日本野外教育学会ニュースレター

No.76

(Vol.20，No.3)

MAR.31.2017

2017 年 3 月 31 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

国立オリンピック記念青少年総合センター

日本野外教育学会第 20 回記念大会
巻頭言 Outdoor Education for Everyone 野口和行
日本野外教育学会第 20 回記念大会のご案内
日本野外教育学会功績賞受賞者のご紹介
支部活性化事業 実施報告
事務局便り

案内
2
3〜 5
6
7
8〜 9

日本野外教育学会ニュースレター

巻頭言

No.76

(Vol.20，No.3)

MAR.31.2017

2017 年 3 月 31 日発行

Outdoor Education for Everyone
野口 和行（慶應義塾大学）

さまざまな障がいや疾患、または経済的な問題や家庭

して実行委員会にご参加いただき、ある言葉を紹介して

の問題などにより必要となる特別な配慮や支援のことを

くださいました。

スペシャルニーズと呼びます。Life Changing Experience

それが、
“Camping for Everyone”です。

（人生を変えてしまうような体験）としてのキャンプを

辞書によると、All が「全体として全て」を意味するの

スペシャルニーズのある人たちにも。それがスペシャル

に対し、Every は「個別」に焦点を当て、
「個別に全て」

ニーズ・キャンプ（SNC）です。

を意味します。さまざまな課題により必要となるスペシ

100 年を超える日本のキャンプの歴史の中では、セツル

ャルニーズは、一人ひとり異なります。そして、SNC を実

メント運動の一環としての青少年キャンプや障がいのあ

践している人々もそれぞれ異なる思いを持っています。

る子どもたちのキャンプ、認知症高齢者のキャンプなど、

ネットワークを運営していく際に、そのことを決して忘

スペシャルニーズ・キャンプも数多く行われてきました。

れてはならないということをこの言葉が教えてくれます。

その多くが、障がいや病気などを持つ子どもの親や、そ

スペシャルニーズという言葉を広げていくと、全ての

の関係者が、
「自分の子どもたちに少しでもいろいろな体

人にその人に応じたスペシャルニーズがあるとも言えま

験をさせてあげたい」という思いから始まったものです。

す。対象の理解を深め、対象に応じた野外教育のプログ

これらのキャンプは、小さな組織で運営されることが

ラムを提供するのはもちろんのこと、参加者それぞれが

多いため、キャンプを続けることが第一で、自分たちの

かけがえのない個性を持ったユニークな存在であること

取組を発信する余裕がなく、その取組が広く社会に知ら

を、私たちは忘れてはならないでしょう。Everyone とい

れているわけではありません。そのため財政的な支援を

う言葉はそのことを端的に示していると思います。

受けられなかったり、キャンプに関わる人々を十分に集

日本で、そして世界で行われている野外教育の実践そ

めることができず、活動を継続できなくなることもあり

れぞれが、かけがえのない個性を持ったユニークなもの

ます。

であり、その多様性が野外教育の裾野を広げていくこと

一方、海外、特に欧米では、SNC の価値が社会に認めら

につながります。そして、学会設立の目的である「野外

れており、多くのキャンプが財政的な支援を得て、大勢

教育の調査・研究及び会員相互の情報交換を推進し、野

の子どもたちにキャンプの機会が提供されています。昨

外教育の発展に寄与する」ことが、野外教育に深みを作

年、日本で行われたアジア・オセアニアキャンプ大会

ることにつながるのではないでしょうか。

（AOCC）では、
「スペシャルニーズのためのキャンプ」と

SNCN も野外教育の裾野を広げ、深みを作ることに少し

いうタイトルで海外から 3 名のゲストを招いて基調講演

でも貢献できるように、以下の事業を計画しています。

を行い、SNC の先進的な事例を紹介していただきました。

1） SNC に関する調査研究及び情報発信

AOCC を機に、スペシャルニーズのためのキャンプを実

全国各地で行われている草の根の取組を丹念に調査

践している人々や団体が、情報交換や交流ができる場を

し、SNC の価値を社会に向けて発信していきます。

作る目的で、スペシャルニーズ・キャンプ・ネットワー

2） SNC に関する交流事業

ク（SNCN）を設立しました。SNCN は、SNC に関する情報

SNC を実施している各団体や、SNC に関心がある人た

発信、調査研究、交流事業、プログラム開発等を通し、

ち、SNC を支援してくれる団体をつなぐネットワーク

SNC の普及・振興を図り、SNC の社会的な価値を高める取

づくりを通して、SNC を実践する裾野を広げます。

り組みを行うとともに、Camping for All の理念を実現し

3） SNC に関する支援事業

ます。そして、Special を Special と考えない社会になる

SNC に関する調査研究、情報発信及び交流事業を通し

ことを目指します。

て、新しいプログラム開発や、SNC を立ち上げる団体

今年の 11 月に SNC に関するフォーラムを開催すること

への支援に取り組みます。

を第一の目標に、第 1 回の実行委員会を行いました。委

SNCN では、上記を実現するための第１歩として、2017

員会では、メンバーが取り組んでいる実践の紹介や、そ

年 11 月 11 日（土）〜12 日（日）に、国立オリンピック

れに対する他のメンバーが持っている情報の交換、課題

記念青少年総合センターで、スペシャルニーズ・キャン

の共有、ネットワークの在り方の議論など、実りの多い

プに関する第 1 回のフォーラムを開催します。ぜひ多く

時間となりました。本学会会長の永吉先生にも、顧問と

の方々にご参加いただきたいと思っております。
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日本野外教育学会第 20 回記念大会（東京）のご案内
大会実行委員長：坂本

昭裕（筑波大学）

日本野外教育学会は、1997 年 10 月に設立されました。そして、翌年 6 月に第 1 回の学会大会を国立オリンピッ
ク記念青少年総合センターで開催して以来、今年で 20 回目の大会となります。このようなことから、今回は記念
の大会として 3 日間にわたって賑々しく開催します。場所は、第 1 回大会と同じく国立オリンピック記念青少年総
合センターです。会員のみなさまには、学会 20 周年の記念のイベントに是非ともご参加いただきたいと思います。
大会プログラムですが、まず、初日には、20 周年記念事業として海外より 3 名の研究者をお招きし、国際シンポ
ジウムを行います。スピーチには、同時通訳をつける予定です。また、同日には、このたび新たに設けられた日本
野外教育学会功績賞の授賞式を行います。翌日、2 日目午前には、海外からお招きした 3 名の先生方それぞれによ
るワークショップ、そして午後は、FIFA サッカーワールドカップフランス大会および南アフリカ大会の代表監督を
された岡田武史氏による記念講演、さらに企画委員会によるシンポジウムが行われます。そして、3 日目は、一般
研究発表、ポスター発表が予定されています。このように今大会は盛りだくさんのプログラムが企画されています。
今回の大会は、学会設立 20 年のあゆみをふりかえると同時に、今後の日本野外教育学会の将来に向けて議論で
きる場になればと思っています。会員のみなさまには、この節目となる第 20 回大会を盛り上げていただきたく、
ご協力をお願いいたします。

1．期日 2017 年 6 月 16 日（金）～18 日（日）

17:30〜18:15 日本野外教育学会功績賞表彰式
18:30〜20:30 ウェルカムパーティ

2．会場 独立行政法人国立青少年教育振興機構

第 2 日目：6 月 17 日（土）

国立オリンピック記念青少年総合センター

8:30～

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1

9:00〜11:00 ワークショップ

http://nyc.niye.go.jp

受付
WS1 Dr. Denise Mitten 氏
WS2 Dr. Chris Loynes 氏

3．主催 日本野外教育学会

WS3 Dr. Ihirangi Heke 氏

共催 独立行政法人国立青少年教育振興機構

13:00〜14:15 記念講演 一般公開（無料）

協力 NPO 法人自然体験活動推進協議会

講演者 岡田 武史 氏（今治夢スポーツ代表取締役会長）

＊本大会は、日本スポーツ体育健康科学学術連合から

14:30〜16:45 企画委員会シンポジウム

の助成を受けています。

テーマ「これからの野外教育の発展に向けて」
17:30〜18:45 総会 および 論文賞表彰

4．大会日程

19:00〜21:00 懇親会

第 1 日目：6 月 16 日（金）

第 3 日目：6 月 18 日（日）

10:00〜

理事会

8:30～

受付

12:30〜

受付

9:00〜12:00 研究発表Ⅰ（口頭形式）

13:15〜

開会式

10:00〜11:30 研究発表Ⅱ および 実践報告（ポスター形式）

13:30〜17:00 国際シンポジウム 一般公開（無料）

13:30〜15:30 研究発表Ⅲ（口頭形式）

テーマ「新たな野外教育の将来に向けて
For The Future of The Outdoor Education」

5．第 20 回記念大会専用ウェブサイト

シンポジスト

各種申込や原稿提出は、下記 URL から行ってください。

Dr. Denise Mitten 氏（プレスコット大学、

http://20th-tokyo.joes.gr.jp

野外教育研究者）
Dr. Chris Loynes 氏（カンブリア大学、

6．研究発表・実践報告の申込

欧州体験学習&冒険教育協会代表）

【発表等申込および抄録原稿提出期限】

Dr. Ihirangi Heke 氏（ニュージランド、
先住民族研究者）

5 月 10 日(水)

永吉 宏英 氏（日本野外教育学会会長）

＊原則として、大会専用ウェブサイトから申込ください。

3

日本野外教育学会ニュースレター

No.76

(Vol.20，No.3)

＊研究発表は、口頭形式とポスター形式があります。実践報

MAR.31.2017

2017 年 3 月 31 日発行

④宿泊費

告は、ポスター形式のみです。

宿泊希望の方は、以下から部屋タイプをお選びください。

＊「研究発表・実践報告の注意事項」および「抄録原稿提出

部屋数に限りがあるため、早めに申込ください（先着順）。

要領」に従ってください。

A・B・C棟：1,600円/泊

7．大会参加の申込

D棟：3,200円/泊

⑤食費
センター棟「カフェテリアふじ」

【大会参加の申込期限】

朝食：470円

5 月 10 日（水）
＊原則として、大会専用ウェブサイトから申込した上で、必

昼食：560円

夕食：680円

10．納入方法

ず参加費等を納入してください。

同封の振込用紙を用いて、下記口座に振込みください。

＊申込期限後は、国立オリンピック記念青少年総合センター

5 月 10 日（水）までに納入確認できない場合、当日料金を

での宿泊等の手配はできません。

いただきます。また、一旦納入された参加費等の返金はいた
しません。

8．宿泊および食事の申込
国立オリンピック記念青少年総合センターの宿泊施設や食

振込先 郵便振替口座

堂が利用できます。但し、事前に申込した上で、代金の納入

口座記号番号 00120-7-265420

が必要です。

口座名称 JOES 記念大会実行委員会
（ジェーオーイーエスキネンタイカイジッコウイインカイ）

9．参加費等の金額一覧
①参加費（大会参加費＋抄録集代）

＜他の金融機関から振込みの場合＞

申込期限内（事前料金） 申込期限後（当日料金）

正会員(一般)

6,000 円

7,000 円

正会員(学生)

3,000 円

3,000 円

団体会員

6,000 円

7,000 円

ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキユウ）店 （019）
当座 口座番号 0265420
11．その他
託児室等の設置を予定しております（現在調整中）
。

１日参加につき

非会員(一般)

3,000 円/日

非会員(学生)

2,000 円/日

12．大会事務局・問い合わせ先
〒305-8574 茨城県つくば市天王台 1-1-1

＊非会員の参加費は、事前・当日料金ともに同額です。

筑波大学体育系野外運動研究室

＊抄録集（2,000 円）のみの購入も可能です。

日本野外教育学会第 20 回記念大会事務局（渡邉仁）
TEL&FAX：029-853-6339

②ウェルカムパーティ参加費（第 1 日目夜）

一律（区分なし）

事前料金

当日料金

5,000 円

7,000 円

＊問い合わせ等は、できるだけ E-mail でお願い致します。

研究発表・実践報告の注意事項

③懇親会費（第 2 日目夜）
正会員(一般)・団体会員
・非会員(一般/学生)
正会員(学生)

E-mail：20th@joes.gr.jp

事前料金

当日料金

4,000 円

5,000 円

2,000 円

3,000 円

◆ 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
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て下さい。また、共同研究者も同様に連記し、演者氏名

◆発表の方法等に関すること

の前に○印をつけて下さい。

1. 原則として未発表の研究に限る。

4．キーワード（10 ポイント・明朝体）
：氏名の下に 1 行空白

2. 筆頭の発表（口頭発表、ポスター発表、実践報告）は 1

を設け、その下に発表内容のキーワード（2〜5 個）を記
載して下さい。
（例）キーワード：○○○○、○○○○、

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

5．本文（10 ポイント・明朝体）
：キーワードの下に 1 行空白

前に大会実行委員長の承認を得て、
共同研究者による代

を設け、その下から本文を記載して下さい。本文は、1

演を認める。

行あたり 20～22 文字の 2 段組とし、１頁の行数は、演題
の行を含め 40 行程度とします。

◆抄録原稿に関すること

6．図・表および写真：原稿に直接挿入し、
「通し番号」と「見

1. 一度提出した抄録原稿の訂正はしない。

出し」をつけてください。

2. 発表された抄録は、学会ウェブサイトに掲載する。

7．提出方法：原則として、大会専用ウェブサイトから、PDF

◆その他

形式の原稿データを提出してください。なお、原稿の校

1. 本学会が定める倫理規定を順守すること。

正は行わず、そのままオフセット印刷で抄録集に掲載し

2. 以上の発表要件に満たない研究は、発表を取り消す場

ます。

合がある。

8．原稿締切：2017 年 5 月 10 日（水）必着
9．その他：上記の提出要領に沿わない原稿は受付けません。
なお、上記以外に「野外運動データベース（ROP）
」登録

研究発表（口頭/ポスター） 抄録原稿提出要領

上必要な情報を提供していただく場合があります。

大会専用ウェブサイトから、
「研究発表抄録原稿フォー
マット」をダウンロードして使用してください。

実践報告（ポスター） 抄録原稿提出要領

1．原稿枚数：口頭形式は A4 版 2 頁、ポスター形式は A4 版 1
頁とします。原稿は、白紙を縦置きにし、天地左右に 25mm

1．原稿内容：抄録集に概要を掲載する為、
「演題」
、
「英文タ

の余白を設定し、ワードプロセッサ等で作成して下さい。

イトル」
、
「氏名と所属」
、
「概要（500 字以内）
」を作成し

2．演題（14 ポイント・ゴシック体）
：演題は 1 行目（必要が

て下さい。また、演者氏名の前に○印をつけて下さい。

あれば２行目まで可）に、副題がある場合は改行してそ

2．提出方法：原則として、大会専用ウェブサイトから原稿

れを記載して下さい。また、演題（あるいは副題）の下

内容を提出して下さい。
3．原稿締切：2017 年 5 月 10 日（水）必着

の行に、英文タイトルを記載して下さい。
3．氏名（12 ポイント・明朝体）
：英文タイトルの下に 1 行空

4．発表方法：当日の発表は、研究発表（ポスター形式）に

白を設け、その下の行に氏名と（ ）内に所属を記載し

準じた形式となります。

第 20 回記念大会の直前案内について
今後、事前案内に関する変更点、研究発表の内容とスケジュール、ワークショ
ップの詳細など学会大会の直前案内については、大会専用ウェブサイトに随時掲
載していきますので、サイトにアクセスし、その内容をご確認ください。
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日本野外教育学会功績賞 受賞者のご紹介
日本野外教育学会が発足してから今年度で 20 周年を迎えます。この度、本学会では野外教育の進展に貢献した方々の功績
を称え、
「功績賞」を授与することとなりました。以下に受賞者を紹介いたします。第 20 回記念大会の第 1 日目、6 月 16 日（金）
の 17:30 より表彰式を行います。

松下 倶子 氏

松下倶子氏は、日本野外教育学会設立当初からの会員で、1997 年 10 月から 2001 年 6 月ま
での第 1・2 期の学会副会長、2001 年 6 月から 2006 年 6 月までの第 3・4 期の学会会長を歴任
されました。また、本学会の運営に関するご貢献に加え、文部省生涯学習局社会教育官、国
立信州高遠少年自然の家所長、独立行政法人国立少年自然の家理事長、独立行政法人青少年
教育振興機構理事長、聖徳大学教授等の要職を歴任され、野外教育・青少年教育の普及・発
展に尽力されました。我が国における野外教育の普及・発展に対する多大な貢献が認められ
ました。

進士 五十八 氏

進士五十八氏は、2001 年 6 月から 2006 年 6 月までの第 3・4 期の日本野外教育学会副会長、
2006 年 6 月から 2012 年 7 月までの第 5・6 期の学会会長を歴任されました。また、東京農業
大学学長、福井県立大学学長等の要職を歴任されるとともに、環境省、国土省、運輸省等の
審議会等の委員、日本造園学会、日本環境教育学会、日本レジャー・レクリエーション学会
等の役員として、野外教育・環境教育・レクリエーションの普及・発展に尽力されました。
我が国における野外教育の普及・発展に対する多大な貢献が認められました。

飯田 稔 氏

飯田稔氏は、日本野外教育学会が設立された 1997 年 10 月から 2012 年 7 月まで、6 期にわ
たり学会理事長を務め、2012 年 7 月から 2015 年 6 月までは第 7 期の学会会長を務め、本学会
の礎を築くとともに、発展に寄与されました。また、筑波大学及びびわこ成蹊スポーツ大学
において、秀でた野外教育に関する研究業績を残されたことに加え、多くの野外教育指導者
を輩出されました。我が国における野外教育の普及・発展に対する多大な貢献が認められま
した。

後藤新平の言葉に「財を遺すは下、事業を遺すは中、人を遺すは上なり」があります。財産を遺すより、業績を遺すより、
人を遺すことが最も尊い、という意味です。松下倶子氏、飯田稔氏、進士五十八氏は我が国の野外教育において多くの人材を
輩出し、その志は次の世代へと受け継がれています。先の言葉には続きがあります。
「されど、財なくんば事業保ち難く、事業
なくんば人育ち難し」
。我々が次の世代を育てるために、財と事業（業績）をも遺していただいた松下倶子氏、進士五十八氏、
飯田稔氏に心より感謝申し上げます。
〈日本野外教育学会 理事会〉
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九州・沖縄ブロック 支部活性化事業 実施報告
築山 泰典（福岡大学）
「九州キャンプミーティング 2017」
テーマ：
「自然体験の風をおこそう」〜キャンプは生きる力を育む〜
日 時：2017 年 2 月 18 日 14 時〜19 日 11 時
場 所：KIRISHIMA ヤマザクラ宮崎県総合運動公園合宿所
参加者：31 名（内、学会員 5 名）
今回で第7 回目の開催となった九州キャンプミーティング

次に実践報告として 3 題が発表された。九州女子大学の諸

が、宮崎県で開催された。宮崎県は 2009 年に県キャンプ協

石氏、青木氏、佐野氏は「大学生が主体で行うキャンプ―知

会が設立され、九州キャンプミーティングを始めた際も、
「是

的・発達障がい児を対象としたニコニコキャンプの実践報告

非、宮崎県からも参加しやすい場所で」との思いがあり、熊

―」というテーマで、年間を通じて実施されるキャンプ対象

本県でスタートした経緯もあった。そのため宮崎で開催でき

児童の兄弟や保護者をも対象とした調査の報告を行った。次

たことは大変うれしく思われた。

に長崎県キャンプ協会会長の辻氏から「長崎県キャンプ協会

まず、研究発表では 3 題が発表された。最初に私が「キャ

の取組」というテーマで多様な実践報告がされ、特に摩擦熱

ンプ経験は避難所生活ストレスを軽減できるか」というテー

を活用した巨大火起こし器に参加者の注目が集まった。そし

マで、自然災害後の避難所生活ストレスを想定し、スポーツ

て最後に、宮崎県キャンプ協会の小川氏から「障がいのある

系学部学生を対象に通常のキャンプ実習を経験した学生と

子どもとの友情と自立を育むワクワクふれあいキャンプの

そうではない学生との比較検討を行った結果を報告した。次

実践報告」というテーマで、宮崎県立青島青少年自然の家で

に椎葉小学校校長の岡本氏が「OJT による 5 年生集団宿泊学

実施された事業の報告がされた。夕食の後は、情報交換会が

習プログラムの作成、実施とその評価―生きる力の変容を考

催され参加者同士の活発な情報交換がされた。

察するー」というテーマで、小学校教諭を対象として宿泊研

2 日目は各自で青島神社や鬼の洗濯板を散策した後、本学

修プログラムを企画立案させることの意義と、参加児童の生

会理事長の星野敏男氏に「自然体験の風をおこそう―キャン

きる力育成に関する報告がされた。最後に鹿児島大学の田中

プは生きる力を育む―」とのテーマで講演していただいた。

氏が「大学生のキャンプ実習における社会的スキルに影響す

ここでは、昨年開催されたアジア・オセアニアキャンプ会議

るアクティビティに関する研究」というテーマで、社会的ス

の裏話を交えながら、日本のキャンプの歴史から、自然の多

キル項目とキャンププログラムで展開されるアクティビテ

様性によるキャンププログラムの多様性と、研究により示さ

ィの種類との関連についての報告を行った。3 題とも参加者

れるキャンプの教育的効果について、多くの写真を示しなが

との間に活発な質疑応答が展開された。

ら大変分かりやすくお話いただいた。
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