日本野外教育学会ニュースレター

No.75

(Vol.20，No.2)

DEC.22.2016

2016 年 12 月 22 日発行

自然・ひと・体験
編集：日本野外教育学会広報委員会
発行：日本野外教育学会事務局
〒305-8574 つくば市天王台 1-1-1 筑波大学体育系野外運動研究室内
TEL&FAX.029-853-6339

第 19 回大会朝の集いにて

特

集

澄んだ秋空に映える富士山を望む

日本野外教育学会第 19 回大会

日本野外教育学会第 19 回大会報告
支部活性化事業 案内
各種会議議事録
事務局便り

報告

2〜 9
9〜10
10〜11
12

日本野外教育学会ニュースレター

No.75

(Vol.20，No.2)

DEC.22.2016

2016 年 12 月 22 日発行

日本野外教育学会第 19 回大会 報告
◆

日本野外教育学会第 19 回大会を終えて

大会実行委員長挨拶
平田

裕一（至学館大学）

この度、静岡県御殿場市の国立中央青少年交流の家を会場
として日本野外教育学会第 19 回大会を無事終えることができ
ました。第 19 回大会の実行委員を代表して学会開催にご協力
頂きました関係各位の方々にお礼申し上げます。
私は、2005 年に愛知県で「愛・地球博」が開催された年の
第 8 回大会の実行委員長に次いで二度目の大役となりました。
これまでの学会大会は、主に学会員が所属する大学を会場と
して教育・研究者の口頭・ポスター発表等を主として開催さ
れてきました。
今回の第 19 回大会は、前年の第 18 回大会から来年度の第
20 回大会の 3 大会を「これからの野外教育の発展に向けて～

できる関係性を構築することも今後の野外教育の発展のひと

ひろげる・ふかめる・まとめて発信する～」という統一テー

つと感じました。

マを設けて開催する中、
「ふかめる」ことに主眼をおき開催し

そのことは、学会期間中に、若手研究者の方々によって「今

ました。これまでの大会においても、その根底には「野外教

若者にできること」と銘打った自主企画シンポジウムが開催

育の発展」の願いがあって学会独自で開催されてきましたが、

されたこと、大会後の Facebook を活用した交流の推進が図ら

今大会は野外教育を日頃実践する民間団体の方々の全国大会

れたこと、そして、研究者と野外教育実践者との共同による

となる自然体験活動推進協議会（ＣＯＮＥ）の全国フォーラ

研究調査のマッチングの方策の検討が提案されたこと、など

ムと合同の学会大会を計画しました。
「理論と実践」の文字の

に活かされたのではないでしょうか。

如く、野外教育の教育・研究者と自然体験活動の実践者とが

しかしその一方で、今大会の参加者、発表数（口頭・ポス

合同で大会を開催することで、双方の参加者が単に一つの建

ター）は、前年の第 18 回大会から約 50 名、20 演題の減少と

物（研修館）を共有してそれぞれの大会を実施するのではな

なり、過去 5 年間で最低の数字となりました。単に 10 月開催

く、相互の大会企画に相乗りで参加し、交流を深め、そして、

とした開催時期の問題だけであればと思う次第です。

今後の事業や研究のきっかけとなる場を創ることを意識して

最後になりますが、第 19 回大会の開催に当たり事務局長を

大会の内容を計画してきました。

担当していただいた遠藤知里先生（常葉大学短期大学部）、Ｃ

大会初日の合同の基調講演では、明石要一先生から「学会

ＯＮＥ全国フォーラム in 御殿場実行委員会の田中啓介氏なら

自体に研究部門を設けること」を、そして、高木幹夫先生か

びに辻祥悟氏（両名共にホールアース自然学校）には約 1 年

ら「今後のＥＳＤの切り口(対象とする分野)を意識すること」

の歳月を費やして開催方法の検討をして頂き、今回の開催・

の示唆を頂きました。野外教育自体が多種多様な側面で構成

運営に至ったことを追記させて頂きます。

される実践的学問領域であり、多くの分野で専門的に野外教

第 20 回大会の開催まで半年となりますが、今後の野外教育

育の実践に関わっている方々が、今後予測される社会の変化

の発展に向けた議論が日常から継続され、新たな学会の発展

から発生する様々な課題に対して「チーム」を構成して対応

の機会となることを願います。
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◆ 基調講演
自然体験活動の「効果」を探る
講師：明石 要一（千葉敬愛短期大学学長/
国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター長）
講師：高木 幹夫（株式会社日能研代表取締役）
ファシリテーター：中澤 朋代（松本大学）
第 19 回大会初日の基調講演では、
「自然体験活動の効果を探

と持っているアクティブ・ラーニング的な特質に触れ、公教育

る」をテーマに、明石要一氏、高木幹夫氏にご講演頂いた。講

と手をつないで野外教育の市場を開拓していくことの重要性を

演に引き続き、中澤朋代氏の進行による対談が行われた。

指摘した。また、塾である日能研と野外教育の接点は「学びの

明石氏は、多様な関係性の場としての体験活動の可能性を述

あり方」であり、
「状況の中で学んでいく」
、
「多様性を受け入れ

べた。具体的には、親子・師弟や友達関係といったタテ・ヨコ

る」という視点を提示し、前向きで肯定的な価値観を育むもの

関係以外の「ななめの関係」
（例えばいとこ、親族、地域の人な

としての体験活動の重要性を述べた。

ど）が失われ、その教育力を活用できない現状があり、それを

続く対談では、中澤氏の進行により、各氏からの問題提起に

補う場としての野外教育の意義を指摘した。また、非認知能力

ついて活発な議論がなされた。非認知能力をどのように育むか

の重要性について、特に判断力と決断力の違いを例にとり「判

について、状況の中で自ら問いを立て判断していく体験、すな

断力は（学校教育で）教えることができるが決断力は教えるこ

わち主体的な学びの重要性に関する議論が重ねられた。学習指

とはできない。こうした「教えられないが育てるべきこと」を、

導要領改訂に関連して、カリキュラム化という発想は体験的な

野外教育ではどのように育てることができるか」という問いを

学びにフィットしないという考え方も示された。最後に中澤氏

示した。最後に、学会は野外教育の効果についてのエビデンス

は、
「
（アクティブ・ラーニングの導入で）学校教育が柔軟にな

を集め社会的課題に答えていくことが大切で、学会内に研究部

りつつある今、
「体験を学びに置換する方法」が求められている。

を作り青少年教育振興機構と共同研究を行ってはどうかという

野外教育の関係者が関わることで、子どもたちの日常の中に学

提案がなされた。

びの芽が出ていけば、学校はさらに変わっていく。その中で、

高木氏は、学習指導要領の改訂とアクティブ・ラーニングの

自然体験の市場を広げつつウィン・ウィンの関係を築いていく

導入の話題を軸として体験のふり返りの重要性に触れ、体験と

にはどうすればよいか、2 日間の学会大会で議論を深めてほしい」

学びのあり方について問題提起した。また、野外教育がもとも

と結んだ。
報告者：遠藤 知里（常葉大学短期大学部）

◆ ナイトセッション
富士山からのメッセージ
講師：米山 千晴（東富士山荘・大自然ガイド集団やまぼうし主宰
／小山町議会議長）
米山千晴氏より、富士山と人間の関係についての講話を頂い

たらすゴミ問題に触れ、
「このような状況を今日認識していただ

た。米山氏は富士山の御師の家系に生まれ、現在も富士山の自

き、皆さんが他の人に話をしていただければ、私は今日ここに

然に深く関わる仕事をされている。富士山の自然誌と文化誌、

来た甲斐がある。1 人ではできないが、今日ここにいらっしゃる

火山である富士山と共に生きてきた地域の人々の知恵を生き生

百数十名の方々が、また地元にお戻りになってお話をしていた

きとした語り口でわかりやすく解説がなされた。最後に米山氏

だければ、
（富士山を守る）広い輪になる」と結んだ。

は、地球温暖化がもたらす永久凍土の融解、観光客の増加がも
報告者：遠藤 知里
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◆ 自主企画シンポジウム
野外教育における心理臨床的アプローチ –発達障害の子どもの社会化と個性化−
坂本 昭裕（筑波大学）
本シンポジウムは、第 12 回大会から数えて、今回で 7 回目と

て、さまざまな筋から（観点から）解釈がなされても構わない

なりました。企画のねらいは、キャンプに参加した不登校や発

ものです。事例を聞いていて、さも自分が体験しているかのよ

達障害児の事例を検討することによって、対象となっている子

うに実感的に理解することがありますが、このような理解を通

どもを深く理解することや体験の意味について考えることにあ

じて、自身の実践に生かすことが可能になるものと思われます。

ります。また、自ずとカウンセラーの関わり方についても考え

これは「主観的普遍性」と言われています。

ることになります。事例検討では、こうした過程から何か一般

前回の第 18 回大会からは、フロアの方々にも積極的に事例に

法則的な知識を導き出すというよりは、生の事例から実践に「役

ついて感じたこと、考えたこと、あるいは疑問点を発言いただ

立つ知」を得ることを目指していると言えます。

けるように、あらかじめ事例に添うようなテーマを設けてみま

事例検討は、臨床心理学の分野では、当たり前のように行わ

した。この方が、議論が活発になりますし、より深い理解にな

れているのですが、野外教育学会にはなじみのないものでした。

るように感じています。今回は、20 名の方にご参加いただきま

それゆえ、本シンポジウムに参加された会員の方々は、事例に、

した。中には心理臨床を専門にされている方もおられたようで

あるいは事例検討にどのような姿勢や態度で関わればよいかが

す。今後も機会が許す限り企画できればと考えています。多く

わかりにくかったことと思います。実際、事例検討では、あら

の方々に「実践の知」に興味関心をもっていただければと思い

ゆる観点から参加者が感じた事例の理解をすればいいのであっ

ます。

情報交換会 –今若者にできること飯田 輝（大阪体育大学大学院） 佐藤 冬果（筑波大学大学院）
堀 美奈子（山梨大学大学院）

川田 泰紀（仙台大学大学院）

今日、各大学や各団体ではその歴史や伝統、環境、文化など

有です。シンポジウムの中で「なぜキャンプをしているのか」

を活かした特徴ある活動を行なっています。しかしながら、そ

をテーマにディスカッションを行い、他の団体の価値観を聞く

れらを知る機会は少ないように思います。今回の企画者である 4

ことができました。3 つ目はネットワークの形成です。シンポジ

名は、
「この状況で我々ができる事は何なのか」
、
「野外教育の発

ウム中の交流はもちろん、Facebook にページを作ることで、誰

展に貢献できることはないのか」と考え、今回の情報交換会を

でも自分の団体の活動紹介ができるページを作成しました。今

企画し、当日は 30 名ほどの参加者に来ていただきました。今回

回の機会をより良くしていくためには今回の学会のテーマであ

の成果として 3 つ挙げられます。1 つ目は活動事例集の作成です。

る「深める」ことが大事だと思っています。今後も継続的にこ

「野外教育を学べる大学・研究室」にある 13 団体の活動事例集

のような機会を作っていきたいと思います。

を作成し、本シンポジウムで配付しました。2 つ目は価値観の共

◆ 企画委員会企画シンポジウム
第 20 回大会に向けた後半戦キック・オフ・分科会
「これからの野外教育の発展に向けて」 〜「ふかめる」〜
企画委員会委員長：平田 裕一
企画委員会では、第 18 回大会から第 20 回大会の 3 大会連続の企画として「これからの野外教育の発展に向けて」と題して、野外
教育に関わる 4 つの視点（1．施設・フィールド、2．事業・プログラム、3．人づくり・担い手づくり、4．グローバル化）を設定し、
学会大会を通じて会員の方々と議論を深めていくことを進めています。
先の第 18 回大会では、
「広げる」というテーマで企画委員の 6 名と星野理事長を加えた 7 名が一堂に会して各々の課題・現状につ
いて説明を行いました。今回の第 19 回大会では、4 つの視点を分科会形式で開催し、各会場に参加した会員の方々とそれぞれの課題
と現状について理解を「ふかめる」ことを行いました。当日の各会場の話題提供者の内容、そして、参加された会員の方々との議論
の抜粋を以下の通り報告いたします。尚、各会場の詳細な報告は、野外教育研究に別途掲載いたします。
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１．
【施設・フィールド分科会報告】
（参加者13名）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファシリテーター 大石 康彦（森林総合研究所多摩森林科学園）
張本 文昭（沖縄県立芸術大学）
話題提供者

山下 達也（国立中央青少年交流の家）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１）現状、課題内容

野外教育の実践と研究が非日常にウエイトを置いている

（１）ファシリテーターと話題提供者から下記の論点を提示し

という共通認識から議論が展開し、野外教育全般のあり方や

て議論した。

地域社会との関係性など広範な問題に議論が及び、とても難

・

施設と地域の連携

しいテーマだと感じた。一方で、日常における野外教育活動

・

公設と民設の連携

について考える必要があることや、施設運営について公設民

・

実践と研究の連携

営が一つのヒントになること、研究ニーズのマッチングを図

（２）参加者全員での議論により、下記の現状と課題が抽出整

るための情報交換ツールの提案といった、難易はあるものの

理された。

具体的に考えていく糸口が得られたように思う。

①施設面
・

・

（２）アイデア、提案

施設は今後、地域や社会のニーズに対応したり連携したり

・

しつつも、独自性を発揮したり、そもそもの設置目的であ

ディネート役、言い出しっぺが必要で、それは国立施設が

る教育施設として必要な事業を展開していく必要がある。

果たせるしその役割もあるだろう。また各地で連携がうま

国立施設は人と自然をつなぐ入門的、窓口的施設としての

く機能している事例について情報交換する必要がある。

役割が期待される。
・

・

・

事業成果を中心として様々なことを「調べてもらいたい」

営が今後の１つのあり方かも知れない。成功事例などがあ

と思っており、また学生や研究者は「調査対象」を探して

れば参考になるかも知れない。

いる。これらお互いが出会える仕組み、例えば学会ホーム

施設の事業実践が調査研究に結びつくよう、もっと学会や

ページ上に「調査研究マッチングサイト」のようなものを

研究者と連携する必要がある。

作れば両者にとって良い。
・

施設が果たせる地域貢献に関する研究。遠くから来る子ど

日常（普段の生活における、子どもが自力で行ける場所）

もたちのための教育施設としてだけでなく、地域にも様々

の自然体験も、非日常（普段じゃない、大人に連れて行っ

な貢献性があるだろうし、貢献しなければならない。

てもらう必要がある場所）の自然体験も、それぞれの良さ

・

総会で編集委員会が打ち出した「依頼論文」のテーマや内

がある。今後はそれらをつないでいくような手段を考える

容は、3大会連続シンポジウムを通じて浮かび上がる課題

必要もある。特に普段の生活の中でも自然体験を増やす必

なり方向性なりについて相応しい人に執筆してもらうと

要がある。

良いのでは。

③施設・フィールド両面
・

国立施設（おそらく公立施設、民間施設、民間団体も）は

公立施設は民間の力を活かした指定管理者による管理運

②フィールド面
・

各施設（国-公-民）の連携や、施設と地域の連携は、コー

・

日常、
普段の生活、
徒歩や自転車で行ける距離における
「日

今後のあり方については、社会変化が激しいので数十年先

帰りキャンプ（デイキャンプ）」や自然体験にも効果があ

の将来を見据えながら考える必要がある。今だけを考えて

るはずなので、研究対象として積極的に目を向ける。

も変化に対応しきれない。

・

実現は困難だろうが、宿泊を前提としない「国立日帰り施

２）実施した感想と今後に向けた提案

設」というのが都会の中に本来あっても良い。そういった

（１）感想

普段の子どもの生活の中における自然体験は、非日常的な

前回大会での意見や課題を踏まえた当日の論点を整理し、

自然体験の窓口として機能するはず。

会の冒頭で趣旨説明を行ったため、ディスカッションでは比

・

地元の子どもが地元（歴史文化や自然など、風土）を知れ

較的話題が散乱することなく、議論が深まって良かった。ま

るような事業・プログラムを考えたい（地元から離れたと

た学生も社会人も１人ずつ意見を述べる時間的余裕がある

ころでのキャンプや自然体験だけでなく）。

のも良かった。

報告者：張本 文昭
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２．
【事業・プログラム分科会報告】
（参加者 13 名）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファシリテーター 高瀬 宏樹（国立室戸青少年自然の家）
話題提供者

佐藤 初雄（ＮＰＯ法人国際自然大学校）
成田

裕（ＮＰＯ法人ガイア自然学校）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１）事例報告・発表内容

生まれると何かが生まれる。

（１）成田裕氏：金沢でガイア自然学校を運営
主催・受託中心。しかし、それだけでは運営ができないの

・

地域や組織が硬直化しないことが大事。

・

持続可能になるための方策。本当にやりたいものだけで

で、学童保育を今年度から受託運営している。ビジネスモデ

なく、運営（稼ぐ）のためには別のこともやることが必

ルとしての自然学校を確立する必要があると思う。

要。

（２）高瀬宏樹氏：国公立の野外教育施設に勤務

・

世代で壁をつくっていないか。

それぞれが、国の教育目標・政策課題、県の教育目標を掲

・

責任とお金。

げて運営している。広くあまねく参加できる事業と、モデル

・

シニア層への普及、森のようちえんなどの自然教育の場、

プログラム的な事業運営に取り組んでいる。国公立が民間の

災害に強いなど特性を生かしていく方向が良いのでは。

参加者を奪っているとかいう声もあるが、役割分担も必要で

・

はないかと思う。

の困りごとをプログラム化して体験の機会にして集客し

（３）佐藤初雄氏：民間を中心に全体の立場から

ている。そういう視点では。

運営母体がさまざまな形（株式会社からＮＰＯまで）であ

（２）実施した感想・今後に向けた提案

り、それらをつなぐネットワーク組織があり、様々な歴史の

・

中で運営しているのが現状である。課題は、新規顧客の獲得、

人数も少なかったので、参加者との意見交換はよくでき
た。

インバウンド・アウトバウンドの実施、新たな分野との連携

・

等である。

時間が少なかったので「ふかめる」ところまで行けたか
どうか。

２）現状、課題内容（抽出・整理）

・

上記の事例や意見をふまえて、会場の中で意見交換を実施

学生や若い社会人などが多かったので、現状をきいて「そ
うなのか」でとどまる部分が多く、課題までは引き出せ

した。

なかったが、ある意味ではそれが課題なのかもしれない。

（１）抽出された意見
・

西会津では「除草サイズ」や「除雪サイズ」など、地域

（問題や課題を全員で共有できていない）

それぞれの地域や得意分野を超えて、新たな結びつきが

報告者：高瀬 宏樹

３．
【人づくり・担い手づくり分科会報告】
（参加者 40 名）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファシリテーター 平野 吉直（信州大学）
中野 友博（びわこ成蹊スポーツ大学）
話題提供者

伊野

亘（国立青少年教育振興機構）

藁谷 久雄（ＮＰＯ法人国際自然大学校）
山田

亮（北海道教育大学岩見沢校）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１）話題提供

築し、その上で活動現場を確保している。

（１）伊野亘氏

（２）藁谷久雄氏

青少年教育施設職員の養成／ＮＥＡＬ制度の説明と取り組

民間団体の指導者養成として、
「大学生・一般社会人のボラ

みから、ＮＥＡＬ養成制度を広めるための課題

ンティア指導者の養成」と「プロの指導者養成」の現状と課題

・

講習会を開催できる主任講師を増やすことが必要。

・

・

他の資格との関係を明確にしていく。

指導者対象として学生の体験、特に生活体験が乏しいこ

・

大学等での課程認定を考える。

とが課題。

・

妙高青少年自然の家として、独自の指導者システムを構

・
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ターンシップ実習、現場実習の内容が変化してきている。
・

・

り合わせが課題となっている。

課授業以外での様々な活動を通して、指導者としてのス
キルを身に付ける。
・

の説明
指導者養成としてのカリキュラムを検証する必要がある。

（２）講師からのまとめ
・

ＮＰＯ等の民間の現場や地域づくりの現場を知ることが

指導者制度と人材養成の場中心となる大学とのマッチン
グ(課程認定など)と指導の場の確保。

今後必要となる。

・

２）現状、課題内容（抽出・整理）

民間がインターンシップ実習を指導者養成、人材養成と
して受ける場合、提供できる実習内容を確認した上でミ

上記の事例や意見をふまえて、会場の中で意見交換を実施

スマッチを取り除くことと評価の方法。

した。

・

（１）抽出された意見

大学の出口の段階でどのような能力・スキルを身に付け
させておくのか、キャリア教育の一環として行うのか。

現場の学校教員の現状として自然体験が乏しく、指導ス

（３）実施した感想・今後に向けた提案

キルがない教員が多い。
・

現場で子どもと向き合える指導者を育成するためには実
践に向いたカリキュラムが必要となる。

特に授業だけで指導者の質保証が可能なのかが課題。

・

指導者養成の対象として大学生があり、大学ではカリキ
ュラムに則って指導者養成が進められるが、実際には正

大学でのカリキュラムで行われている指導者養成について

・

2016 年 12 月 22 日発行

特に、実習として送り出す目的と受入側の指導内容のす

（３）山田亮氏

・

DEC.22.2016

・

人材作り、人材養成の場として大学生を対象としたイン

「野外教育の指導者づくり」と「人間教育としての人づ
くり」の 2 つの観点が出てきた。

ターンシップ実習や大学内で実施される授業以外の現場

・

大学での人材養成が「ふかめる分科会」の話の中心とな

実習が可能となる機会が必要となる。
（例えばゼミ活動な

ったが、社会人を対象とした指導者養成、人づくりの観

ど）

点も必要。
報告者：中野 友博

４．
【グローバル化分科会報告】
（参加者 28 名）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファシリテーター 野口 和行（慶應義塾大学）
話題提供者

高野 孝子（ＮＰＯ法人エコプラス/早稲田大学）
濱谷 弘志（北海道教育大学岩見沢校）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１）課題の整理

仕事や生き方、考え方に当時の経験が関係していると回

話題提供に先立って、ファシリテーターよりグローバル化

答。

の定義と野外教育との関連について課題の整理が行われ、フ

・

ロアからの意見もあり、以下の 2 点について話題提供及びそ

多国籍・多文化で実践している野外教育プログラムの紹
介。
（国内・海外）

の後の討議を進めることが確認された。

・

野外教育が現在のグローバル化の時代に貢献できること

（１）
「グローバル化」に対して、どのような課題があるか。

として、①地球的視野で考えること、②生態・環境的理

（２）その課題に対して野外教育はどのように貢献することが

解を深める、③足元で行動できる力を育てる、④一緒に

できるか。

生きる姿勢を養う、の 4 点を提示。

なお、グローバル化を考えるためのキーワードとして、①

（２）濱谷弘志氏

ひと、②経済、③情報、④文化の 4 点が挙げられた。

・

２）話題提供

「海外の人たちと交流する大切さ」
。

（１）高野孝子氏
・

・

アウトワードバウンド・ジャパン在職中に経験した海外

グローバル化に伴う様々な課題（地球環境問題、難民、

校との情報交換やカンファレンス参加で感じた「日本の

訪日外国人の増加、隣国とのつきあい方など）に対して

豊かな自然環境と日本独自の実践」
。

野外教育だからこそ果たすことのできる役割がある。
・

大学生の時に経験したヨーロッパへの海外旅行で感じた

・

海外との交流を通じて、日本の野外教育が世界に誇れる

20 年前に多国籍・多文化のメンバーで深い自然体験及び

部分があることを実感。ただ、それが他の国々にはよく

文化体験をした人たちに調査したところ、96％が現在の

知られていない。
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の課題を解決するための能力を高めるために有効である。

発信していく必要がある。

・

野外教育がグローバル化する目的は何かをまず考える必

３）現状、課題内容（抽出・整理）

要がある。その上で、①多くの情報を手に入れること、

（１）6〜7 名のグループを作り、グローバル化に対してどんな

②多国籍・異文化での活動の中で、実際に自分自身の身

課題があり、その課題に野外教育はどのように貢献できる

体で体験し、違いを理解していくこと、の両面が必要で

かについて討議をした。各グループでとりまとめた内容は

ある。

以下の通りである。
・

・

・

グローバル化が進んでいるがために閉鎖的になっている

関わろうという行動力と、多様性を理解し、その違いを

社会の中で、まずは野外教育の分野でいろいろな枠組を

楽しむ寛容さを育てることができる。このことにより友

取り払うことがグローバル化に対応することである。

好の感覚が育ち、人類にとって大きな課題である平和の

グローバル化に伴い、海外に出る必要があるという考え

ために力を尽くす人材を育てることができるのではない

方がある一方で、国内でも否応なしに進んでいるグロー

か。

バル化にどう対応するかという考え方もある。いずれに

（２）実施した感想・今後に向けての提案

せよ「交わる」ということが重要である。
・

野外教育を通して、様々なことに興味を持ち、積極的に

・

グローバル化に伴うさまざまな課題を解決するためには、
①相互理解を深めること、②日本人の価値観を醸成する

参加者の皆さんの積極的な意見交換により、グローバル
化と野外教育についてかなり深めることができた。

・

「グローバル化にどう対応していくか」という視点だけ

こと、③チャレンジ精神・主体性を高めることが必要で

でなく「日本独自の取り組みや研究など日本の良さを発

ある。野外教育の持つ、①身体知（直接体験）、②生活、

信する」という視点も重要である。

③多様性、④体験を共有、⑤非日常、などの要素が上記

報告者：野口 和行

◆ ＣＯＮＥ全国フォーラム・学会大会合同ふりかえり「えんたくんワイワイ会議」
3 日間の最後に、ＣＯＮＥ全国フォーラム参加者と学会大会参
加者合同でのふり返りセッション「えんたくんワイワイ会議」
を行った。えんたくん（円形の段ボール）を囲み、田中啓介氏
（ＣＯＮＥ全国フォーラム実行委員長）の司会進行の下で、Ｃ
ＯＮＥ全国フォーラムおよび学会大会の実行委員が聞き手とな
って、3 日間のふり返りを行った。相互を知る機会にもなり、
「最
終日ではなく初日に行いたかった」との声も聞かれた。
報告者：遠藤 知里

◆ 参加者の感想
安倉 由佳（相模原市立田名北小学校）
私は、神奈川県の相模原市内で小学校の教員をしています。

の研究発表から知識の吸収をすることができ、最近の野外教育

大学で野外教育を専門に学んできた一人として、子どもたちの

の動向を知ることもできました。研究から少し遠ざかっていた

生きた学びに手を貸したいという思いで日々関わっています。

私にとっては、とても貴重な場でした。また、ＣＯＮＥのみな

そのためには様々な仕掛けが必要で、特に子どもたちの近くに

さんや学会のみなさんと共にシンポジウムや懇親会に参加する

いる教員の関わり方や姿勢が大切なのではないかと考えていま

ことで、今後もっとたくさんの教員を巻き込んだ活動をするた

す。現在は、身近な自然に目を向けたり、体験活動のサイクル

めの頼もしい助っ人に出会うことができました。この素敵な出

を回したりすることができるよう、身近な教員を巻き込んだ授

会いに感謝し、つながりを大切にしていきたいと思います。

業づくりに取り組んでいます。今回の学会大会では、たくさん
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信達 和典（桃山学院大学大学院）
今回の学会では、野外教育学会とＣＯＮＥの史上初の合同開

が、どのようなことに興味を持ち、どのようなことに取り組ん

催という取り組みがあると同時に自分自身にとっても初めてづ

でいるのかを知ることで、専攻している分野は異なるが、同じ

くしの学会となりました。

フィールドの中で熱心に活動をしている仲間だと感じることが

一人だけで学会に参加したこと、富士山を目の前で眺めたこ

できました。

と、実践者の人たちとお話をし繋がりができたこと、研究発表

今後も関係性を持ち、色々な野外教育観やスキルを共有する

をしたこと、野外教育関係の学生同士でネットワークができた

こと、そして深め合うことが出来れば、相手にも自分にもより

ことなど、様々な体験をすることにより、新たな気づきや出会

良い何かが生まれてくるのではないかと考えています。

いがたくさんある学会大会でした。

最後になりましたが、今回の大会に参加したみなさま、実行委

その中でも、特に「学生同士でネットワークができたこと」

員会のみなさま、施設職員のみなさま、ありがとうございまし

は私の中ではすごく大きな収穫でした。自分と同年代の人たち

た。

研究発表についての変更
第 19 回大会における研究発表で、発表者および発表順の
変更がありましたので報告いたします。
【発表者の変更】10 月 15 日研究発表 2（口頭発表）A-6
発表者を青木康太朗氏に変更（抄録集 32 ページ）
【発表順の変更】10 月 16 日研究発表 3（口頭発表）
発表順を B-10、B-11、B-12、B-9 に変更

ＣＯＮＥ全国フォーラムとの同日日程開催をふりかえって
遠藤 知里（常葉大学短期大学部/第 19 回大会事務局長）
学会大会の参加者アンケートに、良かった点として「研究者と実践者との交流ができた」
、
「分科会で実践的な学びがあった」
、
「交流により新たな視点が得られた」という意見が複数寄せられた。ＣＯＮＥ全国フォーラムとの同日程開催は初の試みであった
が、双方にとって意味があったものと思われる。一方、プログラム内容や運営方法については、改善の余地がある。今後よりよい
連携の方向性を探りながら、有意義なものとなることを願う。

支部活性化事業 案内
◆ 九州・沖縄地区 支部活性化事業 案内
九州キャンプミーティング 2017 宮崎
テーマ「自然体験の風をおこそう」
日 時：2017 年 2 月 18 日(土)〜19 日(日)

14:00 開会式

会 場：KIRISHIMA ヤマザクラ宮崎県総合運動公園合宿所

14:30〜15:30 実践発表・研究発表

宮崎市熊野 2206-1 TEL：0985-58-5588

15:40〜17:00 実践発表・研究発表

参加費：全日程参加 4,500 円（宿泊費・食費等）

☆発表は、各県キャンプ協会の紹介や取組・

1 日のみ参加 500 円

キャンプの研究成果をお伝えします。

日 程：18 日 (土)

入浴・夕食

13:00 受付

19:00 交流会
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主 催：九州キャンプミーティング 2017 実行委員会

7:00 朝食

お問い合わせ：

8:30 創作活動 九州・沖縄地区会議

宮崎県キャンプ協会事務局

9:30 講演 「キャンプは生きる力を育む」

宮崎市神宮東 2 丁目 7 番 3 号 寺田太郎

星野 敏男 氏（明治大学教授）

TEL・FAX 0985-25-2788

11:00 閉会式 解散

E-mail h-yano@amber.plala.or.jp（矢野弘善）

◆ 近畿地区 支部活性化事業 案内
関西野外活動ミーティング 2017
テーマ「キャンプの可能性を探る～いままさにアクティブ・ラーニング～」
「キャンプ」には「ラーニング・バイ・ドゥーイング（実践から学ぶ）
」という特性があります。2020 年から実施の小中学校学
習指導要領には、討論や発表を通じて課題を解決する「アクティブ・ラーニング」の導入が検討されていますが、この手法こそ「キ
ャンプ」が大切にしてきたものです。今回は、新学習指導要領のねらいや、
「アクティブ・ラーニング」の実践事例をお聞きし、
「キ
ャンプの可能性」を考えたいと思います。

日 時：2017 年 2 月 26 日（日）11：00～17：00

「昼食交流会」 13:00〜14:00

会 場：ドーンセンター（大阪府立男女参画・青少年センター）

「研究・実践事例発表」14:00〜16:00

大阪市中央区大手前 1-3-49

「クロージングセッション」16:00〜17:00

参加費：一般（3,000 円）
、学生（500 円）

主 催：関西野外活動ミーティング 2017 実行委員会

日程：

（実行委員長：永吉宏英）

「開会」 11:00

お申し込み・お問い合わせ

「シンポジウム」 11:30〜13:00

関西野外活動ミーティング 2017 実行委員会

シンポジスト 川中 大輔氏（シチズンシップ共育企画代表）
窪田

勉氏（兵庫県立兵庫高等学校教諭）

（大阪府キャンプ協会内）
E-mail：osaka@camping.or.jp

石田 易司氏（桃山学院大学副学長）

TEL：06-6561-7800

FAX：06-6561-7801

コーディネータ 蓬田高正氏（天理大学体育学部講師）

※事業の詳細は、学会ホームページの新着情報からダウンロードできます。
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