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少年少女キャンプ村とは… 
 少年少女キャンプ村は、NPO法人東京少年少女センターが主催する、小中学生が対象の夏のキャンプです。自治

体や企業などが主催する他のキャンプとの最大の違いは、参加する子どもたちが事前に集まって話し合い、内容作

りや準備活動を自分たちの手で作り上げていくことです。 

それを支えるのは、高校生・青年(大学生など)の「指導員」。”親” “学校の先生” とは違った視点から子どもた

ちに寄り添い、のびのびと活動できるよう様々な面でサポートします。さらに、父母・おとなのスタッフが、子ど

もたちとは直接関わらない「縁の下」で活動を支えています。 

異年齢子ども集団を基礎に 

少し年上のお兄さん・お姉さん 

～「指導員」の存在 ～ 

 キャンプ村に参加する子どもたちは、住んでいる地

域(市区町村)ごとに「村」という集団を作ります。事

前の準備活動、事後のまとめの活動は、村ごとに公民

館などの公共施設を利用して行なわれます。地元で練

習キャンプやキャンプ技術講習などを行なう地域もあ

ります。キャンプ当日も、基本的には村単位で生活を

作り、事前に計画したプログラムを実行します。村は

概ね市区町村に一つですが、複数の自治体にまたがっ

て組織される村もあります。 

 

40人きょうだい！？ 

 村の中は、子ども7～8人＋指導員2人程度の「班」

に分かれ、話し合いや食事作りなどは班を単位に展開

されていきます。村や班は、最近すっかり見かけるこ

との少なくなった、小学校低学年から中学生までの「異

性・異年齢の子ども集団」になっています。中学生以

上でも上下関係などはありません。指導員も含め、誰

でもあだ名やなまえで呼び合い、対等な関係を築きま

す。班の中は「10人きょうだい」のような雰囲気にな

ります。村全体では「40人きょうだい」といったとこ

ろでしょうか。 

 子どもたちは、普段の学校生活などではあまり接す

ることのない「少し年上」「少し年下」の仲間たちとき

ょうだいのような関係を築き、交流することで、様々

なことを感じ取り、学んでいきます。高学年・中学生

たちは年少の仲間たちに何かを教えたり、指示を出し

たりといったリーダーシップを、生活作りを通して自

然に発揮するようになります。そして、年少の子たち

は、そんな上級生の姿に自然に憧れを抱くようになり

ます。どの村からも毎年のように「来年は班長をやり

たい」「中学生になったら○○ちゃんのような村長さ

んになりたい」といった声が聞こえてきます。 

 このキャンプをより魅力的なものにしているのが、

高校生・青年(主に大学生)の「指導員」です。子ども

3～4人あたり1人の割合で指導員がつき、生活を共に

しながら、子どもたちの活動を支えます。 

 指導員は子どもたちと対等に接します。「教える」こ

とよりも「いっしょに考える」ことを大事にしていま

す。仲間の輪から外れるような行動をとる子がいても、

頭ごなしに叱ったり無理に従わせるのではなく、その

行動の理由や本人の気持ち、言い分などを丁寧に押さ

えた上で、じっくりと向き合います。 

 どの子も大事にされる班や村の集団を作るために、



企業や自治体などのキャンプは… 

 職員・社員や委託された大人の集団がすべて

(募集、輸送、食糧・資材調達、現地でのプログ

ラム運営等)を行なうものがほとんどです。また、

自治体主催の場合はバスやキャンプ場の費用の

大半を自治体が負担するため、参加費用は「実費

以下」の安さとなる場合も少なくありません。内

容も、キャンプ技術やレクリエーションの指導は

それなりのレベルが確保されています。 

 しかし、「キャンプのねらい」は、単に野外活

動に必要な技術を個人として身につけることで、

キャンプ当日及び準備の会合で出会った参加者

が、キャンプの期間のためだけに仲間づくりをす

る取り組みが多いようです。引率の青年たちは子

ども好きの人も多く、よく世話をしてくれます

が、指導者同士も子どもたちとも「キャンプの間

だけ」「キャンプのためだけ」の付き合いであり、

「地域の子育ての願い」という視点で取り組まれ

ているものは多くありません。 

生活を通して身につける 

少年少女キャンプ村の目的 

・自然の中で豊かな生活をつくる力を身につける 

・仲間とともに生活をつくる力を身につける 

・地域の多くの仲間に働きかけ、集団をつくる力

を身につける

「子どもたちのいいところを引き出すにはどうしたら

いいか？」「お互い認め合える関係をどう作っていく

か？」といったことを常に考えています。もちろん、

うまくいくときばかりではありませんが、指導員たち

のそうした姿勢は、子どもたちとの信頼関係につなが

っていきます。 

 このキャンプは、都会の便利さをキャンプ場に持ち

込むオートキャンプとは違って、あえて不便な場所に

行き、生活のほとんどを子どもたち自身の労働によっ

てつくります。その一見つらそうな労働を、仲間や指

導員とともに楽しみながらこなしていくうちに、自分

の労働が仲間との関わりの上で重要な意味があること

を感じるようになります。そして、集団の中で自分の

役割を果たすことや、仲間と共同で一つのものを作り

上げることの楽しさ・大切さを、上からの強制ではな

く、体験を通して自然に身に付けていきます。 

 

安心して「自分を出せる」場所 

 「家や学校では我慢しなければならないことがいっ

ぱいあって、自分を演じなければならない。このキャ

ンプは遠慮しなくていいから好き」という子がいます。

指導員やおとなのスタッフたちのまなざし、子どもた

ちを包む空気が、キャンプ村を、子どもたちにとって

「安心して自分を出せる場所」にしているようです。 

 過去に参加した多くのお子さんの親御さんから「子

どもが変わった」というお話を聞いてきました。「自分

に自信がついたようだ」「母を気遣うようなことを言

うようになった」「おとなしい子だったのに突然性格

が明るくなった」など、変わり方は様々ですが、子ど

もたちはキャンプから「何か」をつかんで帰ってくる

ようです。 

それは、対等な仲間集団の中で一人の人間として大

事にされ、「自分を出す」ことができた経験がもたらす

「何か」なのだと思います。  



キャンプ当日のプログラム 
1日目 生活の基盤作り 

地元の駅前などに集合、バスで戸狩へ。約4時間の

車中は、村会議で覚えた歌やゲームで盛り上がります。 

お昼ごろふもとの駐車

場に到着。ここからとん

だいら高原まで約2kmの

山道を歩きます。「はじ

めのつどい」が終わると

いよいよキャンプ生活ス

タートします。 

 

夕方には初めての食事作り。班長を中心に仕事を

分担してみんなで作ります。カマドへの火の起こし方

など、ベテランの上級

生が自然に下級生に教

えるようになる様子が

見られます。 

夜は星見や散歩、き

もだめし、村交流など

をして楽しみます。班

会議をして就寝。 

2日目 村の仲間作り 

2 日目は 1 日まるごと村のプログラム。事前の村会

議でみんなで話し合って決めたプログラムです。 

過去の例では、キ

ャンプ場を丸ごと使

って「どろけい」をやった

り、樹木や斜面を利用してアス

レチック作りをしたり、お菓子

を作ってお菓子屋さんを開店し

たり、といったプログラムを

やりました。 

三食のメニューも、事前

に自分たちで考えてきたも

の。村プログラムの一つと

して、班ごとにメニューを

考えてアイデアや出来を競

い合う「夕食大会」をやる

年もあります。 

 

夜は他の村と合同でキャンプファイヤーをしたり、

昨日に引き続き星見をしたりします。2 日目になると

テント生活にも慣れ、仲良くなった班の友だちとの語

らいに夢中になり、夜更

かししてしまう子も…。 

 

 

 



3日目 村の仲間作り 

全体の仲間作り 

3 日目はテーマ別プログラム分かれて野山や沢など

を歩き回り、テー

マにチャレンジし

ます。また、他の

村の子とも交流し

ます。 

夜はキャンプ村最大のイベント「大キャンプファ

イヤー」。高さ10mにも及ぶ大きな炎を囲み、歌った

り、村の出し物を発表しあったりして盛り上がりは

最高潮に。ファイヤーの井桁はテーマ別プログラム

「ファイヤー薪組み隊」の中学生たちが組みました。 

大キャンプファイヤーが終わると、村に帰って村の

キャンプファイヤーをします。大キャンプファイヤー

のときに自治委員さんからもらった村の火を持ち帰っ

て点火します。 

4日目 片付け・まとめ 

朝ごはんは最後の食事

作り。4 日間生活してき

たテントやカマドを片付

け、ゴミを拾い、テント

サイトを来たときと同じ

状態に戻します。 

 

片付けが終わると、何

もなくなった草原で、キ

ャンプを振り返りつつ昼

までのんびりすごします。 

 

帰りは山道を降り駐車

場からそれぞれの地域に

帰るバスに乗り込みます。

他の村とはここでお別れ

です。 

帰りのバスレクは、村

の中がすっかり仲良くなっていることもあり、昨夜の

キャンプファイヤーにも負けないくらいの盛り上がり

です。 

 

夜の7時ごろ地元に到

着し、終わりの会をして

解散です。村長・副村長

の中学生や指導員たちの

中には感極まって泣き出

してしまう子も。毎年、

みんなと別れるのが辛く

て、家に帰るのを嫌がる

子が続出します。 

プログラムは子どもたちの手で ここで紹介したプログラムは、例年行なわれているものや今年の予想を

組み合わせたイメージです。今年の実際のプログラムは、参加する子どもたちが事前の話し合いによって決めて

いきます。こういった内容を作る過程も大事なキャンプ村の要素の一つです。 



ある日の村会議 

13:00 集合・集団ゲーム(広場)

13:30 話し合い(室内) 

14:30 歌(室内) 

15:00 集団ゲーム(広場) 

16:30 解散 

 

 

このキャンプの最大の特徴は、内容を子どもたち自身の手で作り上げるところです。内容作りの過程を通

して、仲間と一つのものを作り上げることの楽しさや大切さを学びます。このため、キャンプの前と後に何

度か集まって話し合いを持ちます。話し合いもキャンプ村の大事な一部です。参加者(子ども・指導員)が交

流を深めることで、当日をより楽しくすることができます。できる限り参加をお願いします。 

地元のキャンプ場などで練習キャンプやデイキャンプをします。

実際に班ごとにテントを立てたり、ごはんを作ったりして生活し

ます。当日の持ち物分担や最終確認なども行ないます。 

引き続きプログラムやメニューを考えて決めていきます。また、

キャンプの目標をどうがんばるか検討します。 

下はある地域の活動例です。具体的な日程等は地域ごとにあらためてお知らせします。 

この「村」の最初の集まりです。村のリーダー村長・副村長を選

挙で決めたり、村の名前、自治委員の候補などを決めます。 

「班」をつくり、内容決めに入ります。当日のプログラムや食事

のメニューなどをみんなで相談します。 

東京中から参加者が集まる「村」のお披露目の会です。全体のリ

ーダー「自治委員」や、全体のテーマソングを決めたりします。 

キャンプ当日を振り返り、目標についてどうがんばってきたかな

どを出し合います。閉村式に向けての準備も行ないます。 

再び東京中から参加者が集い、目標に対する取り組みのまとめを

行なったり、来年に向けての各村の決意表明アピール、全体交流

レクなどを行い、今年のキャンプ村を締めくくります。 

準備活動・まとめの活動の流れ 

7 月上旬 村会議 

また、話し合いの内容は、当日のプログラムやメニューなど、自

分たちの生活を楽しく豊かに過ごすためのものであり、ワクワクす

るような楽しいことです。話し合いの得意・不得意はありますし、

学年によっても変わってきますが、指導員が各班の中でいっしょに

話し合いに加わり、一人一人の子に合わせてきめ細かく援助して、

少しでも楽しくて充実した話し合いになるよう努力しています。 

6 月下旬 村開き 

7/3 開村式 

7 月下旬 村会議 

7 月下旬 練習キャンプ 

8/6～9 キャンプ本番 

8 月下旬 村会議 

9/4 閉村式 

◆ 村会議の内容は… 

「会議」という名前がついていま

すが、多くの時間は広場での集団遊

びや指導員のギターに合わせてオ

リジナルの歌を歌うなど、交流・レ

クリエーションに費やされます。



持ち物・装備について 

共同生活です 

共同生活に必要なもの(調理器具、スコップ

等)は班の中で分担します。分担された持ち物は

忘れずに持ってきて下さい。 

テント内での生活では、分担されたものだけ

でなく個人の持ち物も混ざってしまうことがあ

ります。片付けなどに余分な時間を取られない

ため、すべての持ち物には必ず名前を書いてく

ださい。 

現地の気候と服装 

とんだいら高原は標高 700m 程度のため、気

候は東京とほとんど変わりません。夜は若干涼

しいですが、防寒着の類は必要無いでしょう。

ブヨやへび、とげのある草等があり、快晴時は

日差しが強いため、長そで・長ズボンは必ず必

要です。薄手のものがいいでしょう。 

 

▼ 持ち物の例です。具体的なリストは地域であ

らためてお知らせします。 

くつ … 険しい山岳というわけではないので、

履きなれた運動靴など、普段どおりで構いませ

ん。逆に、新しい靴は靴擦れの危険があるので

避けてください。また、危険ですのでサンダル

類も不可です。 

雨具 … 雨天時でも水くみ・食事作り等の活

動は行ないます。その際、傘をさしていると行

動が制限されてしまいます。かまどで火を使う

ので危険でもあります。また、強風だと役に立

ちません。必ず上下分かれたカッパを持ってき

て下さい。 

食器 … ごはんや汁ものを入れるおわん状の

容器と、おかず等を入れるお皿があればいいで

しょう。(おわんはお皿にもなるのでお皿はなく

てもいいです)。食器類はばらばらになっている

と紛失しやすく場所も取りますので、キャンプ

用の食器セット(1,500 円程度)が便利です。陶

磁器は危険なので割れない素材のものを用意し

てください。 

 

※ 持ち物をリュックなどに詰めるのは、必ず、

本人がやるか、本人と一緒に行なってください。

現地で、どれが自分のものか、荷物のどこに何

を入れたかを把握している必要があるためです。 
大荷物 

寝袋 

懐中電灯 

着替え(4 日分) 

トイレットペーパー 

軍手×2※綿 100%の物 

新聞紙(朝刊 1 日分) 

牛乳パック×3 

お米×7 合(1 合ずつ) 

空ペットボトル (1.5 ～

2L) 

食器(陶磁器不可) 

代 え 靴 ( サ ン ダ ル 不

可) 

保険証のコピー 

ナップザック 

常備薬 

しおり 

歌集 

1 日目昼のお弁当 

筆記用具 

水筒 

はんかち 

ちりがみ 

雨具(上下別)※通

気性のあるもの 

帽子 

タオル 

など

個人の持ち物の例 

アルミホイル 

金だわし 

皮むき器 

はさみ 

チャッカマン 

調味料入れ 

虫除け 

虫さされ 

蚊取り線香 

缶切 

など 

包丁 

さいばし 

おたま 

しゃもじ 

うちわ 

シャベル 

スコップ 

ボール 

ざる 

スポンジ 

サランラップ 

班(7～9 人)で分担する持ち物の例 



戸狩とんだいら高原 
⼾狩(とがり)とんだいら⾼原は、⽇本有数の豪雪地帯、⻑野県北部の飯⼭市にある⼾狩温泉スキー場の⼀部で

す。ふもとの温泉とともに、冬は多くのスキーヤー・ボーダーで賑わいます。北は新潟県境の関⽥⼭脈、南は⽇
本最⻑の千曲川に挟まれた、古くから⾃然と⼈間の共存する⾥⼭です。 

 とんだいら高原は昔から畑や牧場、炭焼き小屋など

が建てられ、地域の人たちが自然の恵みを利用してき

た里山です。現在はスキー場の一部になっています。

夏は山菜取りやハイキングが行なわれる他はほとんど

利用されないため、キャンプ中は高原丸ごと貸切状態

となります。標高は700m程度とあまり高くないため、

気候は東京とあまり変わりません。 

 冬はゲレンデとなる広々とした草原の脇に森が広が

り、その間を豊かな沢が流れています。ヘビやカモシ

カ、カエルなど動物もたくさん住んでおり、東京では

見られない美しい蝶や花が風景に彩りを添えています。

山奥に分け入っていけば人の手の入っていない美しい

ブナ林が広がっています。戸狩は「星降る里」とも呼

ばれるほど空のきれいなところで、夜は晴れれば満天

の星空を眺めることができます。 

 

▲レストハウス  ▼とんだいら全景 

 

▼テントサイトのすぐ横を流れる沢 

 

▼池 

 

▼モリアオガエル (⻑野県天然記念物) 

 



 準備期間中も当日も、基本的には子ども 7～9

人程度の「班」単位で行動します。班には必ず

指導員(高校生・青年)が 2 人以上つき、そのう

ち 1 人以上は青年(大学生など)です。指導員は

24 時間常に子どもたちと生活をともにし、常に

班の子の状態を把握しています。 

 事前に何度も集まりを持つのは、参加する子

ども同士や、班の指導員と子どもが、あらかじ

めお互い信頼しあえる関係を構築しておくこと

で、危険を未然に防ぐ効果も狙っています。 

学習会・実地講習 

 指導員やスタッフは事前に救急法や野外生活

における衛生管理、キャンプ生活における安全

管理などについて学習会を行ないます。また、

指導員は現地(鹿嶺高原キャンプ場)で 7 月後半

に行なわれる指導員だけのキャンプ「リーダー

キャンプ」に参加し、実地でキャンプ技術や衛

生・安全管理の講習を行ないます。 

備えあれば… 

 参加者全員が傷害保険に加入します。保険料

は参加費に含まれます。健康についての留意事

項などは、「参加者カード」に記入して提出して

いただき、事前に指導員が目を通しておきます。

当日は保険証のコピーをご持参ください。 

 

 

医療スタッフと「保健室」施設 

 本部には常時数十人の大人のスタッフ(主に

参加する子どもの親)が待機しており、緊急時に

は安全確保のために行動できるよう準備してい

ます。また、医師・看護婦が医療スタッフとし

て参加し、本部にある「スカイトップ」という

レストハウスに待機します。 

 「スカイトップ」はスキー場の管理施設を兼

ねたレストラン・休憩所で、当日は本部および

「保健室」として使われます。となりには「高

原レストラン」というレストハウスもあり、天

候が危険な状態になった場合などには避難でき

るようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ スカイトップ 

▼ スカイトップ内部 

健康・安全・緊急時の対応について 

ケガをしたり調子が悪くなったら… 

・ 軽いケガや不調の場合は村の指導員の

判断で治療や休養を取らせ、本部に報
告します。 

・ ⼼配な場合は、本部に連れて⾏って医
療担当者が治療に当たり、様⼦を⾒ま

す。 

・ 症状が重い場合は飯⼭⾚⼗字病院へ医
療担当が付き添って救急診療を受けに



キャンプ村と地域子ども会・少年団
このキャンプには、地域の⼦ども会・少年団活動と互いに影響を与えあい、地域の活動を元気にしていくため

の⾏事という側⾯があります。「⼦どもたち⾃⾝の⼿でつくる⼿作りの取り組み」であるキャンプ村は、事前に

準備活動を⾏ない、⼦どもたちの話し合いで内容作りをする点など、⼦ども会・少年団活動と共通点がありま

す

地域の活動との関係 子ども会・少年団とは… 

 キャンプ村では、子どもたちも指導員たちも、地域

の仲間たちと共同で活動を進めることで子ども会・少

年団活動に必要な力をつけ、逆に、日ごろの活動でつ

けた力を発揮し、豊かな生活を作り出していきます。

毎年、地域の各少年団の子たちが一緒になってキャン

プを作り上げる中で、互いに憧れあい、良いところを

学びあって、自分たちの活動に持ち帰っています。ま

た、都内の他の地域の子たちと交流を深める中で、今

までの自分たちになかったものをつかみ取り、それぞ

れの地域に新しい「風」をもたらします。 

 指導員として参加するのは、子ども会・少年団や青

空学校などの地域活動で日頃子どもたちと一緒に活動

している高校生や20才前後の若者たちです。子どもの

誘いかけからキャンプの準備活動、キャンプ期間中、

そしてキャンプ後のフォローまでを一貫して行ないま

す。キャンプ後には地域のそれぞれの活動に戻ってい

きます。企業の行事によくある「その場限りのバイト」

の青年スタッフとは、関わり方がまったく違います。 

 多くの子ども会・少年団では、指導員や父母の中で、

キャンプ村を日常の活動と地続きの「地域の子育て活

動の一貫」と捉えています。地域に仲間を増やすため

のきっかけとして、あるいは、活動をよりよくするた

めの学びの場として、この行事を活用しています。実

際、近隣の地域の子に混ざってキャンプ村に参加した

ことがきっかけで「自分の地域にも少年団がほしい！」

と思うようになり、結団した少年団もあります。 

 もちろん、キャンプ村はキャンプ村で完結した行事

ですので、子ども会・少年団に入っていなければ参加

できないということはありませんし、キャンプに参加

したあと地域の活動に参加するかどうかも自由です。 

 地域(一中学校区程度の広さの「地域」です)の小中

学生が集まって一緒に遊んだり、行事を企画して取り

組んだりする異年齢子ども集団です。何をするかは子

どもたち自身が考え、実行します。 

 組織の運営は子どもたちが自由に、自主的に行ない、

地域の高校生以上の若者が「指導員」として活動を支

えます。指導員は子どもたちが自主的に活動するのを

見守り、遊びを盛り上げたり、危険がないよう注意し

たり、困難な状況に直面したときにアドバイスしたり、

トラブルを仲裁したりします。子どもたちと名前やあ

だ名で呼び合い、対等な関係を築いている指導員たち

は、少し年上のお兄さん・お姉さんとして子どもたち

から信頼され、憧れられています。 

 また、親は父母会を開き、子育ての願いを話し合っ

たり、子どもたちの活動をサポートします。 

みんなで楽しむことの大切さ、仲間を思いやること

の大切さ、仲間と一緒に作り上げる楽しさや意義を考

えると同時に、気楽に楽しめる子ども会活動が「少年

団」です。 

 



楽しい歌と集団あそび 

みんなで声を合わせて 

昔ながらの仲間あそび 

 歌は、学校で歌うよう

なものもいくつかありま

すが、ほとんどは過去に

指導員たちが作ってきた

オリジナルの曲です。そ

れを、指導員のギターに

あわせ、タンバリンを叩

きながらみんなで声を合

わせて歌います。 

 

当日も 

 当日は、現地までの往復のうち約9時間はバスの中

で過ごすことになります。その中で中心となるプログ

ラムは、みんなで歌うこと。バス内ゲームなどととも

に楽しい時間を過ごします。また、当日最大のイベン

トは、3 日目の夜の「大キャンプファイヤー」です。

各村が出し物を発表した後は、約400人の子ども・指

導員全員で火を囲んで、1時間近く歌います。 

 

帰ってからも 

父母の方からは、「キャンプから帰ってきたら数日

間歌ってばかりだった」「自分用のタンバリンがほし

いとねだられた」「指導員さんにあこがれてギターを

練習し始めた」といった声を毎年聞きます。 

 キャンプ村で行なうあそびは、「おにごっこ」「だる

まさんが転んだ」「どろけい」などの、体を動かす集団

ゲームです。普段、外で大人数で遊ぶことの少ない今

の子どもたちにとっては、様々な年齢の子がいっしょ

になって大勢で一つのゲームをするのは新鮮で、とて

も楽しい経験になっているようです。 

 

事前の活動で 

 事前の村会議では歌とともにあそびの時間をたくさ

んとります。初めは指導員も子どももお互いに知らな

い同士ですから、仲良くならなければ話し合いや準備

活動は実りあるものにはできません。また、初参加の

子ははじめは緊張していますから、集団ゲームで楽し

むことによって交流を深め、互いに認めあえる関係を

作る第一歩とします。 



主催 

特定非営利活動法人 東京少年少女センター 

少年少女キャンプ村事務局 

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-44-11 オフィスホワイトバーチ1F 

TEL : 03-3379-7479 / FAX : 03-3379-7027 
info@children.ne.jp  http://www.children.ne.jp/ 

 


