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１．はじめに 

2020 年に起きた新型コロナウィルス感染症によるパンデミックにより，これまでの生活

は一変し，様々な生活スタイルの制限，変更が余儀なくされた。これまで当たり前に行って

いた日常生活や人との関わりができなくなり，改めてその大事さやありがたみを感じるこ

とが数多くあった。その影響は小・中・高等学校といった学校教育の現場においても同様で

あり，登校や対面授業の禁止，学校行事の中止，クラブやサークル活動の禁止など，これま

で当たり前に行えていたことができなくなり，生徒の成長過程にとって重要な学びの機会

や経験の場にも大きな影響を与えることとなった。長野県では教育手段の一つとして，古く

から学校教育に登山が取り入れられてきたが，その学校登山についても中止が相次ぎ，パン

デミック 2 年目となる 2021 年も実施できた学校は数少ない。 

菊池（2014）によると，長野県での学校登山の発祥地は伊那谷（伊那市付近）と大町（大

町市）とされており，明治 9 年（1876 年）に寺子屋師匠那須竜洲が門弟 18 人と西駒ヶ岳

（木曽駒ケ岳）に登ったものが最も古い記録と紹介されている。明治 20 年前後から小・中

学校において，児童・生徒らの体力向上が課題とされ，体育の授業として「隊列行進」が行

われ，後に距離を伸ばした「遠行運動」に発展していった。さらに明治 20 年台後半には「遠

足」と発展し，諏訪市の守屋山や上田市の烏帽子岳を目的地とする登山を行う学校も現れ，

その後，長野県の地理的環境や自然環境という資源を活かす登山が注目され始めた。この流

れに貢献したのが長野県師範学校を卒業した教員であった。「隊列行進」や「遠行運動」と

いった体力強化のみの体育授業に疑問をもち，地理や理科教育などの博物学も取り入れた

「直感教育」を推奨する新たな教育手法が取り入れられ，団体行動を学びの場とする「徳育

教育」も相まって，現在の学校登山の原型が形作られていった。

学校登山の発展に大きく貢献した人物として渡邉敏が挙げられる（大町山岳博物館，

2020）。渡邉は東京師範学校（現筑波大学の前身のひとつ）を卒業後，仁科学校（現大町西

小学校），長野高等女学校（現長野西高等学校）の校長を歴任した。渡邉は明治 16 年（1883

年），近代黎明期初期における登山者として初めて白馬岳に登った人物であり，その後，同

じく教育者である河野齢蔵ら 3 名が白馬岳登山の様子を書物で発表したことで，白馬岳は
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日本全国で有名となり，多くの登山者を迎えることとなった。明治 35 年（1902 年），渡邉

は長野高等女学校の生徒を引率し 2 泊 3 日の戸隠山登山を行った。以降，同校では十数年

にわたり，飯縄山や北信五岳などへの学校集団登山が行われた。その主な目的は，博物学の

実地指導であったが，それに加え剛健心や困難に耐えて克服する自信などを得ることも目

的としていた。このことから，長野県における学校登山の先駆者と考えられる。

その後，長野県内で学校登山が普及していった背景には，明治政府が推し進めた富国強兵

策や 1913 年文部省（当時）が公布した「学校体操教授要目」に課外活動として登山が紹介

されたことが挙げられる。また，信州理科教育の中心人物であった河野齢蔵と矢澤米三郎ら

が，高山の動植物や岩石・鉱物などの博物学の場として，信州の山岳をフィールドとして学

術登山を盛んに行ったことも学校登山普及に大きく影響したと考えられる。

 学校登山は，このような経緯や年月を経た結果，現在でも信州の学校教育として継承され

てきた。菊池（2014）は，学校登山を「信州教育の傑作」ともよんでいる。 

学校登山に関するこれまでの研究について見てみると，大賀ほか（2018）は長野県の中

学校 2 校，高校 2 校で行われた学校登山を対象として自己効力感について調査を行い，そ

の影響は登山後，さらに登山 1 ヶ月後まで見られたと報告している。また，その要因として

「山の自然の印象」，「他者との温かいやりとり」などを挙げている。太田（2015）は高校生

の学校登山に対する意識調査を行い，学校登山の実態および課題について検討を行った。そ

の結果，男女ともに学校に対する帰属意識は高く，学校登山に対して肯定的であり，登山後

の学校登山への評価は男子よりも女子のほうが高かったとしている。また，自然に対して畏

敬の念を持ち，男子のほうがアウトドア志向であり，山を好む傾向があるともしている。今

後の学校登山の課題として，教育効果を高めるために環境教育や野外教育，キャリア教育や

安全登山の視点を取り入れ，学校登山の教育効果を再定義する必要があると報告している。 

 本研究では，これらの先行研究を踏まえ，今一度学校登山の教育効果について調査，分析

を行うことで，信州の教育にとって学校登山が担う役割や教室では得ることができない自

然の中での体験教育の有効性について検討することを目的とした。

２．研究方法 

2.1 調査対象

本研究では，2019 年 7 月 25 日~27 日に行われた，長野県立大町岳陽高校での第 4 回全

校登山に参加した 1 年生~3 年生を調査対象とした。 

大町岳陽高校は 2016 年 4 月に大町高校と大町北高校が再編統合されてできた学校であ

り，各学年学究科 2 クラス，普通科 3 クラスで生徒数はおよそ 600 人である。学校は三つ

の方針を掲げており，中でも特徴的なものとして生徒育成方針の一つに「地域の魅力を深く

理解し，地域に誇りを持てる人を育てる」，教育課程編成・実施方針の一つに「山岳都市大

町の『ヒト，モノ，環境』を活用した学校行事や実習を通じて，地域への理解を深め，郷土

愛を育みます」が挙げられている。このことから，学校が位置する自然や山岳環境について
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教育の中に盛り込むことが意図されていると考えられる。このことは，前身である大町高校

から現在まで受け継がれてきた学校行事である「全校登山」が大きく関わっているからだと

思われる。旧大町高校（現大町岳陽高校）では，1948 年（昭和 23 年）6 月に体育行事とし

て第 1 回の全校登山が始まった。同校の記念誌によると，「第 1 回全校登山は昭和二十三年

六月三，四日に実施された（鹿島槍ヶ岳四五名，白馬三十四名，蓮華七十一名，黒沢五十三

名，燕一〇〇名，烏帽子四三名，湯股水股生徒計三八名，八方尾根六二名，病気不参加一七

名）。まだ山開き前だったので，布団や枕などの荷上げも兼ねた登山であった。」（100 周年

記念誌編集委員会，2001，p.320）と紹介されている。新制高校発足を機に新しい記念行事

を議論する中提案されたものであった。その目的については「山を意識させ，強い誇りを持

たせ，あるいは山を生活にとり入れて生かし，せめて一年に一度でもいいから自然の中に寝

かせ，その息吹を感じさせ，その中から何かを得させたい」（100 周年記念誌編集委員会，

2001，p.320）というものであった。この背景には，北アルプス麓で学ぶが山に関心のない

生徒が多く，卒業後，故郷を離れた後，郷里を誇りに思う経験になってほしいという教員の

思いが伺える。また，同校誌によると「大町高校の特異性を生み出そうと一生懸命考えて，

ただ山へ登るだけではなく，それぞれの立場から，生物，地質，文学，芸術等の研究をする。

そうすれば登山が，登るだけではなく，多角的な勉強が出来，一層有意義なものになる。」

（100 周年記念誌編集委員会，2001，p.321）と紹介されており，体育授業のみならず総合

的な学習の機会にする工夫もなされていた。以降，天候不良などの中止を除けば，現在まで

毎年実施されており、70 年近くに渡る学校の伝統行事となっている。特定の学年のみ行う

学校登山は，県内の他の高校でも行われているが，全校生徒（現在 3 年生は希望者）による

全校登山を行っているのは県内でも唯一である。

第 4 回全校登山は 7 月 25・26 日の 1 泊 2 日の日程で，白馬乗鞍岳，唐松岳，五龍岳，鹿

島槍ヶ岳，燕岳，常念岳，蝶ヶ岳の 7 コースと 25～27 日の 2 泊 3 日で行う槍ヶ岳の 1 コー

スから生徒が選択するものであった。また，病気やけが，体調不良などの理由により参加困

難生徒は，7 月 26 日に日帰りで上高地散策を行った。「全校登山のしおり」によると，登山

の目的として「故郷の山を知る」，「困苦・欠乏に耐えて克己心を養う」，「共同生活の体験」

が挙げられていた。参加生徒は事前準備として，5 月に事前研修，6 月に高校から約 5 ㎞離

れた鷹狩山への訓練登山を行った。

上記の参加者のうち，3 度の調査に回答した生徒 225 名（白馬乗鞍岳：39 名，唐松岳：

41 名，五竜岳：20 名，鹿島槍ヶ岳：12 名，燕岳：33 名，常念岳：13 名，蝶ヶ岳：45 名，

槍ヶ岳：10 名，未実施：9 名）を分析の対象とした。 

2.2 調査方法 

調査方法は質問紙調査とした。調査は 1 回目を全校登山前日である，2019 年 7 月 24 日

に行われた全校集会・山別会で行い，回答後回収した。2 回目の調査については登山終了後，

高校が利用している学習支援システム（Classi）を利用して調査フォームを作成し，生徒の
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スマートフォンなどから質問への回答を求めた。3 回目の調査として，夏休み明けの授業開

始日である 8 月 23 日および 24 日に各クラスにて配布，回答後回収した。

2.3 調査内容 

調査項目については，全校登山の目的から「自己成長」，「郷土愛」，「自然観」を因子とし

て，35 項目から成る「全校登山に関する調査」用紙を作成した。尚，「自己成長」について

は梶田（2002）の自己成長性検査から項目を抜粋した。「郷土愛」，「自然観」については太

田（2015）を参考に，筆者および野外教育を専門とする大学教員およびそのゼミ生により

質問項目の検討を行った。回答については「とてもよくあてはまる」から「まったくあては

まらない」までの 6 段階で求めた。 

その他として，全校登山への期待，登山経験，自然を大事に思うかなどについて尋ね，登

山後には全校登山の感想を尋ねた。

2.4 分析方法 

得られた回答項目ごとに得点化（6 点～1 点）し，登山体験前（Pre），登山体験後（Post1），

登山体験１ヶ月後（Post2）の 3 つの調査時期を要因とする１要因分散分析を行った。その

後，その他の質問から属性による分類を行い，属性と調査時期を要因とする２要因分散分析

を行った。統計処理については IBM 社の SPSS Statistics27 を用いた。 

３．結果及び考察 

3.1 属性の結果

登山体験前（Pre）において，過去の登山回数（図１），全校登山に対する期待，自然を大

事に思う気持ちについて調査を行い，登山体験１か月後（Post2）において，全校登山の感

想について調査を行った（表１）。

図１ 登山回数とその割合
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表１ 全校登山についての質問結果

質問項目 回答 回答人数

全校登山に対する期待

（pre） 

楽しみ 91 

あまり楽しみではない 95 

楽しみではない 25 

未回答 14 

自然は大事である

（pre） 

はい 194 

わからない 27 

いいえ 2 

未回答 2 

全校登山の感想

（post2） 

良い経験であった 172 

なんとも言えない 43 

悪い経験であった 0 

未回答 10 

 登山回数については，長野県の中でも北アルプスが身近にある地域であるものの，登山経

験 0 回が 13 人（6％），1 回が 97 人（44％），2 回が 68 人（31％）であり，全体の 4 分の

3 以上を占めることがわかった。 

登山体験前（Pre）に行った調査では，全校登山に対して前向きではない生徒が半数以上

いることがわかった。また，自然を大事と考える生徒が 9 割近くいることがわかり，自然豊

かな環境で生活し，自然を身近に感じていることが推測できる。

登山体験１か月後（Post2）に行った全校登山の感想を問う調査では，全校登山の経験を

肯定的に捉えている生徒が多く，明確に否定的な回答はなかった。事前では，「あまり楽し

みではない」「楽しみではない」といったネガティブな印象を持つ生徒が多かったが，実際

に登山を終え，不安に抱えていたことが解消されたり，辛い面もあったが無事にやり遂げた

経験を通じ，良い経験として自覚していることがわかった。しかし，「なんとも言えない」

と回答している生徒も一定数いることも事実であり，全校登山の良い点悪い点について，感

想等から分析していく必要がある。

3.2 調査結果 

登山体験前（Pre），登山体験後（Post1），登山体験１か月後（Post2）の 3 回の回答を得

られた全員のデータを，因子別に調査時期を要因とする１要因分散分析を行った結果，「自

己成長（F(2,672)=0.230）」「郷土愛（F(2,672)=0.106）」「自然観（F(2,672)=0.983）」と全て

の因子において有意な結果は得られなかった（表２）。また，登山コース別に調査時期を要

因とする１要因分散分析を行ったが，有意な結果は得られなかった（表２）。

自己成長，郷土愛，自然観の平均値をみると，4 以上となっており全体的に数値が高く，
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特に自然観については値が高いことがわかった。これは，事前調査の「自然は大事である」

で多くの生徒が大事と回答していることにも関係があると考えられ，信州という自然豊か

な環境で生活していることが影響していると考えられる。

表２ 全体及び登山コース別の結果一覧

3.3 属性別の比較 

 表１の結果から回答別に群分けを行い，調査時期と群間の２要因分散分析を行った。

「自然は大事である」については回答に偏りがあったため実施しなかった。

269

瀧・濱谷



表３は，事前の全校登山に対する期待についての分析結果である。調査時期において有

意な結果が得られていないため，交互作用はみられなかったものの，群間には有意差がみ

られた。多重比較の結果においても，「楽しみ」「あまり楽しみではない」「楽しみではな

い」の全ての比較において有意な結果が得られた。平均値をみると，全校登山を肯定的に

捉えている「楽しみ」の値が高く，次いで「あまり楽しみではない」，「楽しみではない」

と数値が低くなっていることがわかる。 

 

表３ 登山実施前の期待別の比較 

 
 

 次に，事後に行った全校登山の感想について，分析を行った（表４）。やはり調査時期

に有意な結果が得られていないため交互作用は認められなかったが，群間に有意な結果を

得ることができた。全校登山を肯定的に捉えた「良い体験であった」の方が「なんとも言

えない」より平均値が高いことがわかった。 

 

表４ 登山実施後の感想別の比較 

 
  

これらの結果から，全校登山に対して前向きであったり，登山を終え良い体験だと捉え

ている生徒ほど，「自己成長」「郷土愛」「自然観」の全ての因子において有意に高いとい

うことがわかった。 

 

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 調査時期 群間 交互作用

楽しみ 91 4.55 0.60 4.47 0.62 4.49 0.55

あまり楽しみではない 95 4.23 0.53 4.19 0.57 4.22 0.52

楽しみではない 25 3.87 0.74 3.93 0.85 3.95 0.73

楽しみ 91 4.76 1.04 4.74 1.05 4.67 0.99

あまり楽しみではない 95 4.27 0.88 4.23 0.90 4.36 0.89

楽しみではない 25 3.70 1.12 3.72 1.19 3.66 1.07

楽しみ 91 5.30 0.82 5.34 0.80 5.27 0.82

あまり楽しみではない 95 4.89 0.86 4.97 0.97 5.05 0.84

楽しみではない 25 3.97 1.14 4.43 1.21 4.36 1.12

F値(η2)

自己成長
0.56

(0.00)
34.57***
（0.10）  1

0.16
(0.00)

全校登山への期待 N
pre post1 post2

郷土愛
0.01

（0.00）
36.51***
(0.11)  1

0.32
(0.00)

自然観
2.01

（0.01）
41.51***
(0.12)  1

0.94
(0.01)

***p<.001

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 調査時期 群間

良い体験だった 172 4.42 0.60 4.40 0.60 4.41 0.54

なんとも言えない 43 3.95 0.61 3.86 0.67 3.89 0.57

良い体験だった 172 4.55 1.01 4.56 1.00 4.58 0.94

なんとも言えない 43 3.69 0.94 3.61 0.96 3.70 0.92

良い体験だった 172 5.11 0.82 5.25 0.80 5.26 0.75

なんとも言えない 43 4.26 1.20 4.28 1.22 4.28 1.03
自然観

全校登山の感想 N

***p<.001

pre post1 post2

自己成長

郷土愛

F値(η2)

交互作用

0.26
(0.00)

0.15
（0.00）

0.17
(0.00)

0.08
(0.00)

0.25
(0.00)

0.37
（0.00）

78.44***
（0.11）  1

86.69***
(0.12)   1

116.87***
(0.16)  1
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４ まとめ 

 本研究は，信州で行われている自然の中での体験教育の有効性について検討することを

目的に，学校登山の教育効果について調査・分析を行った。

その結果，学校登山の前後で変化をみることはできず，登山実施後も大きな変化が無い

ことがわかった。また，全校登山に対して前向きであったり，登山を良い体験だと捉えて

いるものほど，「自己成長」「郷土愛」「自然観」の全ての因子において有意に高いというこ

とがわかった。

今回の調査では，全校登山を行った生徒が 400 名ほどいたものの登山終了後に夏休みと

なったこともあり，登山体験（Post1）調査に協力してくれた生徒がおよそ半数の人数と

なった。そのため，さらに調査方法を改善，継続し，3 回を通しての調査についてより全

数に近いデータ収集を行い，分析を行うことが必要である。また，このような結果が得ら

れた要因を分析するため，感想文を分析し，さらに追跡して調査を行う必要がある。さら

に，否定的な印象，感想をもつものも一定数おり，「自己成長」「郷土愛」「自然観」の数

値も低いことから，その理由を詳しく分析することで，学校登山のマイナスとなっている

点を明らかにすることができると考える。伝統ある信州ならではの自然を生かした活動で

ある学校登山を今後も継続，より広く普及していくため，その教育的効果についてさらに

追及していく必要がある。
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