生産・奉仕的学習指導要領における「旅行（遠足）・集団宿泊的行事」「勤労生産・奉仕的    

行事」の内容行事」の内容行事」の内容行事」の内容    

 
小学校小学校小学校小学校    中学校中学校中学校中学校    高等学校高等学校高等学校高等学校    

学
習
指
導
要
領

学
習
指
導
要
領

学
習
指
導
要
領

学
習
指
導
要
領
    
特
別
活
動

特
別
活
動

特
別
活
動

特
別
活
動
    

(4)遠足・集団宿泊的行事 

 自然の中での集団宿泊自然の中での集団宿泊自然の中での集団宿泊自然の中での集団宿泊

活動などの活動などの活動などの活動などの平素と異なる

生活環境にあって，見聞を

広め，自然や文化などに親

しむとともに，人間関係人間関係人間関係人間関係

などなどなどなどの集団生活の在り方

や公衆道徳などについて

の望ましい体験を積むこ

とができるような活動を

行うこと。 

 

(5)勤労生産・奉仕的行事 

 勤労の尊さや生産の喜

びを体得するとともに，ボボボボ

ランティア活動などの社ランティア活動などの社ランティア活動などの社ランティア活動などの社

会奉仕の精神を養う体験会奉仕の精神を養う体験会奉仕の精神を養う体験会奉仕の精神を養う体験

が得られるような活動を

行うこと。 

(4)旅行・集団宿泊的行事 

 平素と異なる生活環境

にあって，見聞を広め，自

然や文化などに親しむと

ともに，集団生活の在り方

や公衆道徳などについて

の望ましい体験を積むこ

とができるような活動を

行うこと。 

 

 

 

(5)勤労生産・奉仕的行事 

勤労の尊さや創造する 

ことの喜びを体得し，職職職職    

場体験などの職業や進路場体験などの職業や進路場体験などの職業や進路場体験などの職業や進路    

にかかわる啓発的な体験にかかわる啓発的な体験にかかわる啓発的な体験にかかわる啓発的な体験    

が得られるようにすると 

ともに，共に助け合っ共に助け合っ共に助け合っ共に助け合ってててて    

生き生き生き生きることの喜びを体得ることの喜びを体得ることの喜びを体得ることの喜びを体得    

し，ボランティア活動なし，ボランティア活動なし，ボランティア活動なし，ボランティア活動な    

どの社会奉仕の精神を養どの社会奉仕の精神を養どの社会奉仕の精神を養どの社会奉仕の精神を養    

う体験う体験う体験う体験が得られるような 

活動を行うこと。 

(4)旅行・集団宿泊的行事 

平素と異なる生活環境

にあって，見聞を広め，自

然や文化などに親しむと

ともに，集団生活の在り方

や公衆道徳などについて

の望ましい体験を積むこ

とができるような活動を

行うこと。 

 

 

 

(5)勤労生産・奉仕的行事 

勤労の尊さや創造する

ことの喜びを体得し，就就就就

業体験業体験業体験業体験などの職業観の形どの職業観の形どの職業観の形どの職業観の形

成や進路の選択決定など成や進路の選択決定など成や進路の選択決定など成や進路の選択決定など

に資する体験に資する体験に資する体験に資する体験が得られる

ようにするとともに，共共共共

に助け合って生きることに助け合って生きることに助け合って生きることに助け合って生きること

の喜びを体得し，ボラの喜びを体得し，ボラの喜びを体得し，ボラの喜びを体得し，ボランンンン

ティア活動などの社会奉ティア活動などの社会奉ティア活動などの社会奉ティア活動などの社会奉

仕の精神を養う体験仕の精神を養う体験仕の精神を養う体験仕の精神を養う体験が得

られるような活動を行う

こと。 

 

「旅行（遠足）・集団宿泊的行事」に関する中学校と高等学校は「見聞を広

めること」「自然や文化などに親しむこと」「集団生活や公衆道徳等に関して

望ましい体験を積む」ことができる体験とすることとなっている。小学校はこ

ららのことに加え，「自然の中での集団宿泊活動」「人間関係」が明記されて

おり，自然の中での集団宿泊体験や多様な人々との交流体験，文化的な体験な

どを通して，人間関係や規範意識，道徳心を育むことができる活動としなけれ

ばならないとされている。 

一方「勤労生産・奉仕的行事」については，中学校で小学校の内容を踏まえ
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つつ，社会の一員としての自覚と責任感を高め社会的自立をすすめる観点から

職場体験を重視することを明確にしている。また，高等学校では，社会生活に

おける役割の自覚と自己の責任についての意識を高め社会的自立を一層進める

観点から，「勤労生産・奉仕的行事」について就業体験を重視することを明確

にしている。 

これらのことに加え，「旅行（遠足）・集団宿泊的行事」「勤労生産・奉仕

的行事」それぞれの「実施上の留意点」の中で「一定期間（例えば１週間(５日

間)程度）にわたって行うことが望まれる活動」についての記述を取り上げ整理

する。  

 

 一定期間（例えば１週間一定期間（例えば１週間一定期間（例えば１週間一定期間（例えば１週間((((５日間５日間５日間５日間))))程度）にわたって行うことが望まれる活動程度）にわたって行うことが望まれる活動程度）にわたって行うことが望まれる活動程度）にわたって行うことが望まれる活動    

    小学校小学校小学校小学校    中学校中学校中学校中学校    高等学校高等学校高等学校高等学校    

学
習
指
導
要
領
解
説

学
習
指
導
要
領
解
説

学
習
指
導
要
領
解
説

学
習
指
導
要
領
解
説
    
特
別
活
動

特
別
活
動

特
別
活
動

特
別
活
動
    

(ｶ) 宿泊を伴う行事を

実施する場合は，通常の

学校生活で行うことの

できる教育活動はでき

るだけ除き，その環境で

しか実施できない教育

活動を豊富に取り入れ

るように工夫する。ま

た，集団宿泊活動につい集団宿泊活動につい集団宿泊活動につい集団宿泊活動につい

ては，望ましい人間関係ては，望ましい人間関係ては，望ましい人間関係ては，望ましい人間関係

を築く態度の形成などを築く態度の形成などを築く態度の形成などを築く態度の形成など

の教育的な意義が一層の教育的な意義が一層の教育的な意義が一層の教育的な意義が一層

深まるとともに，高い教深まるとともに，高い教深まるとともに，高い教深まるとともに，高い教

育効果が期待されるこ育効果が期待されるこ育効果が期待されるこ育効果が期待されるこ

となどから，学校の実態となどから，学校の実態となどから，学校の実態となどから，学校の実態

や児童の発達の段階をや児童の発達の段階をや児童の発達の段階をや児童の発達の段階を

考慮しつつ，一定期間考慮しつつ，一定期間考慮しつつ，一定期間考慮しつつ，一定期間

（例えば１週間（５日（例えば１週間（５日（例えば１週間（５日（例えば１週間（５日

間）程度）にわたって行間）程度）にわたって行間）程度）にわたって行間）程度）にわたって行

うことが望まれる。うことが望まれる。うことが望まれる。うことが望まれる。その

際，児童相互のかかわり

を深め，互いのことをよ

り深く理解し，折り合い

を付けるなどして人間

関係などの諸問題を解

決しながら，協調して生

活することの大切さが

実感できるようにする。 

 

(ｱ) 指導計画の作成とそ 

の実施に当たっては，行事 

の目的やねらいを明確に 

した上で，その内容に応じ 

て各教科，道徳，総合的な 

学習の時間などの指導と 

の関連を図り，学校教育全 

体として豊かな教育活動 

を構築するよう十分留意 

すること。また，事前の活 

動や，事後のまとめや発表 

などを工夫し，体験したこ 

とがより深まるような活 

動を工夫すること。特に職 

場体験は，学校教育全体と 

して行うキャリア教育の 

一環として位置づけ，自己 

の能力・適性等についての 

理解を深め，職業や進路， 

生き方にかかわる啓発的 

な体験が行われるように 

することが重要である。まままま    

た職場体験についてはた職場体験についてはた職場体験についてはた職場体験については, , , ,     

その教育的な意義がその教育的な意義がその教育的な意義がその教育的な意義が一層一層一層一層    

深まるとともに，高い教深まるとともに，高い教深まるとともに，高い教深まるとともに，高い教    

育効果が期待されること育効果が期待されること育効果が期待されること育効果が期待されること    

などから，学校の実態やなどから，学校の実態やなどから，学校の実態やなどから，学校の実態や    

生徒の発達の段階を考慮生徒の発達の段階を考慮生徒の発達の段階を考慮生徒の発達の段階を考慮    

しつつ，一定期間（例えしつつ，一定期間（例えしつつ，一定期間（例えしつつ，一定期間（例え    

ば１週間（５日間）程度）ば１週間（５日間）程度）ば１週間（５日間）程度）ば１週間（５日間）程度）    

にわたって行われることにわたって行われることにわたって行われることにわたって行われること    

が望まれる。が望まれる。が望まれる。が望まれる。 

(ｲ) 今日の高校生の生活

の実態や社会の要請から

みて，学校行事における就

業体験など，望ましい勤労

観や職業観を育成する活

動は，学校教育全体として

行うキャリア教育の一環

として位置づけ，自己の能

力・適性等についての理解

を深め，職業や進路，人間

としての在り方生き方に

かかわる啓発的な体験が

行われるようにすること

が重要である。就業体就業体就業体就業体験験験験

やボランティア活動などやボランティア活動などやボランティア活動などやボランティア活動など

については，その教育的については，その教育的については，その教育的については，その教育的

な意義が一層深まるととな意義が一層深まるととな意義が一層深まるととな意義が一層深まるとと

もに，高い教育効果が期もに，高い教育効果が期もに，高い教育効果が期もに，高い教育効果が期

待されることなどから，待されることなどから，待されることなどから，待されることなどから，

学校の実態や生徒の発達学校の実態や生徒の発達学校の実態や生徒の発達学校の実態や生徒の発達

の段階を考慮しつつ，一の段階を考慮しつつ，一の段階を考慮しつつ，一の段階を考慮しつつ，一

定期間（例えば定期間（例えば定期間（例えば定期間（例えば1 1 1 1 週間（５週間（５週間（５週間（５

日間）程度）にわたって日間）程度）にわたって日間）程度）にわたって日間）程度）にわたって

行われることが望まれ行われることが望まれ行われることが望まれ行われることが望まれ

る。る。る。る。なお，各学校で職業

教育を実施するに当たっ

ては，キャリア教育の推進

の観点から，各教科・科目，

総合的な学習の時間や特

別活動において，産業現場

における長期間の実習を

取り入れることが期待さ

れる。 
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「一定期間（例えば１週間(５日間)程度）にわたって行うことが望まれる活

動」は小学校では「自然の中での集団宿泊活動」，中学校では「職場体験」，

高等学校では「就業体験」を重点的に扱うことが求められていることが分かる。 

平成25年の中央教育審議会答申「今後の青少年の体験活動の推進」では，体

験活動の内容に応じて，体験活動を大きく「生活・文化体験活動」「自然体験

活動」「社会体験活動」の三つに分類している。 

 

一つ目は生活・文化体験活動であり，例えば放課後に行われる遊びやお手伝い，

野遊び，スポーツ，部活動，地域や学校における年中行事である。 

二つ目は，自然体験活動であり，例えば登山やキャンプ，ハイキング等といっ

た野外活動，又は星空観察や動植物観察といった自然・環境に係る学習活動で

ある。 

三つ目は，社会体験活動であり，例えばボランティア活動や職場体験活動，イ

ンターンシップである。 

 

 小学校，中学校，高等学校の学習指導要領の解説において示されている体験

活動は，大きく「生活・文化体験活動」「自然体験」「社会体験活動」に分類

される。「生活・文化体験」「自然体験」「社会体験」は，各校種にとっても

教育効果が期待できる望ましい活動である。 

しかし，長期間かつ自然の中での集団宿泊活動の必要性が明記されているの

は小学校段階のみであり，発達段階を考慮して，最も適切だと判断していると

考える。 

      体験活動の分類 内容 小学校 中学校 高等学校 自然体験活動 登山，沢登， 動植物観察，星空観察，カッター訓練，キャンプファイヤー など ◎ 長期の集団宿泊活動が望ましい ○ ○ 
社会体験活動 ボランティア活動 職場体験活動 就業体験 など ○ ◎ 長期の体験活動が望ましい ◎ 長期の体験活動が望ましい 生活・文化体験活動 家庭での炊事，洗濯，お風呂準備等のお手伝い， 地域における年中行事 など ○ ○ ○ 
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（５）小学校における集団活動の発達的な特質（なぜ５年生中心か？） 

 小学校学習指導要領解説特別活動編によれば，小学校児童の集団活動の発達

的な特質を次のように整理している。 学年学年学年学年    発達段階発達段階発達段階発達段階    第１学年第１学年第１学年第１学年    入学当初は，幼児期の自己中心性がかなり残っており，学校の中の児童相互の関係は，個々の児童の単なる集合の段階にある。また，教師と児童との関係が中心で，児童相互の人間関係は少ない。さらには，行ってよいことと悪いことについての理解はできるようになるが，感情的，衝動的な言動が多い。 １学年後半になると，教師を中心とする学級集団への所属感や一体感が現れ始める。また，２，３人の小グループにおいて仲よく活動することはできるようになる。しかし，友人関係は全体として流動的で結び付きも弱く，学級全体としての集団のまとまりは欠けている。 第２学年第２学年第２学年第２学年    活動の中心となる児童が目立ち始め，他人の立場を認めたり，理解したりしようとする態度や，よりよい学級生活を築こうとする自主性なども次第に高まってくる。学級の中のそれぞれの集団は，仲間としての結び付きもその期間も次第に長くなり，その成員数も増え，小集団での協同的な活動ができるようになってくる。また，学級全体に目を向けたり，学校に対する所属感を少しずつ深めていくようになる。さらには，役割を分担して活動したり，きまりの大切さを認識して生活したり遊んだりすることができるようになる。 第３学年第３学年第３学年第３学年    集団の中の仲間としての結び付きや集団としての閉鎖性が次第に増大し，協力して楽しい学級生活をつくろうとする小集団による活動が盛んになる。また，この時期は，集団感情や集団意識が強く育ってきて，いわゆる「われわれ意識」などの仲間意識が高まってくる。しかし，それぞれの仲間集団としての小集団が分立し，集団同士の対立や集団への付和雷同的な行動も見られるようになってくるなど，学級全体としてのまとまりが育ちにくい時期でもある。集団活動を行うにしても，それぞれの集団での活動目標について，ある程度共通に理解して持続して活動することができるが，まだ，個人的な興味・関心や要求に動かされることが多く，その集団に所属する成員の間にはっきりとした相互依存の関係は見られない。 第４学年第４学年第４学年第４学年    集団目標の達成に主体的にかかわったり，協同の活動に取り組んだりして，リーダー的な児童を中心に教師の力を借りなくてもある程度の計画的な活動ができるようになり，自分たちできまりをつくって守ろうとするなどの自主性も増してくる。 第５学年第５学年第５学年第５学年    中学年までの経験を生かして，自分たちで決めた集団の活動目標をできるだけ大切にし，常に実践活動を振り返り，改善しながらこれを達成しようとする感情や意識が強くなる。学級全体としてまとまった活動ができるようになり，友達の長所や短所なども客観的にとらえられるようになるとともに，目標を実現するために，互いに信頼し支え合って活動することを強く求めるようになる。また，集団としての実践や自分の言動について振り返り，改善するなどしてよりよい生活を築こうとする意欲が高まってくる。 その一方で，思春期にさしかかるこの時期の児童の価値観は，ときに，理想主義的であり，一面的で独断的な傾向になりやすく，相手に批判的になったり自分の価値判断に固執しがちになったりする。また，他者と自分を比較して自分に自信がもてなくなったり，些細なことで友達との関係が壊れたり，友達への不信感をもったり，傷付いたりして悩みや不安を感じるようにもなる。 第６学年第６学年第６学年第６学年    児童会活動やクラブ活動，学校行事などにおいて中心的な役割を担うようになり，最高学年としてリーダーシップを発揮しようとするなどの意識や態度も育ち，役割や責任を自覚して活動するようになる。また，思春期特有の不安定な感情がより大きくなり，人間関係に悩んだり，先頭に立って活動することに消極的になったり，中学校生活への不安を抱きながら生活する児童も少なくない。 
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１学年では，小グループ（２人，３人）において仲よく活動することはでき

るようになるが，友人関係は全体として流動的で結び付きも弱く，学級全体と

して集団のまとまりは欠けている。また，２学年では，学級の中のそれぞれの

小集団は，協同的な活動ができるようになってくると述べている。 

これらのことから，低学年は，学校での生活や友達との関係などを通して，

周囲が自分の思い通りに動かないことを知り，次第に自己中心性が減少してい

く中で，小集団で共同的な活動ができる時期と整理する。 

 第３学年では，いわゆる「われわれ意識」などの仲間意識が高まって集団の

中の結び付きが強まると同時に集団としての閉鎖性も次第に増大する。それぞ

れの仲間集団としての小集団が分立し，学級全体としてのまとまりが育ちにく

い時期であり，それぞれの集団での活動目標について，ある程度共通に理解し

て活動することができるが，個人的な興味・関心や要求に動かされることが多

く，集団の成員間にはっきりとした相互依存の関係は見られない。しかし，第

４学年になると，集団目標の達成に主体的にかかわったり，協同の活動に取り

組んだりして，リーダー的な児童を中心に教師の力を借りなくてもある程度の

計画的な活動ができるようになり，自分たちできまりをつくって守ろうとする

などの自主性も増してくる。 

これらのことから「徒党時代」と言われる中学年の時期は，それまでの流動

的であった友達との関係に固定化が見られ，常に行動を共にする仲間ができて

くる。自分の仲間集団と他の仲間集団との区別がはっきりし，仲間との行動を

通して，自分への認識が深まる時期であるが学級全体としてのまとまりは育ち

にくい。ただし，リーダー的な児童を中心に小集団の枠を超えて自分たちで自

主的・実践的な活動もできるようになってくる時期と整理する。 

 第５学年は，自分たちで決めた集団の活動目標をできるだけ大切にし，実践

活動を振り返り，改善しながらこれを達成しようとする感情や意識が強くなる。

学級全体としてまとまった活動ができるようになり，目標を実現するために，

互いに信頼し支え合って活動することを強く求めるようになる。第６学年は，

学校全体の中心的な役割を担うようになり，最高学年としてリーダーシップを

発揮しようとするなどの意識や態度も育ち，役割や責任を自覚して活動するよ

うになる。 

これらのことから，高学年の時期は，集団を維持していくということに関し

ても力を発揮してくるようになり，自分の集団における役割の自覚にも深まり

や広がりも出てくる。閉鎖的な仲間関係から脱却して，学級，学校の集団の一

員としての所属感や役割意識を自覚し，自分たちで集団の活動目標を決め，そ

の目標に向けた実践を行い，振り返り，改善する中で，互いを信頼し支え合う

ことを求めるようになる。集団の中での達成感が自分自身の達成感と合致する
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ようになってくる。さらに，集団の質の高まりに対する自分の役割の自覚，換

言すれば，集団の中における指導性が発揮され，リーダーとしての資質も磨か

れてくるようになる時期と整理する。 

一定期間（例えば１週間(５日間)程度）にわたって集団宿泊活動を行う場合，

学習指導要領解説特別活動編では「児童相互のかかわりを深め，互いのことを

より深く理解し，折り合いを付けるなどして人間関係などの諸問題を解決しな

がら，協調して生活することの大切さが実感できるようにする必要がある。」

と述べている。 

文部科学省が平成20年にとりまとめた「体験活動事例集－体験のススメ－」

によると，「長期宿泊体験は，日頃の生活指導・生徒指導が目指す社会性の育

成や適切な人間関係の構築方法の習得を一遍に行える良い機会であると考えら

れる。一般に，人間関係の問題や生理的な欲求（食べる，寝る，排泄する等）

を我慢できるのは２泊程度までで，３泊目頃から生活環境の違いや一定の人間

関係の摩擦に耐えられなくなり，時には友人と衝突したり，ホームシックにか

かることが多いと言われている。しかし，これを何とか乗り越えたとき，子ど

もたちは確かな変容を遂げている。」と２泊まで我慢できていたことが３泊以

降になると様々な人間関係の摩擦などが出てくる。この困難な状況を挑戦し，

他者との信頼関係を築いて共に物事を進める喜びや充実感を得ることができる。 

これらのことを考えた場合，一定期間（例えば１週間(５日間)程度）にわた

って集団宿泊活動は自分たちで決めた集団の活動目標をできるだけ大切にし，

実践活動を振り返り，改善しながらこれを達成しようとする感情や意識が強く

なる。学級全体としてまとまった活動ができるようになり，目標を実現するた

めに，互いに信頼し支え合って活動することを強く求めるようになる５年生が

適切と考える。 
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（６）宿泊日数による効果の違い（効果的な宿泊日数は？） 

文部科学省では，平成 20 年度から「豊かな体験活動推進事業」において「自

然の中での長期宿泊体験事業」を実施し，「農山漁村におけるふるさと生活体

験推進校」を指定して，農山漁村での長期宿泊体験・自然体験活動を推進して

いる。農山漁村での宿泊体験活動による教育効果を評価するため，平成 20 年

度の推進校に指定された学校 178 校を対象に調査を行い，学識経験者，長期宿

泊体験教育の専門家による分析の結果を，農山漁村での宿泊体験活動による教

育効果の評価として取りまとめている。 
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この報告書によれば，長期宿泊活動が「コミュニケーション能力」「自主性・

自立心」「マナー・モラル・心の成長」「子どもたちに与えた客観的影響」の各

評価項目の多くの設問において効果を認めることができ，宿泊活動との関連が

一般にあまり意識されていない「いじめ」等にも効果があったと認められるな

ど，宿泊体験が全体として多様な効果を期待できる取組であることが明らかと

なっていると結論付けている。 

さらに，報告書では，「またまたまたまた，，，，日数に関わらず日数に関わらず日数に関わらず日数に関わらず，，，，効果が大いに期待できる項目効果が大いに期待できる項目効果が大いに期待できる項目効果が大いに期待できる項目

もあったがもあったがもあったがもあったが，，，，２泊３日の区分と比較すると３泊４日の区分の方がより高い反応２泊３日の区分と比較すると３泊４日の区分の方がより高い反応２泊３日の区分と比較すると３泊４日の区分の方がより高い反応２泊３日の区分と比較すると３泊４日の区分の方がより高い反応

を示す項目が目立った。これに対して３泊４日の区分と４泊５日の区分の比較を示す項目が目立った。これに対して３泊４日の区分と４泊５日の区分の比較を示す項目が目立った。これに対して３泊４日の区分と４泊５日の区分の比較を示す項目が目立った。これに対して３泊４日の区分と４泊５日の区分の比較

では傾向において変化が見られない事項が多く見られた。では傾向において変化が見られない事項が多く見られた。では傾向において変化が見られない事項が多く見られた。では傾向において変化が見られない事項が多く見られた。こうしたことから，

一般的に宿泊活動においては３泊４日以上の長期の体験日数を確保することが

望ましく，これを長期宿泊活動の当面のモデル的な期間とすべきであろう。」と

結論付けている。    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


