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【実践報告】

「自然体験学習」が看護学部学生の社会人基礎力に及ぼす有効性の検証
Verifying effects of outdoor education on fundamental competencies for working persons
of tertiary-level nursing students
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【目的】本研究の目的は、東邦大学看護学部の「自然体験学習」が、学生の社会人基礎力に及ぼす効果を検証し、人づくり
をめざす本学教育の成果を可視化することである。
【方法】平成 26 年度に自然体験学習に参加した 110 名を対象に、参加の前後で自記式質問紙調査を実施した。調査には、職
場や地域社会の中で多様な人々とともに仕事をしていくために必要な基礎的な力である「社会人基礎力」の指標である、3
つの力、12 項目を用いた。
【結果】75 名の有効回答を分析した結果、キャンプ経験のほとんどない者が半数以上であり、全国調査と比べても本学学生
のキャンプ経験は少なく、自然体験学習はこれまで自然体験の乏しかった学生が自然について理解し多様な経験にチャレン
ジする機会を提供したと言える。
【考察】自然体験学習の実施前後を比較すると、12 項目すべてが有意に向上し、さらに 3 つの力がバランスよく向上しており、
自然体験学習は社会人基礎力の醸成に効果があると考えられる。
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Ⅰ．緒言

学生
として位置づけられ、看護学部１年生の必修単位となっ
ている。看護学部では、高度な知識・技術と豊かな感性

東邦大学看護学部の一般教養科目である「自然体験学

を備えた人づくりをめざしており、「自然体験学習」は人

習」は、大自然の中で共同生活し、自然の厳しさ、助け

づくりのための一翼を担う科目であり、大学の広報活動

合う心などを体験的に学習し、本学の建学の精神である

でも、毎年、取り上げられている。

「自然・生命・人間」に基づき、かけがえのない自然を守

自然体験学習に参加した教員は、学生が仲間と支えあ

る心を広く身につけ医療人の基礎である人間性の向上を

いながら、厳しい自然環境や課題と対峙する中で、一つ

目的としている。東邦大学医療短期大学時代の 1988 年に

のチームをかたちづくり、成長していく様を目の当たり

はディキャンプ、翌年から 3 泊 4 日のキャンプを実施す

にし、この科目が人づくりに貢献していることを実感す

1）

るようになった 。2002 年に東邦大学の医学部看護学科

る。他方で、主観的な評価のみでは、人としてどの部分

が 4 年制大学となり、2011 年に看護学部看護学科に改組

が成長したのかなど、学生の成長の評価に限界がある。

した後も同キャンプは継続され、現在は演習科目の一つ

学生の人としての成長を、一定の指標を用いて可視化す
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表１

ることによって、自然体験学習での学生の経験をより客

自然体験学習スケジュール

観的にとらえることができ、効果的な教育プログラムの
構築のための基礎資料として活用できるのではないかと
考えられる。
そこで、大学生や看護学生を対象としたキャンプなど
の体験活動に関する評価についての文献検討を行ったと
ころ、複数の論文において「社会人基礎力」に関する指
標が活用されていた 2）3）4）。経済産業省によると、
「社会
人基礎力」とは、職場や地域社会の中で多様な人々とと
もに仕事をしていくために必要な基礎的な力のことであ
り、
『前に踏み出す力』
、
『考え抜く力』
、
『チームで働く力』
の 3 つの力と 12 の能力から構成されている 5）。築山は、
これら社会人基礎力の育成が、大学教育に求められる今
日的課題であると述べている 2）。また、社会人基礎力は、
近年、看護基礎教育にも導入されており、箕浦によると、
抽象的になりがちな養うべき態度や能力を社会人基礎力
によって可視化し、指導者や学生が意識できることが、
看護職の育成に有効であり必要である 6）と述べている。
そこで本研究の目的を、東邦大学看護学部の「自然体験
学習」が、学生の社会人基礎力に及ぼす効果を検証し、人
づくりをめざす本学教育の成果を可視化することとした。

２．対象者
2014 年度に、東邦大学看護学部１年生の必修科目であ

Ⅱ．方法

る自然体験学習に参加した学生 110 名を対象とした。

１．自然体験学習について

３．調査方法

自然体験学習は、3 泊 4 日の日程で、山梨県北杜市の国

手渡しの配票による自記式質問紙調査を、自然体験学

際自然大学校を拠点に行っている。学生は、およそ 10 人

習の前後に行った。2014 年度の自然体験学習は 9 月 2 日

で 1 グループを形成し、グループごとに現地のカウンセ

～ 5 日まで実施された。実施前の質問紙調査は、看護学

ラーと呼ばれる指導者がつき、電気やガスのない自然環

部でオリエンテーションを行った 9 月 1 日に、調査の趣

境の中で共同生活を行う。1 日目はテント設営などのキャ

旨や個人情報の保護などを文書および口頭で説明して依

ンプの準備、2 日目は八ヶ岳登山、3・4 日目はプロジェ

頼し、同日回収した。学生には自由意思で回答してもらい、

クトアドベンチャー（PA と呼ぶ）を行う（表１）
。PA

7）

回答をもって協力に同意したものとみなした。実施後の

は米国で開発され、人の器を大きくすることを目指し、

質問紙調査は、自然体験学習最終日の閉校式の後に実施

チーム・組織・コミュニティーの一員として活躍できる

前と同様の方法で行った。

人材の育成を目指すプログラムである。国際自然大学校

４．調査内容

には、プロジェクトアドベンチャー専用の野外のコース

調査票には、学籍番号、性別、社会人経験、キャンプ経験、

があり、アスレチックコースのような立ち木や丸太、ロー

社会基礎力を含んでいる。ここで無記名ではなく、学籍

プがあらかじめ用意され、グループで協力しないと達成

番号の記載を依頼したのは、本研究は前後で評価をする

できない課題を体験できる。学生は、アドベンチャーを

ため、前後のデータの比較が必要になったからである。

通し人の本能を揺り動かしながら、体験学習という手法

学籍番号は前後のデータを照合後は削除して分析した。

を使って信頼関係を構築し、チームビルディングを学ぶ。

１）基本属性

同プログラムは、現在、企業の研修や学校の校外プログ
ラムなどとしても導入されている。

過去の大学生を対象としたキャンプの効果などに関す
る文献 3）4） を参考に、性別、社会人経験、キャンプ経験
を確認した。
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74 名（98.7%）、男性 1 名（1.3%）、社会人経験は有 2 名
（2.7%）
、

によると、
「社会人基礎力」とは職場や地

無 73 名（97.3%）、キャンプ経験は「何度もある」3 名（4.0%）
、

域社会の中で多様な人々とともに仕事をしていくために

「少しある」28 名（37.3%）、
「ほとんどない」44 名（58.7%）

必要な基礎的な力のことであり、本研究でもこの定義を

であった。

採用する。同省の示す社会人基礎力レベル評価基準表の 3

２．社会人基礎力の測定結果

つの力とその下位項目である 12 項目に基づき、各項目の

１）実施前の状態（表３、４）

レベルを 1 ～ 3 段階に分けて回答を依頼した。3 つの力は、

3 つの力の各平均値は、
『前に踏み出す力』1.97、
『考え

『前に踏み出す力』
、
『考え抜く力』
、
『チームで働く力』で

抜く力』1.89、
『チームで働く力』2.06 であった。3 つの力

構成されている。12 項目には、
『前に踏み出す力』に「主

の下位項目である 12 の項目のうち、平均値が高かったの

体性」「働きかけ力」
「実行力」の 3 項目が含まれ、
『考え

は、
「傾聴力」（2.21）であり、次いで「規律性」（2.15）
、
「柔

抜く力』に「課題発見力」
「計画力」
「創造力」の 3 項目、
『チー

軟性」
（2.08）であり、これらはいずれも『チームで働く力』

ムで働く力』に「発信力」
「傾聴力」
「柔軟性」
「情況把握力」

に含まれていた。他方で、平均値が低かったのは、『考え

「規律性」「ストレスコントロール力」の 6 項目が含まれ

抜く力』に含まれる「創造力」
（1.84）、
「計画力」
（1.87）
『前
、

ている。各項目のレベルに関して、レベル１は「発揮で

に踏み出す力』に含まれる「働きかけ力」
（1.88）であった。

きなかった（どうしてもできなかった）
」
、レベル 2 は「通

２）前後の比較（表３、４）

常の状況では発揮できた（何とかできた）
、レベル 3「通

自然体験学習実施前後で Wilcoxon の符号付位検定を

常の状況で効果的に発揮できた（見事にできた）
、困難な状

行ったところ、3 つの力、12 項目すべてに有意差が認め

況でもできた（とても難しかったが、何とかできた）
」である。

られ（p<0.001）、実施後の方が平均値が上昇していた。
『前

５．分析

に踏み出す力』は実施前の平均値 1.97 から実施後は 2.49

IBM SPSS Statistics 22 を用いて、属性である性別、社
会人経験、キャンプ経験を単純集計した。さらに、社会

となり、『考え抜く力』は実施前の 1.89 から実施後は 2.49
に、
『チームで働く力』は 2.06 から 2.6 へと上昇していた。

人基礎力に関して、3 つの力、12 の項目ごとに前後に分

Ⅳ．考察

けて単純集計するとともに、Cronbach αを算出し、前後
のデータについて Wilcoxon の符号付順位検定を行った。
統計的検定の有意水準は 0.1％とした。
６．倫理的配慮

１．キャンプ経験の乏しい本学学生
回答者の属性をみると、女性で社会人経験のないもの
が多く、これらは看護学部学生の特徴を示していると考

調査実施前に、調査の趣旨と、調査結果は学内での報

えられる。回答者のキャンプ経験は、「何度もある」3 名

告や大学の広報などで活用する予定であるが数値化され

（4.0%）、「少しある」28 名（37.3%）、「ほとんどない」44

て示されるので個人情報は守られること、成績とは関係

名（58.7%）であり、半数以上の学生がキャンプ経験がほ

ないことを口頭および文書にて説明した。学生には自由

とんどなかった。他方で、国立青少年教育振興機構が行っ

意思で回答してもらい、回答をもって協力に同意したも

た「青少年の体験活動等と自立に関する実態調査

のとみなした。また、調査に関しては前後のデータを照

24 年度」の結果では、高校 2 年生の女子を対象とした場

合するために、学籍番号確認した。学籍番号は前後のデー
タを照合後は削除して分析し、個人が特定できないよう
にした。また、本論文の提出に際して、東邦大学看護学
部倫理審査委員会の承認を得た
（平成 27 年 4 月 23 日承認、
承認番号 27001）
。
Ⅲ．結果
１．対象者の属性（表 2）
対象者 110 名のうち、調査票の回収数は、実施前 105 名、
実施後 110 名であった。このうち前後とも欠損値がなく
有効回答だったものが 75 名であった。75 名の性別は女性

表2

対象者の属性

平成
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表3

自然体験学習参加前後の社会人基礎力の変化（3 つの力）

表4

自然体験学習参加前後の社会人基礎力の変化（12 項目）

合、キャンプ経験が「何度もある」29.9%、
「少しある」
8）

36.4％、「ほとんどない」33.1% であり 、キャンプ経験の

２．社会人基礎力の向上
１）実施前の状態

ほとんどない生徒は、3 割程度にとどまっていた。この調

自然体験学習実施前の社会人基礎力に関する学生の自

査は平成 24 年度の高校 2 年生を対象としており、この学

己評価によると、学生は、
「傾聴力」
、
「規律性」
「柔軟性」

年が現役で大学に入学した場合、平成 26 年度に大学 1 年

が高いと評価しており、これらはいずれも『チームで働

生となり、本調査の対象学年と合致する。すなわち、同

く力』に含まれており、本学の自然体験学習参加前の学

世代を対象とした全国調査と比べ、今回の回答者はキャ

生は、『チームで働く力』の自己評価が高い傾向にある。

ンプ経験が乏しいと言える。これは、本学が東京都 23 区

先行文献でも看護学校の学生を対象とした調査では『チー

内にあり、多くの学生が東京都、神奈川県など緑の少な

ムで働く力』の自己評価が高い傾向にあり 4）、看護学生の

く自然に触れ合う機会の少ない都心部の出身であること

特徴とも考えられる。『チームで働く力』は、
「多様な人々

が影響しているのではないかと考えられる。本学の自然

とともに、目標に向けて努力する力」5）と定義されており、

体験学習は、都心部に住み、これまで自然体験の乏しかっ

看護職として重要な能力であると考えられる。

た多くの学生に、自然について理解し、都会の中では学

他方で、社会人に求められる能力として重要であると

ぶことが難しい多様な経験に挑戦する機会を提供したと

言われているのは、一歩前に踏み出し、失敗しても粘り

言える。

強く取り組むことのできる 5）『前に踏み出す力』である。
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然体験の乏しかった学生が自然について理解し、多様な

行研究では『前に踏み出す力』が高い傾向にあること 、

経験にチャレンジする機会を提供した。自然体験学習実

一般企業採用担当者を対象にした調査で、社会人基礎力

施前後を比較すると、12 項目すべてが有意に向上してお

の中で重要だと考える力として『前に踏み出す力』が上

り、自然体験学習は社会人基礎力の醸成に効果があると

10）

ことからもわかる。自然体験学習実施

考えられる。この調査によって、本学の人づくりのため

前の調査において、本学学生の『前に踏み出す力』は決

のユニークなプログラムの成果を、客観的な指標によっ

して高いとは言えない状態であった。

て説明することで、説明力を増すことができたと考えら

２）前後の比較

れる。

位となっている

自然体験学習実施前後の社会人基礎力に関する学生の
自己評価を比較すると、12 項目すべてが有意に向上して
おり、自然体験学習は社会人基礎力の醸成に効果がある
と言える。さらに、実施前より評価の高かった『チーム
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