
日本野外教育学会 第２２回大会 開催要項 

大会テーマ「野外教育×東北 〜東北の昔・今から、野外教育の未来を考える〜」 

 

１．期日  

2019 年 6 月 21 日（金）～23 日（日） 

 

２．会場  

仙台大学  

〒989-1693 宮城県柴田郡柴田町船岡南 2 丁目 2-18  

https://www.sendaidaigaku.jp 

 

３． 大会日程  

【第１日目：6月 21日（金）】 

エクスカーション 

A：みちのく潮風トレイル 

佐々木 豊志（くりこま高原自然学校） 

B：貞山運河 Eボートクルーズ 

塚原 俊也（くりこま高原自然学校） 

 

【第 2日目：6月 22日（土）】 

8:30～     受付開始（B棟 1F南側玄関）    

9:00～11:30 自主企画シンポジウム 

11:30～   理事会（LC棟 2F会議室）  

13:00～   開会式  

（LC棟 1Fラーニングコモンズ）  

13:30～15:00 基調講演  

『災害列島に生きる ―東日本大震災の教訓―』

（LC棟 1Fラーニングコモンズ） 

講師 徳山日出男氏  

〈政策研究大学院大学客員教授〉 

15:15～16:45 実行委員会企画分科会 

『東北の昔・今から、野外教育の未来を考える』 

・第 1分科会〈昔〉   

「宮沢賢治の自然観」（LC棟 2F G201） 

講師 宮沢和樹氏〈（株）林風社〉 

・第 2分科会〈今〉 

「今を動かす野外の力」（LC棟 2F G202） 

講師 村上美智子氏 

〈NPO法人 FIRST ASCENT JAPAN.理事長〉 

・第 3分科会〈未来〉  

「AI社会における野外教育」（B201） 

講師 甲斐知彦氏 〈関西学院大学〉  

17:00～  総会（B棟 103） 

18:30～  懇親会（ホテル原田 inさくら） 

 

【第 3日目：6月 23日（日）】 

8:30～   受付開始（大会事務局 B101） 

9:00～10:15 研究発表Ⅰ 

A会場 B203 

B会場 B204 

C会場 B103 

10:30～12:05 研究発表Ⅱ  

13:00～14:00 ポスター発表・実践報告  

（LC棟 1Fラーニングコモンズ） 

14:00～15:15 研究発表Ⅲ 

※研究発表Ⅱ・Ⅲの会場と教室はⅠと同様 

15:30～  閉会式（B103） 

 

４．第 22回大会専用ウェブサイト  

 http://joes.gr.jp/sendai2019/ 

 

５．受付場所  

 6月 22日（土）B棟 1F南側玄関 

6月 23日（日）B101大会事務局  

 

６．荷物置場    

6月 22日（土）8:30～18:00  B104 

6月 23日（日）8:30～16:00  B104 

  

７．フリースペース  

 B102をフリースペースとして開放します。 

 

８．託児について 

LC棟 1Fプレイルーム 

 詳細は、大会ホームページをご覧ください。 

 

９．授乳スペース  

B302をご利用ください。 

 

１０．資料展示について  

LC 棟 1F ラーニングコモンズに展示が可能で

す。事前に事務局までご連絡ください。 

 

１１．大会事務局  

大会期間中の事務局は、B101となります。 

 

１２．総会資料について 

本年度より紙資料削減

のため学会会員向けサイ

トにおいて総会資料をア

ップロードいたします。

下記 URL より積極的に

ご活用ください。なお、

本年度は紙資料も準備し

ます。http://joes.gr.jp/?page_id=3959 

 

１３．会場までの交通機関  

◆新幹線の場合 

仙台駅から JR東北本線上り線（白石・福島行
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き等）に乗車、「船岡駅」下車後徒歩 12分（仙

台駅〜船岡駅約 33分） 

◆飛行機の場合 

仙台空港駅から仙台空港アクセス鉄道で名取

駅へ（約 10分）、名取駅から JR東北本線上り

線（白石・福島行き等）に乗車、「船岡駅」下車 

◆車の場合 

東北自動車道村田 I.C から大学まで約 20 分、

白石 I.Cから大学まで約 30分 

※大学内には駐車できません。大学から徒歩約

7分の仙台大学テニスコート場横駐車場（無料）

に停めていただくことになります。台数把握の

ため、参加申込時にお知らせください。 

 

１４．宿泊および食事について 

宿泊は、船岡駅周辺もしくは JR東北本線沿

線の宿泊施設を各自でご手配ください。船岡駅

近くには、「ホテル原田 inさくら」と「ビジネ

スホテル一太郎」の 2つのホテルがありますの

で、是非ご利用ください。 

学会中の昼食も各自でご準備ください。学内

の食堂は営業しておりません。大学近隣には、

弁当屋、飲食店、コンビニエンスストア等があ

ります。お弁当などの一括注文はありません。 

 

１５．学生・若手向けキャンプ場宿泊プラン 

学生や若手（20 代）を対象に、地元のキャ

ンプ場宿泊プラン（素泊まり）を用意していま

す。2日目懇親会終了後と翌朝の仙台大学まで、

バスにて送迎します（所要時間約 45分）。施設

内で、寝袋での宿泊となります。入浴は、翌朝、

近くの公衆浴場（温泉）が利用できます。希望

者は、大会専用ウェブサイトから申込ください。

料金は、2,000円で、当日払いとなります。 

宿泊施設：AONE×MATOKA（アオネマトカ） 

http://aone-no-matka.kits-no-mori.com/ 

 

１６．参加費・懇親会費（期限後料金） 

①参加費（大会参加費＋研究発表抄録集代） 

正会員（一般）    6,000 円 

正会員（学生）    4,000 円 

団体会員       6,000 円 

非会員の１日参加（抄録代は含まない） 

非会員(一般)           3,000 円/日 

非会員(学生)           2,000 円/日 

＊抄録集（2,000 円）のみの購入可 

②懇親会費（期限後料金） 

   

正会員（一般）        6,000 円 

団体会員       6,000 円 

非会員(一般/学生)   6,000 円 

正会員（学生）    4,000 円 

 

１７．納入方法 

下記口座に振込みください。一旦納入された参

加費等の返金はいたしません。 

【振込先 郵便振替口座】 

口座記号番号 02280-3-143493  

口座名称 日本野外教育学会第 22 回大会実行

委員会 

＜他の金融機関から振込みの場合＞ 

ゆうちょ銀行 二二九（ニニキュウ）店（229） 

 当座 口座番号 0143493 

 

１８．大会事務局・問い合わせ先 

〒989-1693  

宮城県柴田郡柴田町船岡南 2-2-18 

仙台大学 第 22回大会事務局（岡田研究室） 

TEL&FAX:0224-55-1263  

E-mail：22th@joes.gr.jp 

※問い合わせ等は、できるだけ E-mail でお願

い致します。 

 

発表資格と注意事項 

◆ 発表の資格に関すること 

1.筆頭者および演者は、正会員、名誉会員、団

体会員（一般）、賛助会員、および大会実行委

員長が認めた者とする。ただし、非会員であっ

ても外国人研究者に関してはこれを認める。 

2.共同研究者には、非会員が名前を連ねても差

し支えない。 

3.筆頭者および共同研究者に関して、会員は年

会費を期日までに完納していること。また、非

会員は所定の発表投稿料（3,000円）を期日ま

でに納付すること。 

◆発表の方法等に関すること 

1. 原則として未発表の研究に限る。 

2. 筆頭の発表（口頭発表、ポスター発表、実

践報告）は、１回の大会において１題目に限る。 

3. 発表の言語は、日本語あるいは英語とする。 

4. やむをえない理由で演者が発表できなくな

った場合、事前に大会実行委員長の承認を得て、

共同研究者による代演を認める。 

◆抄録原稿に関すること 

1. 一度提出した抄録原稿の訂正はしない。 

2. 発表された抄録は、学会ウェブサイトに掲

載する。 

◆その他 

1. 本学会が定める倫理規定を遵守すること。 

2. 以上の発表要件に満たない研究は、発表を

取り消す場合がある。 

3.共同研究者が非会員の場合、非会員一人につ

き発表投稿料（3,000円）が必要です。非会員

の方の発表投稿料は、筆頭者が全員分を取りま

とめて参加費と共に納入してください。 
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仙台大学周辺図・教室マップ
 

 

1
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16

25記念館・学生食堂（D棟）

第１体育館

第４体育館

第２体育館

屋内プール

ハンドボールコート

駐輪場・売店

第３体育館

クラブハウス（KMCH）

管理・研究棟・図書館棟（A棟）

専門研究棟（C棟）

35記念館（F棟）

大学院研究棟（E棟）

講義棟（B棟）

ＬC棟（G棟）

浴室棟

陸上競技場

図書館分室・他大学情報センター

第５体育館

建物
番号

建 物 名 称N

1

2

3

4
8

17

9
12 13

11 14

19

5

18

16

1510

7

6

西 門

正 門

噴 水

芝 生

D棟

A棟

C棟

F棟 E棟 B棟

G棟

B棟 2階 1番目

教室番号の見方
（例）  B ２０１

「仙台大学」の名称から、JR仙台駅よりタクシーを利用される方がおられ
ますが、大学キャンパスは、JR仙台駅より南方約30km、在来線で所要時
間約30分の地点にありますので、新幹線等で仙台駅からお越しの際は、
仙台駅にて乗り換え、在来線で船岡駅までおいでください。（新幹線から
の乗り越し料金は、仙台駅より400円です。）

●

●

仙台駅からJR東北本線上り線（大河原・白石・福島行き
など）に乗車、船岡駅下車徒歩約10分（仙台駅～船岡駅
約31分）
仙台空港駅から仙台空港アクセス鉄道で名取駅まで（約
10分）、名取駅からJR東北本線上り線（大河原・白石・
福島行きなど）に乗車（約18分）船岡駅下車
●国道４号線柴田バイパス「仙台大学体育学部」の標識か
ら100m先南に折れ、白石川・JR東北本線を越えて直進
●東北自動車道村田I.Cから大学まで約20分、白石I.Cから
大学まで約30分

ご注意

交通案内仙台大学位置略図

教  室  マップ

学内は全面禁煙です

船岡駅 JR東北本線

自衛隊
船岡駐屯地

約800m

白　石　川

至福島

至福島

○
国道4号線（柴田バイパス）

国道旧4号線

正門

至仙台

至角田

しまむら
■

■トヨタ

卍 ■船岡小学校〶

幸楽苑■

至仙台

仙台大学の標識

○

仙台大学
西門

仙台大学
サッカー・ラグビー場

屋内
多目的
練習場

テニス
コート
ビーチバレー
コート

仙台
大学
駐車場

識
標
の
学
大
台
仙

N

橋
大
田
柴

GS■

お車でお越しの方は、テニスコート横の駐車場をご
利用ください。大学内への車の乗入れ・駐車はお止
めください。

■ホテル原田 

学内への車の乗入れ・駐車はお止め下さい

懇親会は、船岡駅前の
「ホテル原田inさくら」
で行います。
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仙台大学講義棟(B棟)・ＬＣ棟(G 棟) 

 

 

 

 

〈B201〉 
自主企画シンポジウム－７ 

第 3 分科会「未来」 
〈B204〉 

自主企画シンポジウム－５ 

研究発表 B 会場 

 

〈B203〉 
自主企画シンポジウム－４ 

研究発表 A 会場 

〈B102〉 
フリースペース 

〈B101〉 
大会事務局 

〈B103〉 
総会 閉会式 
研究発表 C 会場 

 

〈B301〉 
自主企画シンポジウム－３ 

〈B302〉 
授乳スペース 

〈B202〉 
自主企画シンポジウム－２ 

〈B104〉 
荷物置場 

〈LC棟 1Fラーニングコモンズ〉 
開会式 基調講演 

ポスター発表・実践報告 

展示スペース 
〈LC棟 2F会議室〉 

理事会 

〈LC棟 2F G202〉 
自主企画シンポジウム－６ 

第 2分科会「今」 

〈LC棟 2F G201〉 
自主企画シンポジウム－１ 

第１分科会「昔」 

〈LC棟 1Fプレイルーム〉 
託児 

受付（1日目） 
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■企画者 平田 裕一（日本野外教育学会企画委員会委員長） 

　司会者 青木 康太朗（國學院大學）

　話題提供者 伊野 亘（上越市立豊原小学校校長、前国立青少年教育振興機構理事）

佐藤 初雄（NPO法人国際自然大学校理事長：報告書作成の委員）

平野 吉直（信州大学副学長：報告書作成の文部省担当者）

平川 康弘（文部科学省総合教育政策局地域学習推進課青少年教育室長、

　　　　　　　前国立青少年教育振興機構総務企画部長）

■シンポジウムの概要

■企画者 竹内 靖子（NPO法人キャンピズ　桃山学院大学）
　コーディネーター 石田 易司 （NPO法人キャンピズ  桃山学院大学）       
　実践報告者 野口 和行 （プチ冒険倶楽部　慶應義塾大学）

高瀬 宏樹 （国立曽爾青少年自然の家） 
竹内 靖子 （NPO法人キャンピズ　桃山学院大学）

■シンポジウムの概要

「青少年の野外教育の充実について」の成果と今後に向けた課題

キャンプの魅力・課題・環境づくり ～発達障害児キャンプに注目して～ 

自主企画シンポジウム-１ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：6月22日（土）9：00～11：30
会場：LC棟2F G201　

自主企画シンポジウム-２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：6月22日（土）9：00～11：30
　　会場：B202　

Achievements about “Improvement of Outdoor Education for youth” and Future Issues

「青少年の野外教育の充実について（報告）」(平成8年)、当時の作成に携わった方々をはじめ、現在、青少
年教育行政や学校教育等に携わっている方々も交えて、この20年間の「青少年の野外教育の充実について」
の成果や課題についてディスカッションし、今後の野外教育の在り方や方向性について考える機会とします。
今回の自主企画に参加して頂ける方々には、あらかじめ、「青少年の野外教育の充実について（報告）」(平成
8年)に目を通して頂き、皆様の活動領域での変化をまとめておいて頂ければ幸いです。

Camping for All: Sharing Camping Values and Challenges for Children with Developmental Disorders 

Camping for ALLの実現を目指して様々な活動が行われています。 今回は、障害児者キャンプ、特に発達
障害児キャンプに注目し、それぞれのキャンプの魅力や課題で共通することを整理し、魅力を再発見し、共通
する課題を解決するにはどうしたらよいのか、参加者の皆さんと考えます。 大阪市とその近郊における障害
のある人のキャンプ実態に関する調査(2015)では、205団体中70団体が障害児者キャンプを実施しており、そ
の中の26団体が20年以上継続していました。さらに、障害児者キャンプを実施していた70団体を対象とした実
態調査(2)(2017)では、障害児者キャンプ実施団体は、「野外活動体験」「レクリエーション」「あそび」「仲間づく
り」「家族のレスパイト」等を行うために、課題（スタッフの確保、プログラム、資金、医療、施設、リスク等）を感じ
ながら、団体の独自のスタイルで実施されていたことがわかりました。 このような状況の中、発達障害児キャン
プ（インクルーシブキャンプも含む）を実施している団体の実践報告を手掛かりに、キャンプの魅力（子どもたち
の変化やつながりの変化、災害対策、環境教育、インクルーシブ教育の場となること等）を再確認し、キャンプ
の課題（運営・制度等）、共通する課題を解決する方法を探りたいと思います。
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Therapeutic approach in outdoor education program：Utilization of the drawing technique

■企画者　　 　 　　　　　　　　　坂本 昭裕（筑波大学） 
　話題提供者 坂本 昭裕（筑波大学）
　指定討論者 渡邉 仁（筑波大学）

吉松 梓（新潟医療福祉大学）
 　司　会 大友 あかね（筑波大学）

■シンポジウムの概要

■企画者　　 　 　　　　　　　　　土方 圭（明治大学）・張本 文昭（沖縄県立芸術大学） 
　コーディネーター 張本 文昭（沖縄県立芸術大学）
　話題提供者 土方 圭（明治大学）

　 　指定討論者 大石 康彦（森林総合研究所多摩森林科学園）
小森 伸一（東京学芸大学）

■シンポジウムの概要

野外教育における心理臨床的アプローチ -描画法＜風景構成法＞を学ぶ- 

野外教育学を体系化する試み

An Attempt to Systematize Outdoor Education

「野外教育とは何か」や「野外教育の指導者を志す場合に何をどのように学べばいいのか」を問われた時、
我々は誰にでも分かりやすく説明することができるのであろうか。また、野外教育とは異なる効果的な教育手法
や思想が現れ、野外教育の研究でも馴染み深い社会的、教育的課題（従属変数）が解決された場合、野外教
育の存在意義を主張し続けることができるのであろうか。 本シンポジウムでは、野外教育とは何かを整理する
試み、すなわち野外教育学を体系化する試みをとおして、これら疑問に対する答えの端緒を見出したいと思
う。 おそらく、野外教育学はその本質にも関係するであろう「自然の多様性」や「体験の多義性」という臨床性・
実践性により体系化を遠ざけてきた。つまり、この分野は非体系的・非網羅的・非完結的であることが特色とも
いえる。 このような「体系化を遠ざける」という難題を抱える学問分野＝野外教育学の体系化について考えて
みたい。

会場：B203　

自主企画シンポジウム-３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：6月22日（土）9：00～11：30
会場：B301　

描画法は、心理臨床場面においては心理査定あるいは、治療的媒体として活用されている。筆者は、キャン
プ実践において、しばしばその簡便さから描画法を用いている。それは、どちらかといえば、参加するキャン
パーを理解する手立てとして査定的に活用している。参加するキャンパーとの間に一枚の用紙を挟み、絵を描
いていただくことで思いのほかキャンパー理解が深まる。しかし実際には、描画を解釈したり、理解したりするこ
とは、容易なことではない。たとえば、描画を「芸術作品」として受け取る場合と、「表現されたもの」として受け取
る場合では、大きく意味合いが異なるからである。 シンポジウムでは、まず、参加者に描画法を体験していただ
きたい。取り上げるのは、心理臨床領域で比較的使用頻度の高い風景構成法である。そして、実際の事例（描
画）からキャンパーを理解する方法について考えたい。

自主企画シンポジウム-４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：6月22日（土）9：00～11：30
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■企画者

話題提供者

石川 国広（東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院／環境・社会理工学院）

中村 正雄（大東文化大学 スポーツ・健康科学部） 

Martin MEADOWS（名寄市立大学 教養教育部）

石川 国広（東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院／環境・社会理工学院）
ファシリテーター 石川 国広（東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院／環境・社会理工学院）

■シンポジウムの概要

■企画者　 　 　　　　　　柴田 卓(郡山女子大学短期大学部)
司会/話題提供者 柴田 卓(郡山女子大学短期大学部)

　話題提供者 中原 智子(小野町立小野わかば幼稚園　園長)
武田 健(社会福祉法人光の子児童福祉会　第一光の子保育園　園長) 
杉本　守(国立磐梯青少年交流の家 事業推進室)

　指定討論者 上原 貴夫(上田女子短期大学　日本自然保育学会　会長) 

■シンポジウムの概要

認知行動療法（CBT）の創始者の１人である「アーロン・ベック」の功績を語る時に、従来からの行動療法で注
目してきた人間の「行動」に加えて、思考などの「認知」、そして「感情」の３つの関係性に注目したこと。さらに
は、「コラム表」と呼ばれる「簡便なツール」を開発して、その活用を推奨しつつ、新たな心理療法としての「CBT
の地位の確立」に努めたことは、外すことができない。

このシンポジウムでは、企画者が独自に作成した「ある意味」コラム表とも呼びうる「オリジナル・リフレクション
シート（Reflection Sheet for Experiential Learning Cycle：RFS-ELC）」の開発経緯の説明と、適用可能性につ
いて議論することを目的としている。

話題提供者は、RFS-ELCのコンセプトに共感して、実際に活用して下さった先生方であり、幸い「専門領域
の異なる研究者」なので、発表内容の「多様性」にも大いに期待している。

また、時間枠の後半では、実際にRFS-ELCを使った「ワークショップ形式」の実習も試みて、フロアーの方々
と「リフレクションする場」を共創したいと考えている。

「体験学習サイクル」の循環促進と学修者への内在化を意図した
オリジナル・リフレクションシート（RFS-ELC）の開発と活用事例

Development and Application Examples of Original Reflection Sheet (RFS-ELC) Intended to Promote
Circulation of "Experiential Learning Cycle" and Internalization to Learners

東北における自然保育の可能性

Future Prospects of Childhood Education and Care Based on Nature in Tohoku

自主企画シンポジウム-５ 日時：6月22日（土）9：00～11：30
会場：B204　

自主企画シンポジウム-６　 日時：6月22日（土）9：00～11：30
会場：LC棟2F　G202　

近年のわが国は、都市化やテクノロジーの発展に加え、AIの普及により便利で快適な生活を手に入れた反
面、生活や学びから自然が分断され、自然との関わりは非日常という価値観が定着しています。こうした子ども
を取り巻く環境に対し、地域の自然環境を活かした子育て支援が注目を集め、保育の分野では「日本自然保
育学会」が設立されるなど、森や自然を活用した幼児期からの学びを再評価する傾向にあります。特に、長野
県、鳥取県、広島県は、自然保育の普及が進む先進的な県といえます。一方、東北は東日本大震災および福
島第一原発事故による影響から、特に福島県では自然保育や外遊びの再開と、そのより一層の普及が急がれ
ています。 このような背景から、自然保育を実践している福島県小野町と宮城県大河原町の保育事例、プログ
ラム提供および受け入れ施設として国立磐梯青少年交流の家の取り組み、長野県の事例や自然保育制度を
もとに、より一層東北で自然保育を普及させることを目的としたシンポジウムを開催します。
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■企画者 Taito Okamura， Ph.D.  (backcountry classroom Inc)

　司会者 Taito Okamura， Ph.D.  (backcountry classroom Inc)

　話題提供者 Jim Sibthorp， Ph.D. (University of Utah) 

■シンポジウムの概要

このワークショップでは、OBS、NOLS、WEA、ACA、NRPA、AEE、AOREなどのアメリカの野外教育指導者団
体の特性について、参加体験型の手法を用いて検索し、それらがどのように社会的役割を分担し、高等教育
機関とリンクしているのか理解することができます。発表代表者のJim Sibthorp氏、通称ジムは、インディアナ大
学の博士課程を修了し、その後、OBS、ACAの調査研究委員、NRPA/AAPAR、AEEの理事を務めるなど、学
術と実践、キャンプとウィルダネスを股にかけて活躍し、アメリカの野外をリードする若手研究者のホープです。
ワークショップでは、自由討論の場も作りますので、今までモヤモヤしていたアメリカの事情を全部解決してくだ
さい。ジムとの英会話も楽しんでください。

アメリカの野外教育指導者養成最前線

The Latest Outdoor Leadership Training in US

自主企画シンポジウム-７　　　　　　　　　　　　　　　　日時：6月22日（土）9：00～11：30
会場：B201　
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基調講演 

 

6月 22日（土）13：30～15：00L（C棟１Fラーニングコモンズ） 

 

『災害列島に生きる ―東日本大震災の教訓―』 

 

 

講演者 徳山日出男 氏（政策研究大学院大学客員教授） 

（元 国土交通省事務次官） 

〈略歴〉 

1979年 3月 東京大学工学部土木工学科卒業 

1979年 4月 建設省入省 

1996年 4月 アメリカ合衆国連邦道路庁国際研究員 

2004年 2月 工学博士取得（東京大学） 

2011年 1月 国土交通省東北地方整備局長 

2013年 8月 国土交通省道路局長 

2014年 7月 国土交通省技監 

2015年 7月 国土交通事務次官 

2016年 6月 退官 

 

〈主要な著作・論文等〉 

マルチメディア・クライシス （ＫＫベストセラーズ） 1994年 

知能道路２００１（共著） （日本経済新聞社） 1998年 

ＩＴＳ早わかり読本（共著） （山海堂） 2000年 

行政経営の時代 （日経ＢＰ社） 2004年 
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実行委員会企画シンポジウム          6月 22日（土）15:15～16:45     

 

『東北の昔・今から、野外教育の未来を考える』分科会 

 

■趣旨 

日本野外教育学会は、22回目にして初めて東北での開催を迎えます。 

 東北地方は独特の自然環境を有しており、関東圏や近畿圏から距離があったため、独自の発展を遂げ

てきました。東北の人々は自然とともに生活を営み、近世では宮沢賢治という仏教思想と東北の農民生

活に根差した作品を数多く後世に残す国民的作家を生み出しました。自然と宗教の関係も深く、出羽三

山では羽黒派古修験道が現在まで続いています。また、2011年の東日本大震災では甚大な被害に遭い、

そこからの創造的復興の在り方はもちろん、災害列島である我が国でどのように自然との共生を図るの

か、日本中から注目されています。 

 そこで、本分科会では「東北」という地域に焦点を当て、昔・今・未来という３つの角度からその内

実を深く掘り下げていくことで、今後野外教育が人々に提供できる価値や可能性について参加者の皆様

とともに探っていきたいと考えています。「昔」、「今」、「未来」の分科会のうちどれか一つを選んでい

ただき、ご参加下さい。 

 

 

第 1 分科会 「昔」                     会場：LC棟 2F G201 

 

『宮沢賢治の自然観』 

宮沢和樹 氏  〈（株）林風社 代表取締役〉 

 

◆コーディネーター 及川未希生（実行委員） 

■プロフィール 

宮沢賢治の実弟・清六さんの孫。賢治に関する講演活動、林風舎を通してオリジナルグッズや著書の

販売を行う。2015年リニューアルした宮沢賢治記念館の展示監修。 

■第 1分科会の内容 

本分科会では、東北を代表する詩人・童話作家である宮沢賢治の自然観について、宮沢賢治の弟、清

六の孫にあたる宮沢和樹氏に実際の作品を取り上げなら話題提供をいただきます。 

 宮沢賢治は、その作品の中で様々な自然の姿を描いています。風の又三郎、なめとこ山の熊、銀河鉄

道の夜など、自然環境を独自の視点から捉え、童話の中で描いています。そんな宮沢賢治の自然観を、

宮沢和樹氏から解説いただき、東北の「昔」から野外教育の未来に思いを馳せられればと考えています。

宮沢和樹さんからは、宮沢賢治の作品から伺える「地球と宇宙観」、「縄文と弥生」、「仏教」、「科学との

結びつき」などについても話題提供を頂く予定です。 
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第２分科会 「今」                    会場：LC棟 2F G202 

 

『今を動かす野外の力』  

村上美智子 氏  〈NPO法人 FIRST ASCENT JAPAN.理事長〉 

◆コーディネーター 庄子佳吾（実行委員） 

■プロフィール 

2011 年の東日本大震災を経て震源地に一番近い島  金華山をクライミングで活性化させようと、

「NPO法人 FIRST ASCENT JAPAN.」を設立。金華山震災復興支援「宝島プロジェクト」と銘打ち、

金華山のクライミングエリア開拓、登山道の整備、ナラ枯れの防除などを行ってきた。現在は宮城県加

美町にあるボルダリング施設運営も行いキッズスクールなど選手育成にも力を入れている。宮城県山岳

連盟副会長。日本山岳・スポーツクライミング協会理事。 

■第 2分科会の内容 

本分科会では、NPO法人 FIRST ASCENT JAPAN.理事長である村上美智子氏をお招きし、クライミ

ングによる東日本大震災からの復興への取り組みについて話題提供いただきます。村上氏からは、宮城

県石巻市牡鹿半島の金華山での取り組みから、登山道の整備、観光客のための休憩場所の確保などの課

題を挙げつつも、震災復興へクライミングがもたらしてきた力と魅力、そして世界に発信していける素

晴らしい資源の発見についてご紹介いただきます。災害大国である我が国では、東日本大震災のみなら

ず他の天災も多発していることから、復興への歩みを進める東北の「今」を起点に、これからの野外教

育が創出できる価値について議論を深めていく予定です。 

 

第３分科会 「未来」                        会場：B201 

 

『AI社会における野外教育』  

甲斐知彦 氏  〈関西学院大学教授〉  

◆コーディネーター 島貫織江（実行委員） 

■プロフィール    

 日本体育大学大学院修了。医学博士。野外教育を専門とし、近年はその対象にテーマパークの就業体

験なども加え、幅広く研究中。また、来るべき AI 時代にあって野外教育が果たす役割とは何かを日本

人工知能学会に参加するなどして模索中。日本野外教育学会理事、兵庫県キャンプ協会理事長。近著に

『野外教育における安全教育と安全学習－つくる安全、まなぶ安全』2011年（共著）杏林書院など。 

■第３分科会の内容 

AI（人工知能）に関するニュースが毎日のように飛び込んできます。野村総合研究所は 2015 年 12

月、英オックスフォード大学のマイケル・Ａ・オズボーン准教授らとの共同研究で、日本の労働人口の

約 49％が就く職業が 10～20年後には人工知能（ＡＩ）やロボットで技術的に代替できるという推計結

果を発表しました。また、未来学者のカーツワイルは、人工知能が自分より賢い人工知能をつくるとい

うシンギュラリティ（技術的特異点）を 2045年に迎えると提唱しています。我々人間はその時に備え、

何を準備すればよいのでしょうか？その彼の言葉をヒントに、野外教育の可能性についてみなさんと考

えていたいと思います。 
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研究発表（口頭/ポスター）・実践報告 発表要領・座長へのお願い 

 

◆口頭発表 

 

【発表要領】 

１．会場入り 

 発表 5分前には、会場入りして下さい。 

 

２．発表資料 

 研究発表に関する資料配布を希望される方は 100部ご用意いただき、会場入り口の机上においてくだ

さい。また、資料には「発表番号」、「演題」、「氏名」、「所属」を必ずご記入ください。 

 

３．パワーポイント 

（１）発表に使用するパソコンは事務局で用意したものを使用してください。なお、会場で使用するパ

ソコンへのデータ移行ならびに動作確認は以下の時間にお願いいたします。 

6月 23日（日）8:30～9:00、12:30～13:30（各会場にて） 

（２）大会会場に設置するパソコンは Windows10 で、Microsoft Office2016 がインストールされてい

ます。（Power Point2016含む） 

（３）Mac あるいはその他の Windows OS で作成されたものは、レイアウトのズレやアニメーション

に不都合が生じる可能性があります。動作確認の際には、データをデスクトップ上にコピー保存し

てください。発表終了後、事務局で削除します。なお、ファイル名は「会場－番号」（例:A－1）と

してください。 

 

４．発表時間 

各演題とも発表時間 12分、質疑応答 3分、計 15分とします。〈１鈴 10分、２鈴 12分、３鈴 15分〉 

 

５．その他 

 使用機材等についての変更、質問等がございましたら事務局へご連絡ください。 

 

【座長へのお願い】 

（１）担当セッション開始 10分前までに会場に入り座長席にお座りください。 

（２）アナウンスは行いません。時間になりましたら、座長席で「セッションとご自身の紹介」の後、

演者の「演題名」「所属」「氏名」を紹介して発表を始めてください。 

（３）本大会は発表後に 5分間の移動時間を設定しております。 

（４）各発表の開始時刻については、スケジュールを確認し、時間の厳守をお願いいたします。 

 

 

 

 

13



◆ポスター発表 

１．発表方法 

（１）本大会では発表者の発表時間（13:00～13:30）を設け、その時間内での質疑応答を行います。進

行役等の座長は設けず、発表者と質問者で自由に討議する形式とします。 

（２）発表者は、発表時間内はポスターの前に在籍してください。 

（３）ポスター発表の資料は、原則としてポスターによるものとしますが、補足資料が必要な場合には

配布プリント（100部）をご用意ください。配布は発表者が行ってください。 

 

２．ポスターの展示と撤収について 

（１）発表会場に発表番号を記した展示用ボードとセロハンテープ・マグネットを用意します。 

  発表者は、6月 23日（日）8:30以降、LC棟１Fラーニングコモンズに展示してください。 

（２）ポスター発表用の展示スペースは、縦 140 ㎝×横 80 ㎝です。特別な規定はありませんので自由

に展示してください。 

（３）発表後の撤収は、6月 23日（日）16:00までにお願いします。それまでに撤収されなかったポス

ターは大会事務局で撤収・処分します。 

 

◆実践報告 

１．発表方法 

（１）本大会では発表者の発表時間（13:00～13:30）を設け、その時間内での質疑応答を行います。進

行役等の座長は設けず、発表者と質問者で自由に討議する形式とします。 

（２）発表者は、発表時間内は展示スペースの前に在籍してください。 

（３）掲示の方法はポスター、写真、ノート PCディスプレイ、プロジェクター投影など、各自で選択

してください。 

（４）実践報告の資料は、原則として掲示によるものとしますが、補足資料が必要な場合には配布プリ

ント（100部）をご用意ください。配布は発表者が行ってください。 

 

２．展示と撤収について 

（１）発表会場に発表番号を記した展示用ボードとセロハンテープ・マグネットを用意します。 

  発表者は、6月 23日（日）8:30以降、LC棟１Fラーニングコモンズに展示してください。 

（２）ポスター発表用の展示スペースは縦 140 ㎝×横 80 ㎝です。特別な規定はありませんので自由に

展示してください。 

（３）プロジェクター投影や実演などを行う場合は、各自の展示スペースの範囲内で行ってください。 

（４）ノート PCディスプレイ、プロジェクト投影に必要な機器（スクリーン・プロジェクターなど）

は、すべて発表者が用意してください。各自で用意された機器類はご自身で管理してください。電

源の延長ケーブルは大会事務局で用意します。上記機器や机・椅子等を使用される場合は事前に事

務局までご連絡ください。 

（５）発表後の撤収は、6月 23日（日）16:00までにお願いします。それまでに撤収されなかったポス

ターは大会事務局で撤収・処分します。 
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演題（研究題目） 発表者 掲載頁 座長

9:00

～

9:15

9:20

～

9:35

9:40

～

9:55

10::00

～

10:15

演題（研究題目） 発表者 掲載頁 座長

9:00

～

9:15

9:20

～

9:35

9:40

～

9:55

演題（研究題目） 発表者 掲載頁 座長

9:00

～

9:15

9:20

～

9:35

9:40

～

9:55

10::00

～

10:15

〇：発表者

研究発表Ⅰ（口頭）6月23日（日）9:00～10:15

42

B-2

B-3

A Study on the Relationship between Sense
of Place and Satisfaction and
Recommendation Intention

〇Yanqu Zheng (Chongqing University of
Technology), Hong Hui (Chongqing
University of Technology), Philip Wang
( Kent State University)

44

研究発表（口頭／ポスター）・実践報告　スケジュール

A会場：B203

C-4
保護者から見た子どもの組織キャンプ参加・非参
加の理由－大阪府I市での事例－

○矢野達也（大阪体育大学大学院）、伊
原久美子（大阪体育大学）、髙橋宏斗（大
阪体育大学大学院）

70

⼭⽥亮
北海道教育⼤学

岩⾒沢校

C-3
キャンプの野外炊事における小中学生の学び
の内容

○渡邊万里映（仙台大学大学院）　、岡
田成弘（仙台大学）

68

C-1 秋田県における子どもの自然離れの現状
○北村芽唯（秋田県立大学）、蒔田明
史（秋田県立大学）

64

C-2

Leader Of the Dayを導入したキャンプが青少
年のヒューマンコミュニティ創成マインドに
及ぼす影響

○堀松雅博（びわこ成蹊スポーツ大
学）、岡田成弘（仙台大学）

A-1

A-2

野⼝和⾏
慶應義塾⼤学

A-3

A-4

66

B会場：B204

C会場：B103

中丸信吾
順天堂大学

○青木康太朗（國學院大學）、長谷川
祐太（国立青少年教育振興機構）

24

継続型教育キャンプにおける発達障がい傾向の
ある児童の社会的行動の変化

○山口大樹 (京都教育大学大学院 ) 、遠
藤 浩(京都教育大学 ) 、川口純(阿智第
一小学校 )

26

指定管理者制度導入に伴う都道府県・政令指定
都市設置の青少年教育施設における公費負担に
関する研究

〇蓬田高正（天理大学体育学部） 20

我が国の野外指導者の野外スピリチュアリティに
関する研究:Q技法を用いて

○ 岡 村 泰 斗 （ 株 式 会 社 backcountry
classroom ） 、 Jay Post （ Arkansas Tech
University）、濱谷弘志（北海道教育大学）、林
綾子（びわこ成蹊スポーツ大学）、徳田真彦（大
阪体育大学）

22

青少年教育施設における夏季の傷病の発生状
況とその要因に関する研究

46

B-1
Key Lessons from Outdoor Education and
Camp Research in the United States

○Jim Sibthorp (University of
Utah College of Health)

The Art of National Parks:A Comparative
Graphic Analysis

○Philip Wang (Kent State University), Chunyan
Zhou (Chongqing Normal University),
Zibai Luo (Chongqing Normal University), Yanqu
Zheng (Chongqing University of Technology),
Weibo Feng (Chongqing Normal University)
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演題（研究題目） 発表者 掲載頁 座長

10:30

～

10:45

10:50

～

11:05

11:10

～

11:25

11:30

～

11:45

演題（研究題目） 発表者 掲載頁 座長

10:30

～

10:45

10:50

～

11:05

11:10

～

11:25

11:30

～

11:45

演題（研究題目） 発表者 掲載頁 座長

10:30

～

10:45

10:50

～

11:05

11:10

～

11:25

11:30

～

11:45

11:50

～

12:05

〇：発表者

52

74

C-7
雪上活動におけるストレスに関する研究－大
学野外活動部員を対象として－

○髙橋宏斗（大阪体育大学大学院）、福
田芳則（大阪体育大学)、伊原久美子(大

阪体育大学)

76

C-9
大学キャンプ実習におけるキャンプカウンセ
ラーの声かけが参加者に及ぼす影響

○松谷成（仙台大学大学院）、岡田成
弘（仙台大学）

80

島崎晋亮
信州アウトドア
プロジェクト

C-6
雪上実習における大学生の満足要因に関する
研究－指導者の勢力資源に着目して －

○浦山諒大（びわこ成蹊スポーツ大学
大学院）、黒澤毅（びわこ成蹊スポー
ツ大学）

キャンプ場面における信頼感醸成に関する検討
－指導学生と参加学生との関わりから－

C-8
○垣田紗稀子（福岡大学大学院）、宮田
卓哉（福岡大学）、川畑和也（神村学園専
修学校）、築山泰典（福岡大学）

78

C会場：B103

C-5
キャンプ経験が大学生のスマホ依存に及ぼす影
響

○宮田卓哉（福岡大学）、垣田紗稀子（福
岡大学大学院）、川畑和也（神村学園専
修学校）、築山泰典（福岡大学）

72

B会場：B204

B-4

ろう児童が聴児童とともにキャンプ生活をす
ることで起こる意識変容－ 手話を用いたイン

タビューと観察記録の分析から －

○針ヶ谷雅子（明治大学・兼）、太田
正義（常葉大学）

48

福富優
至学館大学

B-5

B-6

日本赤十字社が大正時代に実施した夏季兒童
保養所－虚弱児童のため組織キャンプ

〇中島豊（長野 大学） 50

B-7

自然体験活動の経験からみる保護者の意識
－ 「青少年の体験活動等に関する意識調査
（平成28年度調査）」より －

○小林祥之（国立青少年教育振興機構） 54

「小中学校の集団宿泊活動に関する全国調
査」からみる学校のニーズ

○山川晃（国立赤城青少年交流の
家）、小林真一（国立青少年教育振興
機構）、青木康太朗（國學院大學）

西島大祐
鎌倉女子大学
短期大学部Adventure based Challenge Ropes Course

Campにおけるオリジナル・リフレクション
シート（RFS-ELC）の活用事例の検討

〇石川国広（東京工業大学 リベラルアー

ツ研究教育院 ／ 環境・社会理工学院）
32

A-5

野外教育の理論を応用した大学授業における
アクティブ・ラーニングと学習成果の関連－
学習アプローチ及び社会人基礎力に着目して
－

○岡田成弘（仙台大学）、武田瑞樹
（本吉響高等学校）

28

A-6
アウトドア指導者の能力評価の試み −ルーブ
リック評価を用いて−

○⼭⽥亮（北海道教育⼤学岩⾒沢校）、⼭路歩（⽇
能研）、野⼝和⾏（慶應義塾⼤学）、⾼瀬宏樹（国
⽴曽爾⻘少年⾃然の家）、中澤朋代（松本⼤学）、
佐藤繁⼀（NPO 法⼈国際⾃然⼤学校）、⼭⽥俊⾏
（トヨタ⽩川郷⾃然學校）

30

A-7

国立青少年教育施設でボランティア活動を行
う高校生・短期大学生・大学生の参加動機に
関する研究

〇杉本守（国立磐梯青少年交流の家）A-8 34

A会場：B203

研究発表Ⅱ（口頭）6月23日（日）10:30～12:05
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演題（研究題目） 発表者 掲載頁 座長

14:00

～

14:15

14:20

～

14:35

14:40

～

14:55

演題（研究題目） 発表者 掲載頁 座長

14:00

～

14:15

14:20

～

14:35

14:40

～

14:55

15:00

～

15:15

演題（研究題目） 発表者 掲載頁 座長

14:00

～

14:15

14:20

～

14:35

14:40

～

14:55

15:00

～

15:15

〇：発表者

C-13

野外プログラムを用いた企業研修における研修満
足度と学習到達度に関する研究 － カークパト

リックの4段階評価モデルを参考に －

○橋本和俊（びわこ成蹊スポーツ大学）、
水津真委（びわこ成蹊スポーツ大学）、浦
山諒大（びわこ成蹊スポーツ大学大学
院）、黒澤毅（びわこ成蹊スポーツ大学）

88

C会場：B103

C-10
デューイの教育論的視座からの野外教育の再
評価

○髙橋徹（仙台大学） 82

青木康太朗
國學院大学

84

C-12
保育者養成校における学生の体験活動に関す
る一考察

○庄子佳吾（愛知文教女子短期大学） 86

環境教育の理論研究のための基礎的考察 〇三谷高史（仙台大学） 60

大学キャンプ実習で育まれる女性のリーダー
シップ－女子大学生の優柔不断さに着目して
－

○井上望（中京大学）、 金子和正（東京
家政学院大学）、豊留雄二（自然遊びクラ
ブ）、佐藤冬果（筑波大学大学院）

40

C-11
大学野外実習における社会人基礎力の育成要
因の検討Ⅱ

○徳田真彦(大阪体育大学)、向後佑香(筑波
技術大学)、青木康太朗(國學院大学)、瀧直
也(信州大学)、坂谷充(北翔大学)、福富優
(至学館大学)、中丸信吾(順天堂大学)、伊
原久美子(大阪体育大学)

B-11

B会場：B204

B-8 野外教育的社会課題へのアプローチ ○高野孝子（早稲田大学） 56

村井伸二
玉川大学

B-9

江川潤
神田外語大学

豊かな自然環境に根ざした地域の森林教育の実
践の可能性－鳥取県日南町の生涯にわたる一貫
プログラム－

○井上真理子（森林総合研究所多摩森
林科学園） 、小菅良豪（にちなん中国山

地林業アカデミー）、 大石康彦（森林総
合研究所多摩森林科学園）

62

野外教育の領域概念　－ 生涯学習を視座とし
て －

○大石康彦（森林総合研究所多摩科学
園 ）、井上真理子（森林総合研究所
多摩科学園 ）

58

A-9
冒険教育の社会的役割についての検討　－ ア
ウトワード・バウンドの評価をもとに －

○西島大祐（鎌倉女子大学短期大学
部）

36

A-10

教育キャンプにおける指導経験がキャンプカ
ウンセラーの社会的スキルと自然体験活動指
導スキルに及ぼす影響

〇関佳那子（京都教育大学大学院）、
遠藤浩（京都教育大学）

38

A-11

B-10

研究発表Ⅲ（口頭）6月23日（日）14:00～15:15

A会場：B203
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※発表者は13:00～13:30の間、ポスターの前にいてください。

演題（研究題目） 発表者
掲載
頁

P-1
登山者の登山に関するソーシャルネットワーキングサービスの利用実
態

○ 高 橋 達 己 （ 筑 波 大 学 大 学
院）、渡邉仁（筑波大学）

90

P-2 サバニによる海洋文化復興運動に関する調査研究
○千足耕一（東京海洋大学学術
研究院）、蓬郷尚代（東京海洋
大学博士研究員）

91

P-3 野外教育学の体系に関する試論
○土方圭（明治大学）、張本文
昭（沖縄県立芸術大学）

92

P-4
キャンプに対する参加者の想いについて～大学キャンプ実習を事例と
して～

〇高荷英久（日本体育大学） 93

P-5 海洋スポーツ愛好者のコミュニティとレジャー関与の関係

○松本秀夫（東海大学体育学部）、小林俊
（東海大学非常勤講師）、合志明倫（東海大
学海洋フロンティア教育センター）、蓬郷尚
代（東京海洋大学博士研究員）、千足耕一
（東京海洋大学学術研究院）

94

P-6
ボーイスカウトのジャンボリーにおける教育効果－ 第17回日本スカウ
トジャンボリーでスカウトが得た成果について －

○田中優（大妻女子大学）、川
口 洋（佛教大学大学院）、黒
澤岳博（城西大学）

95

P-7
大学と特別支援学校の連携による知的障害者の自然体験活動に関する
実践的研究

○中丸信吾、渡正（順天堂大
学 ） 、 尾 高 邦 生 （ 順 天 堂 大
学）、渡邉貴裕（順天堂大学）

96

P-8
スキー・スノーボード実習が女子大学生のSelf-authorshipに与える影
響

○ 佐 藤 冬 果 （ 筑 波 大 学 大 学
院）、坂本昭裕（筑波大学）、
金子和正（東京家政学院大学）

97

P-9
農村地域の過疎化改善に向けたアウトドアスポーツビジネスの可能性
―　大学と農村の協働による地域活性化の事例より　―

○横山誠（大阪国際大学経営経済学
部・地域協働センター）、中野謙（沖
縄国際大学）、西岡ゆかり、
高見彰（大阪国際大学人間科学部）

98

P-10
青少年教育施設におけるボランティア制度の日韓比較研究－韓国青少
年活動振興院と国立青少年教育振興機構の取組を例に上げて－

〇及川未希生（盛岡大学短期大
学部）

99

P-11
コマ図の修正によるウォークラリーコースの改善－GPS ロガーを用い
た検討－

○小西岳勝（静岡県立朝霧野外活動セン
ター・静岡大学大学院教育学研究科）、村越
真（静岡大学学術院教育学領域）、太田正義
（常葉大学教育学部心理教育学科）

100

P-12
大学学外施設を活用した野外環境教育活動の可能性－ 学生の環境に関
する意識の変化に着目して －

〇村井伸二（玉川大学TAPセン
ター）

101

P-13 自然体験が健康格差を緩和する可能性についての文献研究 〇居﨑時江（埼玉県立大学 ） 102

P-14
中学校での学校登山体験が生徒に及ぼす影響－ 長野県小谷中学校の学
校登山を事例として －

〇濱谷弘志（北海道教育大学岩
見沢校）

103

P-15 組織キャンプの教育治療構造の検討 —外的構造の意味することー 〇渡邉仁（筑波大学） 104

P-16
大学キャンプ実習における教育効果に関する一考察－ 参加学生のシャ
イネス感情に着目して－

○川畑和也（神村学園専修学
校）、福満博隆（鹿児島大学）

105

P-17
海での自然体験がライフスキル獲得に与える影響－ 集中授業参加者を
対象とした質的研究－

○蓬郷尚代（東京海洋大学博士
研究員）、松本秀夫（東海大
学）、千足耕一（東京海洋大
学）

106

P-18 スノーケリング指導者におけるフィンの硬度と200Mフィン泳力の関係

○小泉和史(日本体育大学)、松本秀夫
(東海大学)、蓬郷尚代(東京海洋大
学)、高野修(筑波大学)、千足耕一(東
京海洋大学)

107

〇：発表者

研究発表（ポスター）6月23日（日）13:00～14:00
LC棟1Fラーニングコモンズ
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※発表者は13:00～13:30の間、展示スペースの前にいてください。

演題（研究題目） 発表者 掲載頁

R-1 野外における造形表現活動Ⅲ－羊毛を用いた造形ワークショップ－
○田中千賀子（武蔵野美術大
学）、岡本恵（東京家政大学）

109

R-2 在外研究員制度によるノルウェー滞在報告（第2報） 〇多田聡（明治大学） 109

R-3 多摩の自然学校　～防災教育と野外教育～

〇山崎源太（多摩市教育委員会/
国士舘大学）、永吉英記（国士
舘大学）、浅倉大地（国士舘大
学）

109

R-4
災害ボランティア活動に必要な野外活動スキル －国士舘大学災害ボ
ランティア活動の実践から－

○浅倉大地（国士舘大学防災・救急救
助総合研究所）、永吉英記（国士舘大
学）、山﨑源太（多摩市教育委員会）

110

R-5
インクルーシブ野外教育指導員に必要な視点について -特別支援学校
スキー教室での実践-

○加藤彩乃（信州大学） 110

R-6 三宅島海水浴場監視活動におけるアクシデントとその防止策

○高野修（東京海洋大学大学院）、小泉和史
（日本体育大学）、松本秀夫（東海大学）、
永島昇太郎（帝京大学）、蓬郷尚代（東京海
洋大学博士研究員）、千足耕一（東京海洋大
学学術研究院）

110

R-7 WEAカリキュラムによる野外指導者システムの構築

○島崎晋亮（信州アウトドアプロジェクト）
岡村泰斗（ backcountry classroom Inc.）
林綾子（びわこ成蹊スポーツ大学） 徳田真
彦（大阪体育大学） 林健児郎（六甲山
YMCA）

111

R-8 Us4 IRIOMOTE：私たちが西表島のためにできること

○吉田理史（信州アウトドアプロジェク
ト）、岡村泰斗（ backcountry classroom
Inc.）、島崎晋亮（信州アウトドアプロジェ
クト）、林綾子（びわこ成蹊スポーツ大
学）、德田真彦（大阪体育大学）、林健児郎
（六甲山YMCA）

111

R-9
小・中学生を対象とした1年間の野外教育プログラム
～沖縄慶留間島留学制度5年間の歩み～

○永吉英記（国士舘大学）、 浅倉大地
（国士舘大学防災・救急救助総合研究
所）、 山﨑源太（多摩市教育委員会）

111

R-10
地域連携プログラムが参加者に与える影響やその変容－酪農体験を通
して－

〇狩谷順子(国立三瓶青少年交流
の家)

112

R-11
スノーケリング講習会実施報告　－ 帝京大学ゼミ学生を対象として
－

○永島昇太郎（帝京大学）、高
野修（筑波大学）

112

〇：発表者

実践報告　6月23日（日）13:00～14:00
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