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はじめに

　現在、我が国の大学で初年次教育における合宿形式で
の研修がどの程度行われているかは定かではないが、多
くの大学で実施されているようである。それらは、大学
進学という環境の変化に伴い生じることが危惧される生
活リズムの乱れや学習意欲の低下を予防し、新入生が大
学・学部で学ぶ意義を理解することや、学生間の交流を
通じて人間関係を構築することを目的としていることが
多い。帝京大学教育学部初等教育学科初等教育コース
（以下「初等教育コース」と略す）においても、2012 年
度以来、初年次教育の一環として、新入生合宿研修を実
施しており、2013 年度で 2回目となる。当該合宿研修
の目的は、2012 年度に引き続き 13 年度においても、
「教育学部初等教育コースの全での新入生が、より良い
大学生活をスタートできるようにする」、「教育学部及び
初等教育コースで学ぶ意義について考え、より良い学生
生活を送るための知見を得る」、「クラス内及びコース内
の学生相互の交流を深めると同時に教員との親睦を図
り、人間関係構築に貢献できるようにする」の 3点を設
定し、それら目的を達成するために、次章の「新入生研

修の概要」で述べるように、ミニレクチャー、ディスカ
ッション、アイスブレイク、レクリエーションを行っ
た。
　初年次教育における合宿形式での研修を実施している
大学が多くある一方で、それらの実践をまとめた研究は
少ない。また、実践の成果を実証的に検討したものはさ
らに少なく、検討していたとしても調査設計を考慮して
いていないものが散見される。さらに、前回の報告で梅
澤・佐藤（2013）が指摘しているように、合宿研修のア
ウトプットレベルまで含めた検証は皆無に等しいであろ
う。そこで、本稿では、2013 年度の初等教育コース新
入生合宿研修の報告を行うとともに、当該合宿研修の初
年次教育としての効果を実証的に検討することを目的と
する。
　その実証的検討に先立ち、検討に必要な概念と理論的
な枠組みを整理しておく必要がある。
　新入生合宿研修もその一つとして含まれる初年次教育
を厳密に定義するのは難しいが、「高校から大学への円
滑な移行を図る」という点では共通しているだろう。こ
れを心理学的に捉え直せば、「大学生活や学習への適応
を促す」となる。そして、この捉え直しが適切であれ
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要　約

　本稿では、2013 年度に実施された帝京大学教育学部初等教育学科初等教育コース新入生合宿研修の
意義と効果について、適応感にもとづいて検討した。まず、初年次教育およびその一環として行われる
新入生合宿研修の目的を学校適応感の形成と捉えることの意義について論考した。つづいて、2013 年
度の新入生合宿研修の概要について報告した。そして、研究 1において、参加した新入生が当該合宿研
修に対して、いかなる目的を設定し、意義を見出したかを検討するとともに、合宿研修の内容とそれら
目的・意義との関係について検討した。その結果、参加した新入生の多くが、一部を除き、合宿の主催
者・企画者が意図した目的を共有し、それら目的を達成していることが明らかになった。それは特に
「同学年の人間関係の構築」において顕著であった。また、「仲間作り」を中心として、合宿内容が合宿
の目的と適切に対応していることも示唆された。研究 2においては、当該合宿研修が、大学への適応感
のうち「被信頼・受容感」を高めることが確認された。それは、参加した新入生が、合宿研修に対して
「同学年の人間関係の構築」に強い意義を感じたためであろうと推測された。
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ば、初年次教育の一環として位置づけられる新入生合宿
研修の目的もまた、新たに進学してきた学生の大学生活
への適応を促進することと言えよう。この適応
（adjustment）という概念は、学問分野によって意味合
いが異なるが、心理学分野では、個人と環境とのあいだ
に調和あるいは満足すべき関係を保つことをいう。そし
て、適応行動がうまくいかず、情緒不安定や反社会的行
動など心身に好ましくない状態を招くことを不適応とい
う（詫摩，1981）。このように心理学における適応とい
う概念は、単に個人の行動が環境と適合している状態を
指すのではなく、それに伴い派生する主観的な認知や感
情、評価を含んだ状態であることから、「適応」という
より「適応感」（Subjective Adjustment）といった方が
適切であろう。
　生徒・学生の学校に対する適応感、すなわち学校適応
感（Subjective Adjustment to School）についての多く
の研究では、友人関係や教師との関係、学業成績を測定
し、それらが良好であれば良適応状態と考えるという暗
黙の前提がある。つまり、個人の行動が環境に適合して
いる状態であれば、生徒・学生の適応感も向上する、と
いうように考えるのである。しかし、たとえば、学業成
績が良好でなくとも適応状態の生徒・学生は多い。ま
た、友人関係が良好であっても不適応に陥る生徒・学生
もいる。この点について、大久保（2005）は、友人関係
や教師との関係、学業成績などは学校適応感そのものと
いうより、学校適応感に影響を与える要素であると考
え、それら要素が学校適応感に与える影響の構造は学校
という環境とそれに適応しようとする生徒・学生といっ
た個人の欲求や特性によって異なるので、学校適応感を
考える際には、個人が環境に適合しているという感覚を
基準にしなければならないと提唱している。そして、大
久保（2005）は、従来の対人関係や学業の集合体ではな
く、生徒・学生自身が所属する学校環境に適合している
か否かの内的基準に基づく尺度として、「青年用適応感
尺度」を開発している。作成された尺度の因子分析の結
果からは、従来の学校適応尺度とは異なる「居心地の良
さの感覚」、「課題・目的の存在」、「被信頼・受容感」、
「劣等感の無さ」の 4因子が抽出され、信頼性と妥当性
が確認されている。このことは、従来から検討されてき
た行動レベルでの適応状態と、その環境の中にいる個人
が抱く主観レベルでの適応感が異なることを示してい
る。
　以上のことから、初年次教育およびその一環である新
入生合宿研修の目的を学校適応感の向上と考えることに
大きな問題はないであろう。一方、初等教育コースの新
入生合宿研修もそうであるが、初年次教育における合宿

形式での研修には、研修自体の目的がある。それらの多
くは、大学で学ぶことの意義の理解や人間関係の構築な
ど、いずれも学校適応感を向上するために必要な構成要
素になっている。このことは、学校適応感の向上を初年
次教育の上位目標とすれば、新入生合宿研修で掲げられ
る目的をその目標を具体的に実現していくための下位目
標として位置づけることができるだろう。そして、合宿
研修では、そこで行われるディスカッションやリクリエ
ーションを通じて、これら下位の目標を達成すること
で、初年次教育の目標のである大学適応感の向上に寄与
することができるであろう。
　このように考えれば、新入生合宿研修において達成し
たい目的を整理でき、合宿研修が掲げる目的がどの程度
達成できたのかを測定する尺度も構成することが可能に
なる。しかし、現在のところ、初年次教育における合宿
形式での研修の効果を測定する尺度は、管見の限り、わ
が国には存在しないようである。したがって、合宿研修
の効果を検討するためにも効果測定のための尺度構成が
必要であるが、その尺度構成にあたって留意しなければ
ならない点がある。それは、新入生合宿研修の主催者や
企画者側が設定した合宿研修の目的が、必ずしもその参
加者である新入生に明確に認識されているとは限らず、
さらには合宿研修の目的を彼ら自身が作り上げている可
能性さえあるということである。したがって、合宿研修
の効果を検討するためには、新入生合宿研修の目的から
主催者・企画者が演繹的に導出した各項目を新入生にチ
ェックさせるのではなく、それらを通じて彼らがもつ合
宿研修の目的や意義についての認知構造を把握し、その
構造にもとづいて尺度を構成した上で、その尺度と主催
者・企画者側が意図した目的とを照合しながら検討する
必要がある。
　以上のことから、本稿では、2013 年度に開催された
初等教育コースの新入生合宿研修の報告として、まず合
宿研修の実施内容の概要を述べ、つづいてその効果測定
の分析結果について説明する。効果測定は、研究 1とし
て、当該合宿研修が掲げる目的について参加新入生の認
知構造を検討し、新入生合宿研修の効果を測定するため
の尺度を作成し、その尺度を用いて彼らがどの程度合宿
研修の目的を達成できたかを検証する。つづいて研究 2
として、前述した「青年用適応感尺度」を用いて合宿研
修前後における初等教育コースの新入生全体の学校適応
感の変化を検討することに加え、研究 1で作成した尺度
を用いて合宿研修で目的を達成できたと認知した合宿参
加者新入生と達成できなかったと認知したそれとに群分
けをして同様の変化を測定することで、当該合宿研修が
どの程度、学校適応感の向上に貢献できたかを検討す
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る。

新入生合宿研修の概要

2013 年度初等教育コース新入生合宿研修の概要
　今年度の初等教育コース新入生合宿研修は、2013 年 5
月 25 日から 26 日の 1泊 2日で、ライフデザイン演習Ⅰ
（一年次必修科目）の授業の一環として行ったため、原
則として新入生は全員参加であった。場所は山梨県南都
留郡富士河口湖町の西湖の畔にあるホテル「くわるび」
を会場とした。なお、本ホテルには大研修室（200 名以
上収容）と小研修室（30 名収容。分割して最大 18
室）、体育館を備えており、各種学校の合宿によく利用
されている施設であった。

　2013 年度合宿研修を実施するにあたり、初等教育コ
ースの教員は、2012 年度の秋より準備委員会を立ち上
げ、新一年生の担任予定の教員主導のもと、コーディネ
ーターとして合宿に参加する新 2年生の学生たちと共に
研修の立案・準備などの作業を行った。
　当日参加した学生・教員の総数は、表 1の通りであ
った。また、合宿研修のスケジュールは、表 2の通り
であった。図 1に合宿研修の様子を示す。
　2013 年度の合宿研修は前年度を踏襲し、新入生と教
員のほかに上級生が各種研修のコーディネーターとして
合宿研修に参加した。新入生で欠席した学生が若干いた
ものの、ほぼ全ての新入生が合宿研修に参加した。また
教員も初等教育学科長をはじめ、ライフデザイン演習担
任、担任外の初等教育コース所属の教員も参加した。コ
ーディネーターの 2年生の合宿における役目は研修の運
営と教員のサポートであったが、各種研修や夜の親睦会
などを通して、新入生との交流を深めた。

合宿 1日目の内容
　1日目は帝京大学教育学部初等教育学科・学科長の
話、パネル・ディスカッション、グループ・ディスカッ
ション、アイスブレイクの 4つの研修を実施した。
　学科長によるミニレクチャーでは、大学での学びにつ
いて丁寧な説明があった。その中で、新しい時代の学力
として教育現場で求められている力や本学の教育理念で
ある「自分流」を引き合いに出しながら、初等教育学科

表 1　2013 年度新入生合宿研修参加者の人数・内訳
参加者 人数 備考
新入生 172 欠席者 3名
上級生 18 教育学部 2年生（自主学習サーク

ル所属、手話サークル 2名（聴覚
に障害がある学生の補助））

教員 11 初等教育学科長、ライフデザイン
演習担当教員、その他の初等教育
学科初等教育コース所属教員

看護師 1 八王子キャンパス診療所より
計 202

表 2　2013 年度新入生合宿研修のスケジュール
《1日目》 2013 年 5 月 25 日（土）

10:45 集合 帝京大学八王子キャンパス MELIC1 階入
口前広場

11:00 出発 大学 ~八王子 IC~中央高速道路~河口湖
IC~くるわび

14:00 開会式 1F 研修室「紅葉」
（1）開会の言葉
（2）ミニレクチャー（清水静海 初等教育学科長）
（3）上級生代表挨拶

14:30 研修 1 1F 研修室「紅葉」
（1）パネル・ディスカッション
（2）グループ・ディスカッション
研修 1後半 ※ 1F研修室「紅葉」

17:00 チェック
18:00 夕食 1F 食堂
19:10 研修 2

（1）アイスブレイク 1 階研修室「紅葉」
21:30 自由懇談・自由時間
23:30 就寝（消灯）

《2日目》 2013 年 5 月 26 日（日）
7:00 起床 ゴミまとめ・荷物の整理
8:00 朝食 1F 食堂集合 ※ビュッフェ形式（クラスご

とに集合）
9:00 チェックアウト、バスへの荷物搬入
9:30 研修 3 体育館

（1）レクリエーション「大縄跳び」
11:00 振り返り・閉会式 体育館

（1）アンケート
（2）講評
（3）実行委員長の言葉 /終わりの言葉

11:30 昼食
12:15 くるわび出発
12:30 研修 4

（1）青木が原トレッキング
（2）風穴見学

14:30 現地出発
16:45 大学到着（八王子駅、高幡不動駅で途中下車可

能）
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における実り多い学びを学生たちが実現できるよう語っ
た。その話を受けて学生たちは、教育に関する今日的な
考え方や学問に対する心構え、大学での学び方といった
ことを理解し、今後の自分の 4年間の大学での学びにつ
いて考えるきっかけを得た。学生たちの中には熱心にメ
モを取りながら話を聴く学生も見られた。
　パネル・ディスカッションではライフデザイン演習の
担当教員一名がコーディネーターとして運営をし、パネ
ラーは上級生が務めた。パネラーとなった上級生は、自
身の大学生活を踏まえた上で、大学での学びや教育学部
の学生としての生活についての留意点や現状について話
をした。その後、テーマを決めて公開討論会式に議論を
進めた。
　このパネル・ディスカッションでは、大学での学び方
（レポートやパワーポイントの作成の留意点）やサーク
ル活動、アルバイトなど多岐に渡る話がなされた。全て
の話が上級生の実体験に基づいた話だったため、新入生
にとっては身近な話であり、すぐに大学生活で生かせる
内容も多くあった。
　パネル・ディスカッション後に行われたグループ・デ
ィスカッションは、「現状の自分にできていないことを
想起し、その改善策を考え、すぐに実行できるようにす
ること」を意図して実施された。この活動ではクラスを
Aと Bグループに分け、他人の意見を聴きながら、自
分たちのグループの考えを練り上げていった。なお、各
グループにはコーディネーターとして上級生が 1名ずつ
入って話を進めていった。
　話し合いの当初はなかなか意見が出にくい雰囲気があ
り、グループによってはコーディネーターが苦心して話
を進める姿が見られた。徐々に意見が出やすい場が整っ
てくると新入生たちの中から活発に考えの交流がなされ
た。
　グループ・ディスカッションの前半ではそれぞれのグ

ループごとの協議が行われ、後半は各グループで話され
たことを全体の場で共有する機会が設けられた。学生た
ちには、自分たちの身近な問題についての具体的な改善
策を考え、明日からすぐに活用していく意欲が見られ
た。また、グループでの話し合いの進め方についても理
解がなされた。
　アイスブレイクでは、7クラス合同でクラスごとに予
めライフデザイン演習の時間を活用して考えてきた内容
を運営した。どのクラスが考えてきたアイスブレイクも
盛り上がり、違うクラスの学生同士の交流もなされた。
いずれも終始賑やかな雰囲気の中で展開されていた。
　事前の各クラスの授業でレクリエーションとアイスブ
レイクの違いについて講義を受けてきた学生たちであっ
たが、盛り上がり過ぎて途中から羽目を外す場面が見ら
れた。この点については、アイスブレイクと本合宿の趣
旨について再度学生たちに考えさせる場面をつくった。

合宿 2日目の内容
　2日目は、レクリエーションとしてクラス対抗長縄跳
び大会と青木が原トレッキングの 2つの研修を実施し
た。
　クラス対抗長縄跳び大会はホテルの体育館でライフデ
ザイン演習 7クラスと教員・上級生合同チームの計 8グ
ループが参加し、長縄の集団跳びの連続跳躍回数で競わ
れた。
　どのクラスも誰が縄の回し手をやるのか、どのように
声を出すのか、どのように並ぶのかといった点について
自分たちで話し合い、それから練習を行った。学生たち
は熱心に声を掛けあいながら長縄の集団跳びに取り組ん
だ。本番では体育館中が熱気に包まれ、上着を脱ぐ学生
の姿が多く見られた。結果として勝敗がついたが、どの
クラスの学生たちも達成感を味わい、親睦も深まった。
　青木が原トレッキングは本合宿の最後の研修である。

研修 1（パネル・ディスカッション）
図 1　各研修の様子

研修 4（長縄跳び）
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これまでの合宿を通して、すでに人間関係を築けた学生
たちは小グループごとに活動を行った。トレッキングの
コースは富士の野鳥の森公園を出発し、青木が原を散策
し、富士の風穴を目指すという内容であった。
　一グループずつ時間差を設けて野鳥の森を出発した。
青木が原のトレッキングは 30 ～ 40 分程度であったが、
学生たちにとっては想像していた以上に長く感じ、疲れ
た表情を浮かべゴールの富士の風穴入口に到着したもの
が多かった。そして、富士の風穴入口に到着したグルー
プは休息をとり、風穴の中を散策した。
　青木が原トレッキングでは久しぶりに大自然を歩いた
学生も多く、思い思いにこの活動に参加した様子が見ら
れた。当日は天候に恵まれたということもあり、どの学
生も気持ちよくトレッキングを行うことができた。
　二日間を通して、新入生たちは大学で学んでいくため
のポイントや同級生、上級生、教員との人間関係を築く
ことができた。学生たちは行きよりも帰りのほうが打ち
解けており、和やかな雰囲気を築くことができていた。
準備と運営を任されていた上級生たちも新入生と同じく
達成感を味わい大学に戻ってきた。

研究 1

目的
　研究 1では、梅澤・佐藤（2013）が 2012 年度に実施
した新入生合宿研修のアンケート調査等に基づいて新た
に作成した質問紙を当該合宿研修に参加した新入生に実
施することで、①参加新入生が当該合宿研修の目的や意
義をどのように認知しているか、②その目的をどの程度
達成したと感じ、いかなる意義を見出したか、③それら
目的や意義にいかなる研修内容がどの程度寄与したかに
ついて検討する。

方法
　調査対象　新入生合宿研修に参加した帝京大学教育学
部初等教育学科初等教育コース 1年生 172 名であった。
そのうち男性は 98 名、女性は 70 名、不明は 4名であっ
た。
　調査日時・場所　合宿日程 2日目の研修 3「長縄跳び
が終了した後（2013 年 5 月 26 日の午後 10 時頃）、合宿
を開催した施設内の体育館にて、自記式集合調査で実施
した。質問紙の実施に要した時間は約 10 ～ 15 分程度で
あった。
　質問紙　新入生合宿研修における目的が達成されたか
どうか、すなわち合宿研修の効果についての質問項目
（以後「合宿研修効果調査」、略して「効果調査」と言

う）は、梅澤・佐藤（2012）および他大学で実施された
アンケート（仲間・上間・西岡・片岡 , 2010）等を参考
にしつつ、表 3に示す 21 項目を作成した。また、合宿
研修における内容やイベントに対して参加学生が感じた
意義、参加態度、感想についての質問項目（以後「合宿
研修課題調査」、略して「課題調査」と言う）も、梅
澤・佐藤（2012）を参考にしつつ、2013 年度の合宿研
修の内容にもとづいて、表 2のような 14 項目を作成し
た。評定尺度は、両者とも「とてもそう思う」（4点）
～「まったくそう思わない」（1点）の 4件法であっ
た。なお、当該合宿研修では、研修 4として青木が原ト
レッキングが設定されていたが、合宿研修のスケジュー
ル上、アンケート調査をその前に実施しなければならな
かったため、本調査の対象から除外せざるをえなかっ
た。

結果と考察
　基本統計量　効果調査と課題調査における各項目の平
均（M）および標準偏差（SD）は、表 3と表 4の通り
である。評価尺度でいう「ややそう思う」（3点）以下
は、効果調査では「担任教員以外とのコミュニケーショ
ンを深めることができた」のような同学年・同級生以外
との人間関係の構築に関する項目や「これからの大学生
生活で不安だったことが解消された」などの大学生活へ
の不安・自信のなさに関する項目、課題調査では「自身
が上級性になったときに新入生合宿のボランティアに参
加したい」だけであった。両調査ともに、その他の質問
項目は評価尺度が 3点以上であったことから、おおよそ
合宿研修の目的は達成され、参加新入生も意義を感じた
ことが示唆される。
　効果調査の因子分析　効果調査で用いた質問項目は、
本合宿研修の目的に沿うよう作成したものであるが、前
述したように、参加新入生が認知する当該合宿研修の目
的・意義と異なる可能性もある。よって、彼らが認知す
る当該合宿研修の目的・意義の構造を明らかにする必要
がある。そこで、効果調査 21 項目に対して因子分析
（最尤法、Promax 回転）を行った。その結果、item2_2
「初等教育学科で学ぶ意義を感じることができた」の因
子負荷量が絶対値 0.4 以下であった。そこで、この質問
項目を除外した 20 項目について再度因子分析（最尤
法、Promax 回転）を行ったところ、4因子が抽出され
た。その結果を表 5に示す。第 1因子は、「将来就きた
い職業（教師など）に対する意欲が高まった」、「大学で
多くのことを学びたいと思うようになった」などに対応
した項目からなっているので、「卒業後および今後の学
生生活の知見」と解釈した。第 2因子は、「これからも



─ 222 ─

山村 豊・成家 篤史：初年次教育における合宿研修の効果

仲間と関わっていきたいと感じた」、「これからもクラス
メートと関わっていく自信がついた」など、クラスメー
トや同じ学年の参加学生に限られてはいるものの、合宿
研修のもう一つの目標であるに対応した項目からなって
いることから、「同学年との人間関係の構築」と解釈し
た。第 3因子は、「担任教員とのコミュニケーションを
深めることができた」など、教員や合宿に参加した上級
生との人間関係の構築に関わる項目からなっていること
から、「同学年以外との人間関係の構築」と解釈した。
第 4因子は、「大学でうまくやっていける自信がつい
た」など、大学生活についての自信や安心に関わる項目
からなっているので、「大学生活への自信」と解釈し
た。以上の 4因子のうち、第 1因子は合宿研修の目的の
うち「よい学生生活の送るための知見を得る」に対応し
ているといえよう。第 2、第 3因子は合宿研修の目的の
「親睦を図り、人間関係を構築する」に対応する。そし
て、第 4因子は、他の 3つの因子との因子間相関が高い
ことや、因子の内容から、他の因子よりも上位因子であ
る可能性も考えられる。なお、合宿研修の目的のうちの
「教育学部・初等コースで学ぶことの意義を学ぶ」につ
ては、item2_1「教育学部で学ぶ意義を感じることがで

きた」が第 1因子に高く負荷し、item2_2「初等教育学
科で学ぶ意義を感じることができた」の因子負荷量が低
かったなどのため、独立した因子として抽出されるに至
らなかった。ここで抽出された因子をもとに作成した尺
度を、暫定的に「新入生合宿研修効果尺度」とし、以後
の分析で用いることとする。なお、この尺度は、この時
点で信頼性も妥当性も検討しているわけではないことを
付記しておく。
　つづいて、参加新入生が認知した当該合宿研修の目的
を、どの程度達成したと感じ、いかなる意義を見出した
かについて検討するため、新入生合宿研修効果尺度の下
位尺度得点について、平均と標準偏差を算出した。その
結果、表 6のようになった。第 3因子の「同学年以外
との人間関係の構築」尺度得点が若干低いが、すべての
下位尺度得点が 4段階評定の中央である 2.5 点を超え
た。特に、他の下位尺度の中核となると考えられる第 4
因子の「大学生活への自信」尺度得点が最も高いことか
ら、参加学生たちの多くは当該合宿研修の目的のうち、
「よい学生生活を送るための知見を得る」、「親睦を図
り、人間関係を構築する」を達成したと感じていること
ができる。

表 3　合宿研修効果調査項目の基本統計量
No. item N M SD

item2_1 教育学部で学ぶ意義を感じることができた。 172 3.378 0.623
item2_2 初等教育学科で学ぶ意義を感じることができた。 172 3.401 0.664
item2_3 将来就きたい職業（教師など）に対する意欲が高まった。 172 3.378 0.694
item2_4 大学で多くのことを学びたいと思うようになった。 172 3.378 0.669
item2_5 自分が将来就きたい職業が明確になった。 172 3.337 0.735
item2_6 大学生活での自分なりの目標をもつことができた。 172 3.326 0.716
item2_7 学生生活で気をつけることが分かった。 172 3.622 0.574
item2_8 大学 4年間の学生生活が具体的にイメージできた。 172 3.029 0.745
item2_9 高校と大学の学生生活の違いについて理解できた。 172 3.285 0.705
item2_10 これからの大学生生活で不安だったことが解消された。 172 2.843 0.720
item2_11 大学でうまくやっていける自信がついた。 172 2.849 0.701
item2_12 これから心地よく大学生活を送れそうだと感じた。 172 3.180 0.707
item2_13 新しい仲間を増やすことができた。 172 3.622 0.543
item2_14 クラスメートとのコミュニケーションを深めることができた。 172 3.692 0.511
item2_15 クラスメート以外の 1年生とのコミュニケーションを深めることができた。 172 3.256 0.790
item2_16 上級生とのコミュニケーションを深めることができた。 172 2.837 0.863
item2_17 担任教員とのコミュニケーションを深めることができた。 172 3.157 0.775
item2_18 担任教員以外とのコミュニケーションを深めることができた。 172 2.634 0.844
item2_19 仲間の新しい部分を発見することができた。 172 3.378 0.677
item2_20 これからも仲間と関わっていきたいと感じた。 172 3.570 0.563
item2_21 これからもクラスメートと関わっていく自信がついた。 172 3.541 0.596
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表 5　合宿研修効果調査項目の因子分析
No. item factor1 factor2 factor3 factor4

item2_3 将来就きたい職業（教師など）に対する意欲が高まった。 0.887 -0.095 0.017 -0.038
item2_4 大学で多くのことを学びたいと思うようになった。 0.835 0.052 0.017 -0.076
item2_1 教育学部で学ぶ意義を感じることができた。 0.794 0.034 -0.094 0.053
item2_5 自分が将来就きたい職業が明確になった。 0.660 0.112 -0.140 0.092
item2_7 学生生活で気をつけることが分かった。 0.545 0.112 0.172 -0.153
item2_6 大学生活での自分なりの目標をもつことができた。 0.515 0.004 0.132 0.121
item2_8 大学 4年間の学生生活が具体的にイメージできた。 0.424 0.052 0.025 0.259
item2_9 高校と大学の学生生活の違いについて理解できた。 0.407 -0.026 -0.030 0.219
item2_20 これからも仲間と関わっていきたいと感じた。 -0.014 0.891 -0.080 0.042
item2_21 これからもクラスメートと関わっていく自信がついた。 -0.016 0.886 -0.048 0.055
item2_14 クラスメートとのコミュニケーションを深めることができた。 0.071 0.851 -0.073 -0.111
item2_13 新しい仲間を増やすことができた。 0.088 0.712 0.009 -0.015
item2_19 仲間の新しい部分を発見することができた。 0.103 0.591 0.225 -0.028
item2_15 クラスメート以外の 1年生とのコミュニケーションを深めることができた。 -0.133 0.491 0.142 0.199
item2_17 担任教員とのコミュニケーションを深めることができた。 0.089 0.064 0.813 -0.148
item2_18 担任教員以外とのコミュニケーションを深めることができた。 -0.196 0.034 0.786 0.154
item2_16 上級生とのコミュニケーションを深めることができた。 0.121 -0.134 0.574 0.062
item2_11 大学でうまくやっていける自信がついた。 -0.012 0.032 0.018 0.858
item2_12 これから心地よく大学生活を送れそうだと感じた。 0.013 0.183 -0.021 0.683
item2_10 これからの大学生生活で不安だったことが解消された。 0.307 -0.195 0.068 0.558

factor1 ─ 0.550 0.394 0.555
factor2 ─ 0.487 0.526
factor3 ─ 0.525
factor4 ─

表 4　合宿研修課題調査項目の基本統計量
No. item N M SD

item3_1 研修 1の第 1部（上級生によるパネルディスカッション）は有意義だった。 172 3.33 0.68
item3_2 研修 1の第 1部（上級生によるパネルディスカッション）に関心がもてた。 172 3.37 0.66
item3_3 研修 1の第 2部（クラス内でのグループディスカッション）は有意義だった。 171 3.23 0.77

item3_4 研修 1の第 2部（クラス内でのグループディスカッション）では積極的に議論に参加
できた。 172 3.18 0.76

item3_5 研修 2（仲間作り）は有意義だった。 169 3.45 0.69

item3_6 研修 2（仲間作り）での自クラスでの発表（活動をさせる場面）では積極的に参加で
きた。 171 3.30 0.68

item3_7 研修 2（仲間作り）での他クラスが提案した活動に積極的に参加できた。 172 3.42 0.61
item3_8 研修 2の後の自由懇談は有意義だった。 172 3.33 0.69
item3_9 研修 3（大縄跳び）は有意義だった。 172 3.44 0.76
item3_10 研修 3（大縄跳び）では、積極的に参加できた。 172 2.57 0.67
item3_11 自由時間は有意義だった。 172 2.59 0.63
item3_12 新入生合宿は楽しかった。 172 3.63 0.64
item3_13 来年の新入生にお薦めしたい。 172 3.47 0.75
item3_14 自身が上級生になったときに新入生合宿のボランティアに参加したい。 172 3.82 1.00
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　課題調査のクラスター分析　課題調査 14 項目に対し
てクラスター分析（Word 法・平方ユークリッド距離）
を行ったところ、図 2に示すように 4クラスターに分
類できた。第 1クラスターは、item3_3「研修 1の第 1
部（上級生によるパネルディスカッション）は有意義だ
った」、item3_2「研修 1の第 1部（上級生によるパネル
ディスカッション）に関心がもてた」の 2項目から構成
されているので、「パネル・ディスカッションに対する
意義と関心」に関するクラスターであると解釈できる。
第 2クラスターは、item3_3「研修 1の第 2部（クラス
内でのグループディスカッション）は有意義だった」と
item3_4「研修 1の第 2部（クラス内でのグループディ
スカッション）では積極的に議論に参加できた」の 2項
目から構成されているので「クラス内でのグループ・デ
ィスカッションに対する意義と参加」に関するクラスタ
ーであると解釈でき、第 3クラスターは item3_6「研修
2（仲間作り）での自クラスでの発表（活動をさせる場
面）では積極的に参加できた」と item3_7「研修 2（仲
間作り）での他クラスが提示した活動に積極的に参加で
きた」、item3_5「研修 2（仲間作り）は有意義だった」
の 3項目から構成されているので「仲間づくりへの参加
と意義」に関するクラスター、第 4クラスターは
item3_9「研修 3（大縄跳び）は有意義だった」と
item3_10「研修 3（大縄跳び）では、積極的に参加でき
た」の 2項目から構成されているので「大縄跳びへの参
加と意義」に関するクラスター、第 5クラスターは
item3_8「研修 2の後の自由懇談は有意義だった」と
item3_11「自由時間は有意義だった」の 2項目から構成
されているので「自由時間の意義」とそれぞれ解釈でき
る。それぞれのクラスターとして分類された質問項目の
平均得点とその標準偏差を算出したところ、表 7のよ
うになった。すべてのクラスターにおいて得点 3を上回
っていることから、参加学生の多くが、すべての研修内
容について比較的強い意義を感じ、積極的に参加したこ
とを示唆している。
　最後に、クラスター分析を行った研修内容が、当該合
宿研修の目的や意義にどの程度寄与したかについて検討
するため、新入生合宿研修効果尺度を構成する 4つの下
位尺度得点を目的（従属）変数、課題調査の 5クラスタ
ーの得点を予測（独立）変数とする強制投入法による重
回帰分析を行った。その結果を表 8に示す。新入生合
宿研修効果尺度の第 1因子である「卒業後および今後の
学生生活の知見」尺度については、課題調査の第 1、第
2、第 3クラスターとの標準偏回帰係数が高かった。合
宿研修参加新入生が、上級生のパネル・ディスカッショ
ンやその後のクラス内でのグループ・ディスカッショ

ン、さらに仲間づくりを通じて、今後の学生生活につい
ての知見を得たと感じたことが示唆される。第 2因子で
ある「同学年との人間関係の構築」尺度については第 3
と第 5クラスターとの標準偏回帰係数が高かったことか
ら、仲間づくりや自由時間を通じて、参加者どうしが親
睦を深めたと考えられる。また、第 3因子である「同学
年以外との人間関係の構築」尺度については第 3カテゴ
リーとの相関が最も高かったが、全体としてクラスター
との標準偏回帰係数が低かった。また、重相関係数の数
値も極めて低かった。回帰式全体の有意性の検定が 0.1
％水準で有意であったこと、また第 3因子の尺度得点が
他の尺度得点と比べて低いことを勘案すると、当該合宿
研修の内容が参加学生と教員・上級生との人間関係の構
築を促進できなかったと考えられる。一方、第 4因子で
ある「大学生活への自信」尺度は、第 4と第 5カテゴリ
ーのとの相関が高かった。このことから、自由時間で同
級生と語らい、長縄跳びでクラスのメンバーが結束する
ことで、今後の学生生活に対する不安が低減したのでは
ないかと考えられる。

図 2　合宿研修課題調査項目のクラスター分析

表 6　効果調査の下位尺度得点
factor1 factor2 factor3 factor4

M 3.32 3.50 2.88 3.61
SD 0.50 0.47 0.66 0.50

表 7　課題調査のクラスター別得点
cluster1 cluster2 cluster3 cluster4 cluster5

M 3.37 3.37 3.41 3.50 3.48
SD 0.60 0.62 0.55 0.64 0.52
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研究 2

目的
　研究 2では、初等教育コース新入生合宿研修を通じて
学校適応感がどのように変化したかについて、研究 1で
検討した新入生合宿研修効果尺度との関係から検討す
る。もし合宿研修がその目的を通じて学校適応感に寄与
するのであれば、合宿研修の目標を達成した参加者──
合宿研修に積極的に参加し、そこでの体験に意義を感じ
た参加者は、合宿研修以前よりも以後において、学校適
応感が向上すると考えられる。

方法
　調査対象　前述した新入生合宿研修効果尺度と後述す
る学校適応感についての質問紙との両者に回答し、マッ
チングのとれた帝京大学教育学部初等教育学科初等教育
コース 1年生 134 名を対象に、新入生合宿研修効果尺度
の 4つの下位尺度得点に基づいてクラスター分析
（Word 法・平方ユークリッド距離）を行った。その結
果、3つのクラスターが得られ、調査対象者を 3グルー
プ（第 1グループ 38 名、第 2グループ 67 名、第 3グル
ープ 29 名に分類することが適切であると判断できた。
つづいて新入生合宿研修効果尺度の各下位尺度得点につ
いて、この 3グループ間の平均と標準偏差を算出し、一
元配置分散分析をおこなった。その結果、表 9に示す

ように、すべての下位尺度において第 1、第 2、第 3グ
ループの順で得点が 0.1％水準で有意に高くなり、さら
に多重比較（Tukey の HSD）を行ったところ、それら
すべてのグループ間に 0.1％で有意差がみられた。この
ことから、1年生の 134 名のうち、合宿研修の効果が相
対的に高いと考えられる第 3グループを「合宿研修効果
高群」、低いと考えられる第 1グループを「合宿研修効
果低群」として調査対象とした。なお、ここでの「合宿
研修効果高群」、「合宿研修効果低群」というグループ名
は、「効果があった・なかった」という意味合いではな
く、単純に新入生合宿研修効果尺度の各下位尺度得点が
相対的に高い・低いを反映した名称に過ぎないことを申
し添えておく。
　調査日時・場所　学校適応感および自己効力感につい
ての調査は、合宿前が 2013 年 5 月 23 日、合宿 1週間後
が同年 5月 30 日、合宿 1ヶ月後が同年 7月 6日のそれ
ぞれ 1年生必修科目の授業中に、帝京大学八王子キャン
パス教室内で実施した。所要時間は約 15 分程度であっ
た。新入生合宿研修効果尺度にもとづく効果調査につい
ては、研究 1で示した通り合宿研修時に実施した。
　質問紙　学校適応感の測定には、前述した大久保
（2005）が作成した「青年用適応感尺度」を使用した。
この尺度のオリジナルは 5件法であるが、本研究では、
回答者の負担を軽減させるため、「とても当てはまる」
（4点）から「まったく当てはまらない」（1点）の 4件

表 8　合宿内容が合宿効果に及ぼす影響
f1: 学生生活の

知見
f2: 同学年との
人間関係

f3: 同学年以外との
人間関係

f4: 大学生活への
自信

cluster1: パネル討論 0.229 *** -0.058 0.148 0.104 *
cluster2: グループ討論 0.309 *** 0.041*** 0.037 －0.087
cluster3: 仲間づくり 0.521 *** 0.441 0.189+ 0.176 ***
cluster4: 大縄跳び 0.004 0.159 * 0.143 0.435 ***
cluster5: 自由時間 0.052 * 0.280 ** 0.155 0.456 ***
重相関係数 0.943 0.509 0.226 0.765
値は標準偏回帰係数（β） † p<.1 *p<.05 **p<.01 ***p<.001

表 9　各グループにおける学校効果の下位尺度得点
group1（N=38） group2（N=67） group3（N=29）
M SD M SD M SD

f1: 学生生活の知見 2.76 0.40 3.43 0.34 3.86 0.16 ***
f2: 同学年との人間関係 3.10 0.48 3.53 0.34 3.98 0.07 ***
f3: 同学年以外との人間関係 2.41 0.64 2.83 0.49 3.61 0.35 ***
f4: 大学生活への自信 2.33 0.40 2.97 0.41 3.64 0.37 ***

† p<.1 *p<.05 **p<.01 ***p<.001
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法に修正して使用した。

結果と考察
　まず、本研究における青年用適応感尺度の因子構造が
大久保（2005）による先行研究のそれと一致しているか
否か確認するため、合宿研修前、合宿研修 1週間後、合
宿研修 1ヶ月後の 3回分のデータ 402 件を同一データと
見なし、因子分析（前者は最尤法・Promax 回転）を行

った。その結果、青年用適応感尺度では、表 10に示す
ように因子構造は先行研究のそれとほとんど変わらず、
第 1因子は「居心地の良さの感覚」、第 2因子は「被信
頼・受容感」、第 3因子は「課題・目的の存在」、第 4因
子は「劣等感」と解釈できる。ただし、因子負荷量に若
干の違いがあった。先行研究では「課題・目的の存在」
因子で最も因子負荷量の高かった item3_18「充実して
いる」が、本研究では「居心地の良さの感覚」で最も強

表 10　青年用適応感尺度の因子分析
No. item factor1 factor2 factor3 factor4

item3_28 ありのままの自分を出せている。 0.850 -0.005 -0.072 0.033
item3_30 リラックスできる。 0.805 -0.032 0.021 0.035
item3_19 周りの人と楽しい時間を共有している。 0.777 -0.103 0.131 0.059
item3_23 安心する。 0.754 0.060 0.067 0.075
item3_27 幸せである。 0.727 -0.122 0.202 0.022
item3_24 自由に話せる雰囲気である。 0.723 0.000 -0.071 -0.029
item3_14 周りに共感できる。 0.717 0.079 -0.004 0.028
item3_13 自分と周りがかみ合っている。 0.702 0.147 -0.172 -0.099
item3_12 周囲となじめている。 0.683 0.128 -0.092 -0.102
item3_1 周囲に溶け込めている。 0.604 0.207 -0.123 -0.025
item3_5 周りと助け合っている。 0.558 0.122 0.017 -0.006
item3_18 充実している。 0.535 -0.085 0.374 -0.051
item3_16 周りから必要とされていると感じる。 0.077 0.731 0.012 -0.004
item3_3 周りから頼られていると感じる。 0.063 0.731 0.012 0.032
item3_10 周りから期待されている。 -0.070 0.689 0.154 0.081
item3_21 周りから関心をもたれている。 0.203 0.606 0.012 0.008
item3_7 よい評価がされていると感じる。 -0.004 0.534 0.223 -0.058
item3_26 存在を気にかけられている。 0.406 0.418 -0.105 0.031
item3_11 これからの自分のためになることができる。 -0.072 0.144 0.685 0.032
item3_15 やるべき目的がある。 -0.157 0.001 0.684 -0.178
item3_2 将来役に立つことが学べる。 -0.096 0.096 0.666 0.067
item3_6 熱中できるものがある。 -0.026 0.053 0.551 -0.048
item3_20 好きなことができる。 0.347 -0.086 0.528 0.023
item3_25 成長できると感じる。 0.231 0.067 0.527 0.054
item3_9 自分だけだめだと感じる。 -0.106 -0.043 0.023 0.688
item3_22 嫌われていると感じる。 -0.083 0.068 -0.013 0.658
item3_17 役に立っていないと感じる。 0.024 -0.180 0.003 0.643
item3_4 周りに迷惑をかけていると感じる。 0.246 -0.032 0.018 0.640
item3_8 自分が場違いだと感じる。 -0.210 0.049 -0.034 0.541
item3_29 周りから指示や命令されているように感じる。 -0.005 0.246 -0.119 0.479

factor1 ― 0.642 0.581 -0.435
factor2 ― 0.341 -0.292
factor3 ― -0.194
factor4 ―
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く負荷していた。
　つづいて、合宿研修効果高群と低群における青年適応
感尺度の各下位尺度得点を、合宿研修前、合宿研修 1週
間後、合宿研修 1ヶ月に分け、平均と標準偏差を算出し
た。さらに、被験者間 2水準（合宿研修効果高群と合宿
研修効果低群）と被験者内 3水準（合宿研修前と合宿研
修 1週間後、1ヶ月後）の混合計画による二元配置分散
分析をおこなった。その結果、表 11のようになった。
まず、合宿研修効果高群と低群の主効果をみると、青年
用適応感の「劣等感」以外の下位尺度得点が 0.1％水準
で変化することが示された。つづいて、合宿研修前後の
主効果をみてみると、青年用適応感の「目標・課題の存
在」が 10％水準であるものの、その他の因子の下位尺
度得点では 1～ 5％水準で合宿研修効果高群の方が低群
に比べ有意に高いことが示された。そして、交互作用は
青年用適応感の「被信頼・受容感」のみが 1％水準で有
意であったが、その他の因子の下位尺度得点および特性
的自己効力感尺度得点は有意ではなかった。そこで、
「被信頼感・受容感」については単純主効果を、その他
の下位尺度得点についてはBonff erroni の方法による多
重比較を行った。
　「被信頼感・受容感」では、合宿研修効果高群・低群
それぞれにおける合宿研修前後の単純主効果は、合宿研
修効果高群が 1％水準で（F（2）＝ 5.81 p ＜ .01）、低群は
0.1％水準で（F（2）＝ 13.94 p ＜ .001）有意であった。そ
こで、単純主効果が有意である場合の多重比較
（Bonff erroni の方法）を行った。その結果、図 4に示す
ように、合宿研修効果高群では、合宿研修前より合宿研
修 1週間後の得点が（Sig. of F ＝ 0.000, α＝ 0.033）、ま
た合宿研修前より合宿研修 1ヶ月後の得点が（Sig. of F
＝ 0.000, α＝ 0.033）有意に高いが、合宿研修 1週間後
と 1ヶ月後の間に有意な差はみられなかった（Sig. of F

＝ 0.463, α＝ 0.033）。また、合宿研修効果低群では、合
宿研修前より合宿研修 1ヶ月後の得点が有意に高かった
が（Sig. of F ＝ 0.001, α＝ 0.033）、合宿研修前と合宿研
修 1週間後（Sig. of F ＝ 0.037, α＝ 0.033）および合宿
研 修 1週 間 後 と 1 ヶ 月 後（Sig. of F ＝ 0.212, α ＝
0.033）では有意な差はみられなかった。
　「居心地の良さについての感覚」では、図 3の通り、
合宿研修前より合宿研修 1週間後の得点が 5％で有意に
高いが、その他の間では有意な違いがみられなかった。
「課題・目標の存在」では、図 5のように、すべての間
で有意な差はみられなかった。また、「劣等感」では、
図 6に示したように、合宿研修前より合宿研修 1週間
後の方が 5％水準で、合宿研修前より合宿研修 1ヶ月後
の方が 10％水準で得点が高くなった。
　以上の分散分析の結果を考察すると次のようになるだ
ろう。「被信頼・受容感」は、合宿研修効果高群では合
宿研修 1週間後・1ヶ月後と長期に渡って高まっている
が、合宿研修効果低群ではこのような傾向がみられな
い。このことから、合宿研修は、周囲から期待され、関
心がもたれていると感じるという適応感を向上させたこ
とが示唆される。また、今回、交互作用が有意ではなか
ったが、平均値だけを見る限りでは、合宿終了後に合宿
効果高群における「居心地の良さの感覚」の得点が高ま
り、「劣等感」のそれが合宿効果低群よりも上昇しない
ことも示された。今回の調査研究では示されなかった
が、今後の詳細な研究によっては、新入生合宿研修がこ
れら学校適応感に影響を及ぼすことが示されるかもしれ
ない。

総合考察

　本稿では、まず、2013 年度に実施した初等教育コー

表 11　合宿効果高・低群における適応感・自己効力感の基本統計量と分散分析
合宿前 合宿 1週間後 合宿 1ヶ月後 分散分析

効果
高群

効果
低群

効果
高群

効果
低群

効果
高群

効果
低群

高・低群
F値

合宿前後
F値

交互作用
F値

適応感 1
「居心地の良さ」

M 3.29 2.77 3.50 2.81 3.34 2.82 20.74*** 3.46* 1.97
SD 0.53 0.53 0.44 0.54 0.62 0.60

適応感 2
「被信頼・受容感」

M 2.56 2.18 2.98 2.32 2.80 2.41 14.95*** 16.35** 4.78**
SD 0.43 0.53 0.46 0.52 0.64 0.61

適応感 3
「課題・目標の存在」

M 3.48 2.97 3.56 3.07 3.43 2.97 16.93*** 2.80+ 0.17
SD 0.46 0.61 0.41 0.48 0.55 0.58

適応感 4
「劣等感」

M 2.10 2.21 2.30 2.35 2.15 2.46 2.11 4.05* 2.20
SD 0.46 0.49 0.62 0.50 0.54 0.57

† p<.1 *p<.05 **p<.01 ***p<.001
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ス新入生合宿研修の概要を報告した。つづいて、研究
1・2として、その合宿研修の目的を参加入生が達成し
た程度および学校適応感との関連について検討した。以
下では、新入生合宿研修の概要で示した当該合宿研修の
内容と照合しながら、研究 1・2について考察する。
　合宿研修の目的達成について　研究 1では、新入生合
宿研修における目的が達成されたかどうかについて新入
生合宿研修効果尺度を用いた効果調査と、合宿研修の内
容やイベントに参加新入生が感じた意義、参加態度、感
想についての課題調査の 2種類の調査について分析し
た。前者の因子分析の結果、主要な因子として「自己の
将来・学校成生活への知見」と「人間関係の構築」が抽
出された。今年度の新入生合宿研修で設定した目的は、
「教育学部・初等コースで学ぶことの意義を学ぶ」、「よ
い学生生活の送るための知見を得る」、「親睦を図り、人
間関係を構築する」であったが、目的の前 2者は「自己
の将来・学校成生活への知見」因子に対応し、後者は
「人間関係の構築因子」に対応していることから、合宿
研修の企画者（教師および上級生）が設定した合宿研修
の目的と、参加新入生が認知した目的とに大きな違いは
なく、両者が当該合宿研修の目的をおおよそ共有できた

といえよう。ただし、効果調査で使用した尺度の質問項
目である item2_2「初等教育学科で学ぶ意義を感じるこ
とができた」は因子負荷量の絶対値が低く、また
item2_1「教育学部で学ぶ意義を感じることができた」
は第 1因子に組み込まれたため、これらを中核とする 1
つの因子を抽出するに至らなかった。これは、前述した
ように質問項目の項目数によることもあるが、合宿研修
の目的について参加新入生が「教育学部・初等コースで
学ぶことの意義を学ぶ」という企画者の意図した目的を
明確に意識していなかった可能性が高い。また、新入生
合宿研修効果尺度の中でこの目的に関する質問項目は、
他のそれに比べて抽象性が高く、回答者である参加新入
生がイメージしづらかった可能性も考えられる。いずれ
にせよ、今後は、所属学部・学科で学ぶことの意義を合
宿研修の中で感じさせ、それを効果測定において把握で
きるよう質問項目を設定する必要があるだろう。
　合宿研修の内容やイベントについて課題調査と新入生
合宿研修効果尺度による効果調査との重回帰分析では、
研修 1で行われたパネル・ディスカッションやグルー
プ・ディスカッションが学生生活への知見を高め、研修
2の仲間づくりや長縄跳び、自由時間が同学年の人間関

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

合宿前 合宿1週間後 合宿1ヶ月後 合宿前 合宿1週間後 合宿1ヶ月後

下
位
尺
度
（
居
心
地
の
良
さ
）
得
点

合宿効果高群
合宿効果低群

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

下
位
尺
度
（
被
信
頼
・
受
容
感
）
得
点

合宿効果高群 合宿効果低群

｠

｠

p<.05
Sig.of F<.001

Sig.of F<.001

Sig.of F<.001

合宿前 合宿1週間後 合宿1ヶ月後 合宿前 合宿1週間後 合宿1ヶ月後
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

下
位
尺
度
（
課
題
・
目
標
の
存
在
）
得
点

合宿効果高群

合宿効果低群

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

下
位
尺
度
（
劣
等
感
）
得
点

合宿効果高群
合宿効果低群

p<.1

p<.05

図 3　適応感「居心地の良さの感覚」尺度

図 5　適応感「課題・目的の存在」尺度

図 4　適応感「被信頼・受容感」尺度

図 6　適応感「劣等感」尺度
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係の構築に貢献したことが示された。この点について
は、企画者の意図通りであったといえよう。ただし、大
学生活への自信を高めるには、パネル・ディスカッショ
ンやグループ・ディスカッションのような学生生活への
知見を高める研修内容よりも、仲間づくりや長縄跳び自
由時間など人間関係の構築に関係する研修内容の方が効
果的であった。合宿研修に参加した新入生にとっては、
これからの大学生活や卒業後についての見通しを得るよ
り、友人関係を構築し深める方が、大学生活での安心感
を得、自信を持つことができたようである。また、種々
の研修内容の中でも最も効果的であったものは研修 2の
仲間づくりであり、課題調査の因子分析で抽出された第
3因子「同学年以外の人間関係の構築」以外の因子すべ
てに何らかのプラスの影響を与えていた。これらのこと
から、当該合宿研修において参加新入生は、研修内容の
中で仲間づくりを中核として、友人関係を構築すること
を主たる目的していたことが推測できる。本稿の新入生
合宿研修の概要で、合宿研修 1日目のアイスブレイクに
おいて羽目を外す参加新入生がいたことを報告したが、
これは友人関係を構築することを重視した結果であると
解釈することも可能であろう。
　一方、参加上級生がパネラーとして大学生活の実体験
を説明するパネル・ディスカッションや、それを踏まえ
参加上級生が議論をするグループ・ディスカッションが
大学生活への自信に強く影響を及ぼさなかった理由とし
ては、第一に、参加上級生が語る実体験の内容が大学生
活についての注意点や警告、あるいは失敗談などに終始
したこと、第二に、本稿の新入生合宿研修の概要にも指
摘したように、グループ・ディスカッションにおいて当
初なかなか意見が出にくい雰囲気があるなど、いくつか
の問題点があったために議論が未成熟であったことが考
えられる。ただし、第一の理由については、統計上では
有意に影響を及ぼしており、また、参加新入生に大学生
活への自信や安心を与えなくとも、別の意義を与えてい
ると推測できる。このことから、今後はグループ・ディ
スカッションのあり方について工夫の余地があると思わ
れる。
　また、新入生合宿研修効果尺度のうち第 3因子の「同
学年以外の人間関係の構築」尺度に影響を及ぼした研修
内容のクラスターは、第 3クラスターの「仲間づくり」
に有意傾向が示されたものの、皆無であった。これは、
当該合宿研修の内容の多くが参加新入生へ働きかけを狙
ったものであり、参加上級生および教員と積極的な交流
を意図したものがなかったためだと考えられる。また、
新入生合宿研修効果尺度で「同級生以外の人間関係の構
築」を測定する質問項目が、「担当教員とのコミュニケ

ーションを深めることができた」など具体性に欠けるワ
ーディングであったため、参加新入生が回答しにくかっ
たことも理由の一つかもしれない。このことから、今
後、研修内容を再検討する際には教師や上級生との関係
を積極的に構築できるように企画し、効果測定のための
質問項目を改める必要があるだろう。
　以上、いくつかの問題点が明らかとなったが、2013
年度の新入生合宿研修全般を見る限りでは、対照となる
データがないために比較検討はできないものの、各調査
の得点が全般的に高いことから、参加新入生は当該合宿
研修の目的を達成し、意義を見出したといえるだろう。
　合宿研修と学校適応感について　当該新入生合宿研修
が学校適応感に影響を及ぼすか否かについて、合宿研修
の目的を多く達成し、意義を見出した新入生グループと
意義を見出さなかったグループとの比較から検討したと
ころ、統計上では、item3_16「周りから必要とされてい
ると感じる」、item3_3「周りから頼られていると感じ
る」などの質問項目からなる「被信頼・受容感」因子に
おいてのみ効果がみられた。逆にいえば、それ以外の学
校適応感については、明確には効果が見られなかった。
「被信頼・受容感」因子に効果がみられた理由について
は、前述したように参加した新入生が今年度の合宿研修
を「仲間づくり」を中核にして進め、「同学年の人間関
係の構築」に強い意義を感じていたからだと推測でき
る。すなわち、合宿研修において、同学年の学生たちと
人間関係を構築した参加新入生は、合宿終了後も関係を
深化させ、お互いを必要し、関心をもたれていると感
じ、存在を気にかけていると思え合えるようになったの
だろう。このことから、当該合宿研修によって、初年次
教育の大きな目標である「学生間の交流を通じて人間関
係を構築する」という点は実現したと結論づけてよいだ
ろう。
　一方、「被信頼・受容感」因子以外の学校適応感に影
響しなかった点については、様々な理由が推測できる
が、もっとも大きな理由は、初年次教育における合宿形
式での研修には、学校適応感全般を劇的にかつ顕著に向
上させるだけの効果が望めないことであろう。学校適応
感の向上は初年次教育全体を通じて達成すべき大きな目
標である。したがって、新入生合宿研修はもとより新入
生オリエンテーションや、帝京大学でいえばライフデザ
イン演習のような 1年次必修科目など、初年次教育に関
する教育活動全体を通じて達成していくものである。ま
た、平均値の推移だけみると、青年用適応感尺度のうち
第 1因子「居心地の良さ」尺度を一時的に高め、長期的
に第 4因子「劣等感」尺度の上昇と自己効力感の低下を
抑制している可能性も示された。これらは統計上では有
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意ではなかったが、ライフデザイン演習のような 1年次
必修科目のような初年次教育を担う継続的な授業と連携
することで、より顕著な効果が期待できると考えられよ
う。このことから、初年次教育における新入生合宿研修
の位置づけはもちろん、他の初年次教育との関係性や連
携の在り方などについて、改めて検討することが、より
効果的な新入生合宿研修を実現するために有効であろ
う。

結論

　2013 年度初等教育コース新入生合宿研修に参加した
新入生は、主催者・企画者が意図した合宿研修の目的を
共有し、特に同学年との人間関係の構築を中心として、
その多くを達成した。しかし、主催者・企画者が合宿研
修の目的として意図した学部・学科で学ぶ意義を、新入
生は達成すべき目的として設定しなかった可能性が示唆
された。また、教師や上級生など同学年以外との人間関
係の構築という目的については、その目的に対応した研
修内容がなかったために達成されなかったと考えられ
る。さらに、新入生合宿研修と学校適応感との関係で
は、合宿研修が被信頼や受容感を高めることが明らかに
なった。これは、新入生が同学年と仲良くなり、人間関
係を構築することに合宿研修の意義を強く感じていたた
めであろう。新入生合宿研修を初年次教育としてより意
義あるものにするためには、他の初年次教育科目との連
携が必要かもしれない。

引用文献

梅澤秋久，佐藤高樹．2013．初年次教育における合宿研
修の意義と課題─帝京大学教育学部初等教育学科初
等教育コースの事例から─：帝京大学教育学部紀要
第 1巻．

大久保智生．2005．青年の学校への適応感とその規定要
因─青年用適応感尺度の作成と学校別の検討─：教
育心理学研究第 53 巻第 3号．

香川貴志，荻野雄．2012．新入生合宿研修の設計と実践
─ 2011（平成 23）年度社会領域専攻の事例─：京
都教育大学環境教育研究年報第 20 号．

仲間正浩，上間陽子，西岡尚也，片岡淳．2010．琉球大
学教育学部新入生合宿研修の実施の準備と結果につ
いて─ 2009 年の実施結果とアンケート集計─：琉
球大学教育学部教育実践総合センター紀要第 17号．

詫摩武俊．1981．藤永保編．心理学事典．「適応」．


