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野外教育における研究とは
向後

佑香（筑波技術大学）

今年の夏は自然災害がとても多い夏でした。西日本

分析の結果を、さらに要因ごとにまとめてメタ分析を

を中心とした豪雨災害、北海道胆振東部地震など、被

行って統合した結果が列挙されたものです。ジョン・

災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

ハッティ氏は各要因が学力に与える効果の大きさを効

今年は本当に天候の変化が激しく、多くの方々が天

果量ⅾによって表すことで、効果を左右する要因を突

候に苦労しながらキャンプや実習を行ったのではない

きとめようとしました。この分析には、学校（幼児教

でしょうか。本学でも 8 月にキャンプ実習を開講して

育、初等教育、中等教育、高等教育）での学力に与え

いますが、私は本学に着任してから 4 年目にして初め

る影響を検討した52,637本の研究が含まれる 800を超

て晴れの登山を体験することが出来ました。登山から

えるメタ分析の結果が含まれています。気の遠くなる

下山してきた学生の表情や振り返りで語られる内容、

ような膨大な研究数ですが、
それらを統合することで、

さらには事後レポートを読み、改めて天気がもたらす

学力に大きな影響を与える要因、また与えない要因と

インパクトの大きさを実感しました。今回、本当にた

は何かを包括的な観点から提示するとともに、教育効

またま雲海も見ることが出来たため、山頂から広がる

果の基準値を導きだしました。1 つ 1 つの要因に対し

山々と眼下に広がる雲海とのコントラスト、これらを

て詳細な考察、説明等が記載されているため、教育現

間近で体験することが出来た学生たちが受けた衝撃は、

場の教師や研究者にとって非常に示唆に富む内容にな

とてつもなく大きかったようです。

っています。さらには、
「メタ分析」や「効果量」に関

さて、今回改めて感じたことは、
「同じキャンプは二

する研究の視点だけではなく、
「教育効果をどのように

度と無い」ということです。毎年同じプ

捉えるか」という視点からも非常に読み応

ログラムを展開したとしても、天候や参

えのある内容ですので、読書の秋のお供と

加者の個性など必ず毎回異なるキャンプ

して興味があれば是非読んでみて下さい。

が出来上がります。多くの方々が野外教

野外教育の分野においてもメタ分析を用

育の持つ偶然性や不確定性の教育的意義

いた研究はいくつか報告されていますが、

について語られており、まさにその通り

このような「統合して全体を概観する」と

だと思う反面、それらを研究対象として

いう手法によって、1 つの事例からは見え

扱うとなると、非常に難しい問題に直面

にくい新たな視野、切り口が見えてくるよ

します。野外教育の実験的な研究は自然

うに感じています。また、効果量という指

科学の大前提である｢再現性の保障｣が困難であると指

標を用いることで、これまで「差の有無」しか示せな

摘されているように、
いくら同様のプログラム、環境、

かった効果について、
「効果の大きさ（どの程度効果が

スタッフで指導に望んだとしても、全く同じキャンプ

あったか）」を示すことが可能となります。日本の野外

を再現することは不可能に等しいということです。私

教育研究においては効果量の提示やメタ分析はまだま

たちが研究対象としている事象は非常に不確実で曖昧

だ蓄積がありませんが、今後の野外教育研究を考える

なものであり、それゆえ、ある研究から得られた結果

上でのヒントになるのではないかと期待しています。

は、はたしてどの程度一般化できるのだろうか、野外

2018 年 1 月には日本野外教育学会が編集した「野外

教育の研究のあり方とは何か、そんな事を改めて考え

教育学研究法」が発刊され、6 月に開催された日本野

る今日この頃です。

外教育学会第 21 回大会では「野外教育の発展に向けて

上記の疑問を解決するにはまだまだほど遠いですが、

～研究方法を探る～」というテーマが取り上げられま

最近読んだ本の中に非常に興味深い図書がありました。

した。そして 10 月 20 日（土）には第 1 回研究集会が

「教育の効果‐メタ分析による学力に影響を与える要

開催されました。今年を振り返るにはまだまだ早いで

因の効果の可視化‐（ジョン・ハッティ著）
」

すが、2018 年は「野外教育の研究とは」について深く

この本は、学力に与える効果を検討した研究のメタ

考える 1 年になりそうです。
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日本野外教育学会 第 21 回大会 報告
◆

日本野外教育学会第 21 回大会 実行委員長挨拶
日本野外教育学会第 21 回大会を終えて
平野

吉直（信州大学）

梅雨時にもかかわらず信州らしい爽やかな天候の中
で、日本野外教育学会第 21 回大会を 2018 年 6 月 22 日
（金）～24 日（日）にかけ、信州大学教育学部キャン
パス（長野市）で開催することができました。研究発
表は、口頭発表 34 題、ポスター発表 19 題、実践報告 3
題、自主企画シンポジウム 5 件、さらに、20 件の協賛・
寄付をいただくことができました。ご参加、ご支援い
ただいた皆様に、心から感謝申し上げます。
第 21 回大会のテーマは、第 18 回大会から第 20 回大
会での議論と、
「野外教育学研究法」の発刊を踏まえ、

取り組む姿勢に大きな感銘を受けました。加えて、氏

『野外教育の発展に向けて～研究方法を探る～』とし

が子どもの頃に自然の中でどっぷり遊んだことがその

ました。このテーマを基に企画委員会と連携し、野外

後の研究活動に大きな影響を及ぼしていたこと、そし

教育の研究法を深く学び合う場として 4 つの分科会
（①

て、子どもたちには自然の中での体験をとおして本物

歴史・哲学的研究、②調査研究、③実験的研究、④事

に数多く触れ合うことが大切であるという意見は、私

例研究）を同時開催することができました。それぞれ

たち野外教育を推進する者の背中を押してくれるもの

の分科会で、これからの野外教育研究の発展につなが

でした。

る熱心な議論が展開できたと思います。また、学生や

6 月 22 日には、エクスカーションとして、基調講演

若い研究者の皆さんにとって、経験豊かな話題提供者

をお願いした中村浩志氏指導による探鳥会（参加者 15

から示された研究方法や分析方法の紹介、研究に対す

名）や、渡辺隆一氏（元信州大学教授）指導による観

る情熱や探求心は、これから研究を進める上で多くの

察会（参加者 17 名）を戸隠森林植物園で実施したほか、

示唆を得ることができたのではないかと考えています。

カヤック指導者の中村昭彦氏・平井剛氏による野尻湖

基調講演は、鳥の生態研究で世界的に有名な中村浩

と犀川でのカヤック（参加者 9 名）を実施しました。

志氏（中村浩志国際鳥類研究所代表理事、信州大学名

信州らしい爽やかな初夏の空気を感じながら、信州の

誉教授）にお願いしました。中村氏のカッコウの托卵

大自然を満喫していただくことができたのではないか

やライチョウの生態に関する研究成果はもとより、地

と思います。

道で継続的な

第 21 回大会を無事に終了することができました。参

データの収集、

加者の皆様、協賛・寄付いただいた皆様、大会の各プ

鳥瞰（俯瞰）

ログラムに関わっていただいた講師・学会役員の皆様

的なものの見

に、実行委員会を代表して心からお礼感謝申し上げま

方、グローバ

す。そして献身的に学会をサポートしてくれた学生ス

ルな視点での

タッフ、学会のオープニングを飾ってくれた信州大学

分析など、中

交響楽団の学生諸君に深くお礼を申し上げます。あり

村氏の研究に

がとうございました。
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◆ 基調講演
自然との長い関わりから野外教育に期待すること
中村 浩志（中村浩志国際鳥類研究所）
基調講演では、
「自然との長い関わりから野外教育に期

最後に、先生

待すること」というテーマで、中村浩志氏（中村浩志国

ご自身の経験か

際鳥類研究所代表理事、信州大学名誉教授）にご講演い

ら、子どもの頃

ただきました。

の原体験を通し

はじめに、先生が信州大学在学中に戸隠探鳥会に関わ

て身につける重

られ、戸隠の自然に魅了され鳥の研究に関われるように

要な能力につい

なった経緯についてお話いただきました。次に、カッコ

てお話しいただ

ウの托卵についての研究成果をお話しいただきました。

きました。野外

カッコウのずる賢さや、托卵する鳥の卵と似た卵を産む

活動を通した本物の自然に触れ自然の素晴らしさ体感す

こと等、托卵される鳥とのだましあいを重ね、今なお進

ることは、学校教育だけでは不十分な人間としての生き

化を続けていることを知ることができました。後半は、

る力の育成や、感性、洞察力、直観力、共感力の育成に

ライチョウの生態調査についてお話をいただきました。

つながるもので、こういった活動を幼少期から推進して

ライチョウの個体数の調査や北岳での雛のケージ保護の

いくべきであるといった、本学会への激励をいただくこ

様子等、写真を交えてお話いただき、ライチョウの特徴

とができました。

や直面する問題について知ることができました。

報告者：瀧 直也（信州大学）

◆ 「野外教育学研究法」分科会
第 1 分科会 「歴史・哲学的研究」
土方 圭（明治大学）
第 1 分科会（歴史・哲学的研究法）では、①研究方法

択されるが、主張の論理的妥当性を担保する努力が欠か

について（書籍内容の確認）、②事前質問の紹介・応答、

せないとし、論理学の知見の重要性についても付言しま

③歴史/哲学的研究法と野外教育学の体系化、④歴史/哲

した。

学的研究（方法）が今後果たすべきこと、といった内容

分科会後半は、歴史・哲学研究のような成果を実践に

について取り上げられました。方法については、文献研

どのようにつなげていくかという会場からの質問等を踏

究全般を解説された小森氏より論文の定義や基本的要件

まえ、登壇者一同より提案された「野外教育体系化の試

といった基礎的内容に加え、認識論的・方法論的立場を

み」について議論がなされました。これは「学」として

明らかにすることの重要性が提示されました。歴史研究

の野外教育の構築を目指すもので、本分科会の研究方

を担当された井村氏からは、歴史研究のポイントとして

法・成果が重要な役割を果たすという観点から提起され

過去の事象を明らかにするのみならず現在の課題解決へ

たものです。これについては賛否を含め様々に議論がな

とつながること、事象の背景と時系列変化を横と縦でし

されましたが、今回だけの提案にとどまることなく継続

っかり押さえ編み込むことが指摘されました。最後に哲

的に取り扱っていくことが司会の張本先生より宣言され

学的研究方法について土方は、哲学は「問う」運動であ

ました。

り関心に相関して対象が決定されそれに即した方法が選
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第 2 分科会 「調査研究」
松本 秀夫（東海大学）
第 2 分科会は、松本と白木氏（常葉大学）が演者とし

研究を含めた調査が研究において重要であると話をしま

て登壇しました。演題に先立ち、参加された皆様に簡単

した。そして、調査尺度の作成と構造方程式モデリング

な自己紹介と、この分科会に参加された目的を話してい

による分析、インターネット上に質問紙を作成する方法、

ただききました。皆様、なんらかの形で調査に関ってお

クラウドによるサンプル収集などについて解説をしまし

り、調査法（インターネット調査含む）と統計解析に高

た。次いで、白木氏からは、各論として、自然体験活動

い関心を持たれていました。特に学部生・院生の方は、

を対象とした「調査研究による関係把握の可能性と限界」

卒論、修論が目の前にあり切実な思いを感じました。ま

について、国立青少年教育振興機構の実際のデータを用

た、研究指導に関わる先生方などは、研究デザインや最

いた事例の解説をしました。

新の情報収集が目的であったかと思います。

限られた時間であり具体的な方法の詳細まで解説する

演題は、松本から 3 章の内容に沿って量的調査研究の

ことはできませんでしたが、20 数名の会員の方に参加し

話をしましたが、サンプルサイズが比較的小さな野外教

て頂きより良い会になったと感じています。

育の研究においては、量的調査研究だけでなく質的調査

第 3 分科会 「実験的研究」
渡邉 仁（筑波大学）
第 3 分科会の冒頭では、
「研究法」執筆者の伊原氏・東

最後に、スポーツ心理学の國部雅大氏（筑波大学）は、

山氏が、ご自身の発表研究の着想、手続き上の問題・疑

単一事例実験における「ABAB デザイン」
、ICC（Intra-class

問、
「共通言語（=標準化された指標）
」を用いた研究蓄積

correlation：級内相関係数）の有効性を説明されました。

の意義等に言及されました。また、野外教育の研究目的

また、
「対象をよく観察する」という基本姿勢に立ち返り、

や位置づけを整理する全体図（例えば、①特性に関する

各アプローチの弱点を認識して、相互補完しながら真実

研究［内向き］、②価値を発信する研究［外向き］）の必

に迫る重要性を強調されました。

要性を指摘されました。

「キャンプ」は、複合・媒介的な独立変数であり、交

続いて、体力学の専門家である中垣浩平氏（山梨学院

絡変数をどのように見定めて統制するかは、野外教育の

大学）は、最終的な「ゴール」とそれを達成するための

実験的研究の難しさです。この現実を前提として研究に

「軸」が何なのかを問われました。特に、野外教育研究

取り組まなければなりません。本分科会は、この疑問や

は「ゴール」も「軸」も多種多様ゆえに、専門家が自ら

悩みを共有しつつ、具体的な処置に関して多くの示唆を

整理する必要性を指摘されました。

得る機会となりました。

第 4 分科会 「事例研究」
杉岡 品子（北翔大学）
第 4 分科会は、
「事例研究―野外教育における実践の知

「よい事例研究を行うための要点」について述べ、これ

の創出―」をテーマに行われました。野外教育における

らを踏まえて参加者の皆様との討議を展開しました。

事例研究の目的は、研究対象である事例の個別性をでき

参加者の中には、事例研究を進めている方や事例研究

るかぎり詳細に記述することにより、実践につながる転

に強い興味を持たれている方がおり、研究手法の具体的

用可能性（transferability）のある知見を提供すること

なことや研究の判断基準に関わること等について、活発

にあります。

な質疑応答が行われました。野外教育学会では、量的研

本分科会では、参加者が、研究と実践の間を最も埋め

究と比較すると、質的研究の 1 つである事例研究はなじ

ることのできる事例研究の意義や特徴について、理解す

みの少ないものと言えます。しかし、研究者自身や事例

ることを目的に実施しました。具体的には、まず、
「野外

を聴いたり、読んだりする人の実践力を高めることにつ

教育における事例研究の意義、特徴」について述べ、研

ながる事例研究が、今後活発になされることに期待した

究事例（2 例）の紹介を行いました。質疑応答をはさみ、

いです。
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◆ 自主企画シンポジウム
野外教育と森林教育とのコラボレーション
井上 真理子（森林総合研究所） 山田 亮（北海道教育大学）
今年 3 月に高知市で開催された第 129 回日本森林学会

教育大学）より「森林実習を取り入れた中学校技術・家

大会に野外教育学会の会員が参加し、新設された教育部

庭科（技術分野）の授業実践」
、三木敦朗氏（信州大学）

門の企画シンポジウムにおいて研究発表を行い、学会間

より「小中学校の林業教育（キャリア教育）用副読本の

の交流が本格的に始まりました。今回はその成果をもと

制作」と、研究・事例を発表していただき、森林教育に

に、野外教育学会の企画において、森林学会教育部門の

ついて理解を深めました。最後の総合討論では、野外教

先生方に研究や実践事例について話題提供いただき、野

育と森林教育をどのように捉えるのかについて積極的な

外教育と森林教育の連携の可能性を探る機会としました。

議論が展開されました。自然と人に関わり、地域に根ざ

始めに、大石康彦氏より野外教育と森林教育について、

している点で共通していますが、自然の理解、人の理解

これまでの研究をもとに体系的に概念を整理し、両学会

でそれぞれ得意な部分が見いだせました。引き続き、2019

の連携によって何が生まれるのかを提言いただきました。

年 3 月 20 日〜23 日に新潟市で開催される第 130 回日本森

次に、杉浦克明氏（日本大学）より「身近な樹木を活用

林学会大会でも連携した企画を行い、つながりを深めて

した森林環境教育の意義」
、阿部晴恵氏（新潟大学）より

いく予定です。

「佐渡演習林における教育研究活動」
、東原貴志氏（上越

野外教育における心理臨床的アプローチ –発達障害の子どもとその保護者が参加するキャンプの事例から−
坂本 昭裕（筑波大学）
本シンポジウムでは、竹内靖子氏（桃山学院大学）に、

感情、あるいは疑問など様々な事柄が想起されたのでは

発達障害の子どもと親が共に参加するキャンプの事例に

ないかと思います。

ついて提示いただき討議を行いました。事例では、対象

シンポジウムのねらいは、事例を聞かれた方々の内的

となったキャンプの団体の紹介、当該キャンプの概要、

な体験にあるといってもよく、その体験が、それぞれの

そして参加した子どもと親のキャンプの経過（子どもの

野外教育実践につながると考えています。そして、さら

描画なども含む）について詳細に報告いただきました。

にこのような想起されたイメージや感情、あるいは疑問

本シンポジウムに参加された方々には、1 時間 30 分あま

などについて自由に討議することが大切となります。そ

り事例の経過に耳を傾けていただきました。実際、この

の意味で、企画者としては、もう少し事前に事例検討の

ようなキャンプの事例を詳しく聴くことは、あまりない

ねらいや態度について参加された方々に説明すべきであ

体験と思われるので、どのように聴けばよいのか戸惑わ

ったと反省しております。今後、参加された方々にとっ

れた方がおられたかもしれません。しかし、おそらく事

て、自由で開かれた議論の場となるように工夫してゆき

例からは（たとえば、キャンプ中の子どもとカウンセラ

たいと思います。

ーの関わりなどから）
、言語化できないレべルのイメージ、

次世代の野外教育のプロを育てるために
島崎 晋亮（信州アウトドアプロジェクト/Wilderness Education Association Japan）
本シンポジウムでは、大学や民間団体による指導者養

ろが大きいことが挙げられました。伊原研究室では、理

成に関する現状や民間団体が野外教育を用いたビジネス

論と実践の両立、大学外における実践の場の提供などを

モデルについての話題提供の後に、全体での討論を行い

心がけており、大学生が野外の分野に就職する上で足か

ました。

せとなっていることとして、給料や勤務条件、親などに

伊原氏（大阪体育大学）からは、大学における指導者

よる周囲の目、勤務地の不便さなどが挙げられました。

養成カリキュラムの紹介があり、野外教育が教育課程に

高山氏（Asobenture Life Japan）からは、高山氏が手

組み込まれていない大学では、野外に関する専門科目が

がける野外教育の手法を用いた研修について紹介されま

少ないため、研究室（ゼミ）での指導者養成によるとこ

した。指導法やファシリテーションなどのソフトスキル、
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リーダーシップや判断力といったメタスキルを教材に研

これらの話題提供を踏まえ、若者が野外教育を仕事と

修を組み立てていることが紹介され、また実際におこな

して選択するためには、大学と民間が連携をして、学生

われている研修の一部を講義いただきました。

に野外教育の魅力に触れる経験を提供することが挙げら

林氏（広島 YMCA 野外教育センター）からは、日本 YMCA

れました。現状の学生を取り巻く環境は変わりつつあり、

の取組みやこれまでおこなってきた指導者養成事業の経

野外教育を仕事として選択しづらくなっていますが、そ

緯や、広島 YMCA が求める指導者像について紹介されまし

れらの障害を乗り越えて選択をするほどの強い意志を抱

た。そのなかで、今後は自団体内だけでなく、大学や他

くためには、各大学とその地域の民間が工夫を凝らし、

の民間団体と連携をして指導者養成を行うことが必要と

学生に向けた指導場面の充実化を図る必要があることが

のことでした。

確認されました。

青少年教育施設で育つ学生ボランティア–青少年教育施設×ボランティア×野外教育がもたらす価値を考える−
及川 未希生（国立妙高青少年自然の家） 庄子 佳吾（国立青少年教育振興機構本部）
本シンポジウムでは、国立青少年教育振興機構の全国

協議においては、大学の教育機関としてのポリシー、

28 施設で養成している学生ボランティアの学びと成長を

青少年教育施設の学生の成長段階を踏まえた育成カリキ

テーマに、学生を送り出す大学の教員の方々、実際に活

ュラム、対象となる学生の求めるニーズといった現状の

動を行っている学生、受け入れ側である青少年教育施設

把握とそれらを踏まえた連携が今後の方向性として挙げ

関係者がそれぞれの視点で意見交換を行いました。

られました。その実現のためには、大学と施設といった 2

今回は、中野充氏（新潟青陵大学）
、末原美佐氏（国立

軸の関係のみではなく、学生が自然体験等を通じて成長

青少年教育振興機構本部）
、
及川の 3 つの事例発表を基に、

を感じる内外的なインセンティブを第 3 の軸としたモデ

各々の視点でこれまで携わってきた「ボランティア」に

ルを構築し、実践していくことが必要であるとの方向性

ついての協議を行いました。

が示されました。

自然保育の現状と展望
遠藤 知里（常葉大学短期大学部）
長野県には、
「信州やまほいく（信州型自然保育）認定

学）があり、学生自身の自然体験について「子どもの心

制度」という独自のユニークな制度があります。今回の

が動く瞬間を見て取れる」
、「子どもが経験しているプロ

シンポジウムは、上原貴夫氏（日本自然保育学会会長）

セスを説明できる」力を培うものとしての意味を再認識

による「環境が自然、人が自然、子どもが自然、という

することができました。シンポジウム全体を通して、以

三つの自然」が大切というお話から始まりました。とが

下の点を相互に確認しあうことができ、充実感のあるひ

くし保育園の事例報告では、
「ふってもてってもやまほい

とときでした。1）自然保育は誰でもどこでもできること、

く」という言葉に表れる自然保育の日常性に驚かされま

2）自然の中ですきなことにじっくり取り組むことが自信

した。保育者養成校の事例報告では、授業科目「自然保

や自己肯定感を育み、学びに向かう力の土台を作ること、

育」の報告（上田女子短期大学）
、独自プログラム「保育

3）自然保育は子どもも大人も成長する場であること。

者になるための 100 の体験」の報告（清泉女学院短期大
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◆ エクスカーション報告
6 月 22 日に、
信州の大自然を生かしたエクスカーションを 3 コース実施しました。
エクスカーションの開催にあたり、
公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー様のご協力により、長野駅～戸隠の区間で無料バスを運行すること
ができました。御礼申し上げます。
【戸隠探鳥会】

行われ、引き続き参加された方も視点をかえることで新

講師：中村浩志氏（一般財団法人 中村浩志国際鳥類研

たな発見がたくさんありました。渡辺先生のユーモアあ

究所 代表理事）

ふれる指導も好評だったようです。

会場：戸隠森林植物園
天候にも恵まれ、新緑の戸隠の森の中で、中村先生の

【カヤック】

ご指導のもと様々な野鳥を観察することができました。

講師：中村昭彦氏（一滴 Paddle & Mountain Guide）、

鳥を見つけるたびに、森の中に感嘆の声があがっていま

平井剛氏（サンデープランニング）

した。

場所：野尻湖及び犀川
野尻湖では、静水の湖面でのんびりと一日過ごすこと

【自然観察会】

ができました。犀川の流れの中では、エディーキャッチ

講師：渡辺隆一氏（信州大学教育学部特任教授）

やフェリーグライド等を駆使し、経験を生かしてチャレ

場所：戸隠森林植物園

ンジしていました。どちらも信州の水のフィ―ルドを全

午前中の探鳥会に引き続き、戸隠森林植物園を会場に

身で味わっていただくことができました。

◆ 参加者の感想
阿部 晴恵（新潟大学農学部佐渡ステーション）
今回は森林総合研究所の井上真理子さんのお誘いで、

育」的な考慮をしていなかったといえます。本企画を通

初めて野外教育学会に参加し、自主企画シンポジウム「野

じて、改めて大学専門教育における「教育的意義」を考

外教育と森林教育とのコラボレーション」で発表いたし

えてみたいと思うようになりました。

ました。私が所属する新潟大学農学部佐渡演習林は、
「森

ここからはアナウンスです。第 130 回日本森林学会大

林」に関わる専門実習を数多く行っています。しかしな

会が 3 月に新潟市で開催されます。それに合わせ、3 月

がら本企画がなければ、
「森林」に関わる専門知識や技術

23〜24 日に佐渡島でエクスカーションを行います。魅力

の習熟を目的とした実習を淡々と行っているだけで、そ

的なフィールドとして、さらに共同研究の場として、佐

の「教育学的意義」について深く考えることはなかった

渡島を見学していただければ嬉しいです。皆様のお越し

かもしれません。言い換えれば、
「森林教育」は自然を対

を是非お待ちしております。詳細は 12 月頃 HP で掲載し

象としているため、人間の成長に焦点をあてた「野外教

ます。
「佐渡研究室」で検索をお願いします。
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杉本 守（国立磐梯青少年交流の家）
母校で行われた今回の学会は、私にとって昨年度に引

らこそ見える視点と現場にいる強み、この両方を生かし

き続き 2 回目の学会参加であり、初めて口頭発表をさせ

ながらアウトカムを意識した研究を行うことが、私が野

ていただきました。

外教育にかかわっていくうえで求められる役割だと考え

日本で唯一「野外教育」の名を冠したコースのある信

ています。

州大学で学んだにもかかわらず、18 歳の私は社会科教育

学会中に様々な方とお話しさせていただく中で、この

コースを選択しました。しかしながら縁あって、現在は

ような考えを肯定していただけることもあり、大変勇気

「青少年教育」の現場で野外教育の教育的アプローチを

づけられた反面、野外教育を専門としていないがゆえに、

用いながら、日々業務にあたっています。

自分の不勉強さを痛感した瞬間もありました。

本学会に参加して強く感じたのは、
「大学で野外教育を

まだまだ未熟ではありますが、学会での学びと日々の

学んでいない」ということを武器にしていかなければな

業務での学びを往還的に深め、微力ながら野外教育の発

らない、ということです。
「学校教育を専門に学んだ」か

展に寄与できるよう力を尽くしたいと思います。

本間 寛明（東京学芸大学大学院生）
今回の日本野外教育学会の運営にあたってくださいま

力」を育む上でも大変貴重な教育方針であると感じまし

した先生方、信州大学の皆さま、また発表をしてくださ

た。

った方、このような素晴らしい学会を開催していただき

また、同じ野外教育を学ぶ他大学の学生との交流もた

ありがとうございました。

いへん貴重なものでした。研究の話や関わってきた活動

私は、将来教育現場に携わる身として「信州やまほい

の話、年齢が近いもの同士だからこそできる話等、様々

く」に大変興味を持ちました。都市化が進み、自然を身

な会話の中で自らの視野を広げるよい機会となりました。

近に感じることができない現代の子どもも多い中、ほぼ

私自身今回が初めての学会だったのですが、2 日間とい

毎日自然と触れ合うことができる環境下で子どもを創造

う短い期間で多くのことを学ばせていただきました。こ

的かつ主体的に育てていることに感銘を受けました。幼

の学会で学んだことを生かし、自らの研究に還元してい

児が幼児の面倒をみるという「幼幼保育」も、幼少期か

きたいと思います。ありがとうございました。

らこのようなシムテムの中で成長できることは「生きる

2018 年度 野外教育に関する学位論文題目リストの追加について
ニュースレターの前号（No.80）に掲載しました野外教育に関する学位論文題目リストに、以下の論文を追加します。
他にもご提供いただける学位論文情報があれば、広報委員までお知らせ下さい。
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日本野外教育学会 第 1 回研究集会 速報
研究集会ワーキンググループ
青木 康太朗（国立青少年教育振興機構）
、伊原 久美子（大阪体育大学）
岡田 成弘（仙台大学）
、向後 佑香（筑波技術大学）
、張本 文昭（沖縄県立芸術大学）
土方 圭（明治大学）
、山田 亮（北海道教育大学）
、渡邉 仁（筑波大学）
10 月 20 日（土）に明治大学和泉キャンパスにおいて、

も可能であることを教えていただき、その際の留意点に

標記事業を開催いたしました。18-20 回学会大会での議論

ついても解説されました。両氏の講義では共通して、野

を経て、新しい学会活性化事業としてこのたびの実施に

外教育の特性を踏まえ、個人のデータ、個人内変動に注

至りました。今回の研究集会の趣旨は、これまでの野外

目した検討が必要であること、1 つの研究アプローチだけ

教育研究の動向を踏まえ、各分野の第一線で活躍されて

ではすべてを明らかにできないので質的と量的のいい部

いる研究者から最新かつ野外教育に必要な研究手法につ

分をどのようにミックスしていくかを考えなければなら

いて示唆をいただくとともに、研究に関する各種のディ

ないということが示唆されたと感じました。

スカッションを通して今後の野外教育研究の深化と進化

また、昼休み時間帯を利用して、それぞれ軽食をとり

を目指すというものでした。

ながらのランチョンディスカッションを実施しました。2

「野外教育研究への示唆」と題し、お二人の講師をお

つの会場に分かれ、それぞれ構想段階や進行中の研究に

招きしました。午前中は「野外教育研究への示唆①〜質

ついて話題提供いただき、発表者とフロアー相互に野外

的研究の視点から〜」と題して、北村勝朗氏（日本大学）

教育研究を深める時間となりました。
「IKR 評定用紙を用

に、その考え方や基礎･基本、また研究の方法論をご講義

いた 33 件の研究・報告における 3,395 名分のデータを対

いただきました。北村氏は、スポーツ、芸術、匠の技、

象としたメタ分析」というテーマで山川晃氏（国立青少

科学、学校教育、ビジネスなど様々な分野における熟達

年教育振興機構）
、「地域自然資本を活用するアウトドア

化の過程を徹底的に追求するということを研究されてい

フィットネス システムズエンジニアリング設計手法事

ます。講義では、野外教育が総合的、感性的な教育であ

例研究」というテーマで飯盛豊氏（慶應義塾大学大学院

ること、暗黙知的な知を扱うことから質的研究と親和性

生）にそれぞれ発表いただきました。質疑応答を通して

が非常に高いということを前提に、質的研究とは何か、

両氏またフロアーも今後の研究に向けてのヒントや手が

なぜ用いるのか、どのように用いるのかという流れでお

かりを得られたと思われます。

話がありました。その中で、質的研究の難しさや批判、

研究集会の最後には科研費セミナーとして、ワーキン

取り組む姿勢、目指すものなどについても触れられまし

ググループから伊原氏、岡田氏、青木氏から科研費申請

た。講義の後半はジグソー法による文献読み活動を行い、

の焚き付けを行ってもらいました。盛り上がったのは、

グループごとのディスカッションを通して、質的研究に

ほぼ同じ研究計画が書かれた申請書が 2 枚配布され、採

関して理解を深める時間となりました。また午後には「野

択のものと不採択のものを見極めるというグループワー

外教育研究への示唆②〜実験的研究の視点から〜」と題

クでした。結果的に全てのグループが正解したのですが、

して、國部雅大氏（筑波大学）に、最新の実験事例を紹

改めて読み込むと採択されるには一定の必要なことや不

介いただきながら、実験法の考え方や統計処理の方法、

必要なことがあることが理解できました。最後のディス

結果の表現の仕方などをご講義いただきました。國部氏

カッションでは、フロアーの会員がこれまで提出された

は、スポーツ心理学分野において、運動中の反応時間や

科研費申請について良かった点や足りなかった点などを

両眼眼球運動のデータから、視覚情報と判断の関係につ

述べ合い、今後の申請に向けての多くの情報を得ると同

いて様々な競技スポーツを取り上げて研究をされていま

時に、またモチベーションも高まる機会となりました。

す。講義では、先般の野外教育学会第 21 回大会の発表抄

今回は全くの新事業であり、試行錯誤の中での開催と

録から実験的データを扱った研究発表の傾向を概観され

なりましたが、結果的には参加された会員の皆さまの「学

たと同時に、フィールドにおける実験の条件統制の難し

んでる感」が最初から最後まで伝わってきて、開催主旨

さやサンプル数の課題を指摘されました。それらを踏ま

や目的は概ね達成できたかと感じています。参加された

え、量的研究は必ずしも多くの人や集団のデータを取り

皆さまの今後の研究発展に向けて少しでも寄与できまし

扱うのではなく、1 人や少数対象の研究（単一事例実験）

たら幸いに思います。
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