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はじめに 
 

 児童生徒に「生きる力」を育むためには、自然や社会の現実に直接触れる実際の体験が必

要であるとし、学校の教育活動において「体験活動」を充実させることが重要な課題となっ

ています。 

 平成29年に告示された小学校及び中学校の学習指導要領では、「小学校における自然の中

での集団宿泊活動、中学校における職場体験等の体験活動を引き続き重視することとした」

と改訂の趣旨で示されています。 

 また、集団宿泊活動や職場体験活動は、高い教育効果が期待されることなどから、学校の

実態や児童の発達の段階を考慮しつつ、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とされています。 

 しかしながら、小学校の集団宿泊活動の日数は、平成30年度の「全国学力・学習状況調

査」によるとおよそ９割が２泊３日以下となっており、一定期間実施している学校は限られ

ているのが現状です。 

 こうしたなか政府は「農山漁村体験を通じて、特に地方を知らない都市部の児童生徒が、

小中高の各段階に応じて、将来の地方へのUIJターンの基礎を形成することが期待できる」、

「地方の児童生徒も、都市部の児童生徒との交流により、足元の地方の魅力を再発見するこ

ととなる」として、「まち・ひと・しごと創生基本方針2018（平成30年６月15日閣議決定）」

の中で“子供の農山漁村体験の充実”を盛り込み、平成30年12月25日付で、関係府省から都

道府県知事・教育長等に「子供の農山漁村体験（通称「子ども農山漁村交流プロジェク

ト」）の充実について」を通知しました。 

 本冊子は「平成30年度文部科学省いじめ対策・不登校支援等推進事業」による「学校教

育における長期宿泊体験活動の導入促進に関する調査研究」の一環で収集した小学校・中学

校・高等学校による農山漁村体験を含む長期宿泊体験の取組事例52件を紹介しています。そ

の中で、実施した農山漁村体験の特色や学校外の施設・組織による学校側のための様々な支

援策（特に農山漁村体験の受入先による活動前・活動中・活動後の支援策）を取り上げて紹

介しています。 

本冊子を活用いただき、学校教育における農林漁業体験を含めた長期宿泊体験活動の導入

促進に役立てていただければと思います。 
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Ⅰ．本冊子に掲載する長期宿泊体験活動の取組事例の概要 

 

１．本冊子に掲載する取組事例の要件 

本冊子に掲載する“長期宿泊体験活動の取組事例（以下、「取組事例」と表記）”は以下の表内①～

⑥の全てにあてはまることを要件としています。 
 

①実施者 国内の“小学校、中学校、高等学校”による取組であること 

②実施年度 “平成 28 年度～平成 30 年度のいずれかの年度”の取組であること 

③実施場所 “国内”で実施した取組であること 

④実施期間 “同１年度”に“連続して３泊以上の期間”で実施した取組であること 

⑤農山漁村体験 

の実施 

長期宿泊体験活動中に“農山漁村体験“を一部でも実施している取組であること 

例：１～３日目農山漁村（青少年教育施設等）での自然体験→４日目帰路 

例：１日目平和学習→２日目寺院見学→３日目農家泊・交流→４日目帰路 

⑥農山漁村体験 

の実施を支援 

した受入先 

農山漁村体験の実施を支援した受入先が存在する取組であること 

例：農山漁村体験の場やプログラム等の提供 

例：農山漁村体験の指導者や受入家庭等の手配等 

 

２．本冊子に掲載する取組事例の募集方法 

募集は以下の表の通りに行って、67 件の回答を得ました。 
 

①募集対象 

・都道府県及び政令指定都市の教育委員会 義務教育担当 

・都道府県及び政令指定都市の教育委員会 高校教育担当 

・国立中学校 

・私立中学校 

・修学旅行に係る調査研究を実施している団体 

・当機構に登録している農山漁村の受入地域協議会 

②募集方法 ①に対して取組事例の概要を記載する調査票を郵送しました。 

③募集期間 

平成 30 年６月 19 日（郵送日）～平成 30 年７月 17 日 

※但し、大阪府・大阪市・堺市の教育委員会については７月 23 日～８月８日に変更 

（平成 30 年 6 月 18 日に発生した大阪北部地震の影響に配慮しました。） 

③回答件数 

67 件 

【回答先別の内訳】 

・都道府県及び政令指定都市の教育委員会による回答件数：25 件 

（※その内、「該当なし」という回答件数：13 件） 

・国立中学校、私立中学校による回答件数：11 件 

・受入地域協議会による回答件数：29 件 

 

３．本冊子に掲載する取組事例の選定方法 

選定は、長期宿泊体験活動の専門家、学校による農山漁村体験の取組の専門家から構成される委員会

を設置し、２の募集で回答された取組事例の中から１の要件にかなう取組事例 52 件を選定しました。 

選定結果は以下の表の通りです。 
 

選定結果 

52 件 

【取組事例の分類別の内訳】 

・小学校による取組事例の件数：16 件 

・中学校による取組事例の件数：14 件 

・高等学校による取組事例の件数：20 件 

・地域間交流による取組事例の件数：２件 


