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巻頭言 「宇宙よりも遠い場所」 

 

村越 真（静岡大学・日本野外教育学会評議委員） 

 

 

南極観測 50 周年の 2007 年に昭和基地へ招待された

宇宙飛行士の毛利衛さんが、「宇宙には数分でたどりつ

けるが、昭和基地には何日もかかる、宇宙よりも遠いで

すね」と語った。2018 年の 1 月～3 月にかけて東京を

中心に放映された「宇宙よりも遠い場所」というアニメ

映画のタイトルはそれに由来する。母親が南極観測隊

員をして行方不明になった女子高校生が紆余曲折を経

て、南極にいくというストーリーで、昭和基地の内部も

リアルに描写されている。毛利さんは 5日くらいで「宇

宙よりも遠い」と言ったが、現在の南極観測隊もオース

トラリアから 20日近い航海でようやく南極に到達する。

宇宙よりも更に更に遠い場所なのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本は南極で 60年以上観測活動をしており、自然科

学の分野で世界的な業績も挙げている。南極大陸には

最高 4,000mもの厚さになる氷床がある。それを掘削す

ることで、100万年分の氷が手に入る。南極の氷は積雪

が圧縮されてできているため、そこには積雪時の大気

が封じこめられている。それを分析することで 100 万

年分の大気の変動がわかる。これは地球の温暖化の予

測精度を上げる重要な情報になる。あるいは日本の極

地研究所は世界有数の隕石コレクターである。南極で

は地表に到達した隕石が流水で海に流失せず、山脈付

近で氷河が昇華することで隕石が集積するメカニズム

が存在する。南極は過酷な自然環境であるが故に、自然

科学者を魅せて止まない発見の宝庫なのである。 

 それを目指す自然科学者とそれを支える隊員がいる

以上、そこに人間の所産が持ち込まれ、社会が生まれる。

過酷で隔絶された環境故に生まれる特殊な人文社会環

境は、人文社会科学研究者にとっても魅力あるフィー

ルドである。2016年出発の第 58次観測隊から、南極観

測は人文社会学の研究者も受け入れるようになった。

また、2018 年からスタートした第Ⅸ次中期計画の後半

3年では、人文社会科学研究に対する正式な募集があっ

た。その枠組みを利用して、「過酷な自然環境における

リスクマネジメントの実践知」をテーマに、第 61次南

極地域観測隊員として、この冬南極に赴くことになっ

た。 

 南極観測は様々な人の努力によって成立している。

募集される人材も豊富である。人文社会学研究者にと

って、正式な隊員になることは予備的な研究の蓄積と

南極にふさわしいテーマ設定が必要だが、自ら研究費

を調達すれば「同行者」というカテゴリーで観測隊とと

もに南極に行くことができる。しかも成田出発から 4ヶ

月後の帰国までに掛かる費用は食費、航空運賃を込み

にして約 60万円（筆者の場合）である。登山ガイドな

どの資格と経験があれば、安全管理担当の隊員へ応募

することもできる。また、毎年 3人ほど採用されるモニ

タリングと呼ばれる定常観測は、特別な専門性がなく

ても採用される可能性がある。実際、高校の教員で採用

された方もいる。教員の方には南極のアウトリーチと

いう位置づけでの同行者枠もある。「南極は宇宙よりも

遠い」が、野外教育学会の会員諸氏においては、南極で

の研究・生活は思いの他近い。 
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日本野外教育学会 第 22回大会 速報 

 

岡田 成弘（仙台大学・第 22回大会事務局長） 

 

 2019年6月21日（金）〜23日（日）、日本野外教育学

会第 22 回大会（宮城）が、仙台大学をメイン会場として

開催されました。全国・海外から、160名をこえる参加者

が仙台大学に集い、東北の歴史や文化、震災時の経験やそ

の復興過程などから学び、野外教育の未来について考える

有意義な時間となりました。 

 大会１日目である 21 日（金）は、エクスカーションと

して貞山堀でのEボートや、先日開通したばかりのみちの

く潮風トレイルのウォーキングなどを楽しみました。大会

2 日目、22日（土）の午前中は、会員による自主企画シン

ポジウムが行われ、「「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」、「野外教育における心理臨

床的アプローチ」、「野外教育を体系化する試み」、「東

北における自然保育の可能性」など、過去最多の7つの企

画が開催されました。午後は、基調講演の講師として、東

日本大震災時国土交通省東北地方整備局長として現場を

指揮した徳山日出男氏をお招きし、「災害列島の生きる−

東日本大震災の教訓−」というタイトルでご講演いただき

ました。その後、「東北の昔・今から、野外教育の未来を

考える」というテーマで分科会を開催しました。昔（宮沢

賢治の自然観）・今（今を動かす野外の力）・未来（AI社

会における野外教育）という3つの視点で、それぞれの知

見を深めました。総会では、ペーパーレス化への取り組み

として、総会資料をダウンロードして自分の端末で閲覧で

きるようなシステムが試行されました。夜はホテル原田に

て盛大な懇親会が行われました。東北6県の日本酒や、牛

タン（あっという間に完売）、芋煮、ずんだ餅など、東北

の名産が振る舞われました。懇親会後、25名の若手・学生

は地元のキャンプ場（AONE×MATOKA）に移動し、交流を深

めました。 

 大会 3日目、23日（日）は発表の日でした。35題の口

頭研究発表、18 題のポスター研究発表、11 題のポスター

実践報告が行われ、研究や実践についても大いに議論を交

わすことができました。午後には佐々木実行委員長が昨年

の長野大会で宣言した「ホヤ」が振る舞われました。今回

の研究発表から、若手優秀発表賞が新設されました。大学

院生を中心とした35歳未満の若手から13件のエントリー

がありました。閉会式では受賞者発表が行われ、仙台大学

の高橋徹先生の「デューイの教育的視座からの野外教育の

再評価」が選ばれました。 

 

 今大会の実行委員は、宮城県を中心に、東北にゆかりの

あるメンバー10 名で構成され、準備段階からうまく分担

しながら準備することができました。また、当日の大会運

営は、院生を含む仙台大生 10 名が頑張ってくれました。

仙台大学からは施設・備品の利用や、物品の提供など、様々

なご支援をいただきました。そして、多くの自主企画の企

画者・発表申込者、積極的にご参加いただいた参加者のみ

なさんのおかげで、盛況のうちに学会大会を終えることが

できました。この場を借りて、お礼申し上げます。ありが

とうございました。 
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日本野外教育学会第 22回大会 若手優秀発表賞 結果報告 
 

 

日時：6 月 23日(日)  於：仙台大学 

 

 

 

審査委員長 多田 聡（明治大学） 

審査委員  坂本昭裕（筑波大学） 

遠藤知里（常葉大学短期大学部） 

 

規定によりこの賞にエントリーできるのは 35才未

満の正会員とされています。今回は 13名のエントリ

ーがありました。35 才未満という規定ですので、す

でに研究や教育のキャリアを積んでおり慣れた様子

の方から、卒論、修論を演題として発表し緊張感が感

じられる大学院生まで、エントリー者には大きな幅

があるな、という印象でした。 

審査については、3人の審査員間で若干点数の基準

に違いが見られましたが、評価した順位はおおむね

一致していました。研究のバックグラウンド、方法、

手順の妥当性、考察や結論の論理性などをおおよそ

見極めた公正な審査ができたと思います。初回です

ので改善のための意見をしっかりと申し送り次回に

つなげていきます。 

なお、本賞にエントリーされた方につきましては、

希望があれば採点結果を開示いたします。審査委員

長(多田聡：tadas@meiji.ac.jp)までメールでご連絡

ください。 

 

＜評価方法について＞ 

初回ということで、評価方法について他学会での

事例を参考に進め、審査委員については理事の中か

ら 3 名を選出することで実施しました。4 項目(各 5

点)で 20 点満点として採点しました。各項目 3 点を

標準点とし、3名の審査委員がそれぞれにすべての発

表を採点し、合計 60点満点として順位を決定しまし

た。評価項目の内容は以下の通りです。 

(1)オリジナリティ (2)有用性 (3)研究方法 

(4)発表技術 

 

＜審査結果＞ 

受賞者：高橋 徹（仙台大学） 単独発表 

発表演題：デューイの教育論的視座からの野外教育

の再評価 

コメント：新しいデューイ解釈を出発点として、明解

な論理で野外教育の再評価を達成してい

た。発表方法についてもたいへんわかりや

すいものだった。 

 

受賞者コメント 

この度は、若手優秀発表賞を頂き光栄に存じます。

今回の大会から新たに設立された賞をいただけたこ

と、大変嬉しく感じております。表彰の選考をご担当

いただいた先生方はじめ、関係諸氏に御礼申し上げ

ます。 

 私自身は、これまで体育学（体育哲学領域）分野を

中心に研究活動を行ってきましたので、本学会での

研究発表は初めての経験でした。今回発表を行った

理由としては、野外教育分野に関する 2 つのお話を

伺ったことがきっかけです。1つ目は、野外教育の思

想的背景に J.デューイの教育論があること、および

二つ目は、野外教育分野において哲学的・原理的研究

の充実を図ろうという機運があるということです。

大学院博士課程入学時より体育哲学領域にてデュー

イの教育論を研究し、博士論文もデューイを中心に

執筆したことから、自分自身の研究成果を新たな分

野に広げる良い機会になると思い、野外教育の世界

に飛び込んでみた次第です。 

 本発表の題目である「デューイの教育論的視座か

らの野外教育の再評価」というテーマは労せずに決

めることができましたが、反対に苦労した点は、議論

したい内容を精査し、発表時間内に収めるという作

業です。デューイの教育論という観点から野外教育

を見てみることで、あらためて野外教育の持つ社会

的・教育的意義の幅広さに気が付き、それを限られた

時間内で説明することに苦心しました。したがって、

本発表だけでは十分に議論しきれなかった点や解説

できなかった概念もありますが、それらは今後、論文

の形で整理し投稿をもってお示ししたいと考えてお

ります。 

 最後になりますが、今回の発表準備を進めるにあ

たって、これまでに触れてこなかった野外教育分野

の著作や先行研究を一つずつ読み解いていく作業は、

私にとって知的好奇心を擽られるとても楽しい時間

となりました。これからは私自身の研究が先生方の

琴線に触れるような面白いものにできるよう、日々

研究を重ねていきたいと考えております。 
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特集 「平成生まれの学会員大集合」 

 

 

「目指すものとすべきこと」 

国立日高青少年自然の家 

本村明夏 

（信州大学大学院修了） 

 

私が野外教育に出会った

のは、順天堂大学で陸上競技

に打ち込んでいた時でした。

ただ漠然と興味を持ち、いざ

フィールドに出た時に感じた自然の圧倒的なパワー

は、言い表せない程のもので、「ここにいれば成長で

きるかもしれない、絶対面白い」と直感的に感じまし

た。その後、色々な縁や機会をいただき、信州大学大

学院へ進学し、現在は機構職員として自然の家に勤

務しています。 

大学、大学院と違った環境で学ぶ中で、組織キャン

プやチームビルディング、企業研修、レジャーとして

の野外活動等、様々な現場を経験しました。「同じフ

ィールドでも、指導者が違えば全く違う表情を持っ

た空間ができあがる」、「野外教育はフィールドと人

との掛け合わせで作り出せる教育だ」と身をもって

学びました。そこが面白く、底知れない可能性を感じ

たと同時に、指導者の重要さを実感し、様々なフィー

ルドで、ニーズにあった教育を展開できる指導者に

なりたいという思いを持ちました。 

その思いは今も変わりません。しかし、学生から社

会人へとステージを変え 3 年目となった今でも、野

外教育との関わり方に悩むことがあります。「機構職

員として、国の方針等を踏まえた動き」と「野外教育

を学んだ者としてできること、したいこと」との間で

悶々とし、他の職員との野外教育のとらえ方のギャ

ップに悩むこともありました。少し寂しい気もしま

すが、仕事なのだから前に進まなくてはなりません。

様々なキャリアの職員が持つ多種多様な考え、その

一つに自分の思いをのせ、「施設としての野外教育」

を多くの視点から見つめ直していくことが、今自分

のすべきことだと考えています。施設というフィー

ルドと、たくさんの利用者・様々な職員の掛け合わせ

で成り立つ「施設としての野外教育」を盛り上げる力

になれるように、真正面から向き合っていきたいと

思います。 

 

 

 

 

「いつか野外教育の専門家に」 

筑波大学大学院 3年制博士課程 

大学体育スポーツ高度化共同専攻

2年生 

佐藤冬果 

 

 1997 年の夏。小学 2 年生だった

私は、当時筑波大学の飯田稔先生

がキャンプ長をされていた 4 泊 5

日のキャンプに初めて参加しました。細部のことは

今や朧げな記憶となってしまいましたが、最終日キ

ャンプ場を離れる時に見た、出口の橋のほうへと長

く続く一本道の景色と、そこを歩きながら 7 歳なり

に感じた、達成感なのか寂しさなのか安心感なのか

…今でも言語化しきれない感情は、未だ鮮明に覚え

ています。 

それからキャンプにドはまりした私は、中学 3 年

生の進路面談で「筑波大学でキャンプカウンセラー

の勉強がしたい」と口にしました。それからというも

の、その目標は、迷ったり悩んだりする隙を与えない

程に強烈な力をもって、私の人生を引っ張り続けて

くれました。 

野外教育との出会いから 23年目の夏を迎えます…

と言っても、昨年から殆どキャンプ指導には関わっ

ていません。博士課程への進学を機に、研究室に籠っ

て坂本昭裕先生のもとで博論を進めるという、贅沢

な時間と環境を与えていただいています。それに適

う成果が出せていないことや、社会人として活躍す

る同年代と比較してしまうことで苦しさを感じるこ

ともありますが、経験と理論が繋がっていく楽しさ

や、自分の研究として野外教育の価値を人に伝えら

れる喜びを知りました。最近は論文の投稿や発表も

他分野の学会へ出かけることが増え、「野外病」と呼

ばれる程だった盲目的な見方から脱しつつある気が

します。 

ここで見つけた次の目標は、野外教育の専門家だ

と自信を持って名乗れるようになること、そして今

度はカウンセラーを育てることです。それに向け、キ

ャンプ指導に出かける仲間たちを少し羨ましく横目

で見つつ、今はしっかり机に向かいたいと思います。 

 

 

 

2019年 5月 1日。元号が「平成」から「令和」に変わり、31年続いた一つの時代が終わりました。

平成の時代に野外教育学会が生まれましたが、同じ時代に産声を挙げた学会員がいます。そこで今回は

「平成生まれの学会員が思うこと」をテーマに、平成生まれの学会員に焦点を当てた若手コーナーを企

画しました。30 歳以下のフレッシュなメンバーが今何をしていて、何を思うのか…、全国北海道から

福岡まで、9名の若手学会員が執筆しました。中には学会員の皆様が育てた教え子たちもいるのではな

いかと思います。卒業後、どのようなことをしているのか、楽しみに読んでいただけたらと思います。 
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「社会に出て感じた野外教育」 

仙台 YMCA 

川田泰紀 

（仙台大学大学院修了） 

 

一昨年、仙台大学大学院

を修了し、現在は仙台 YMCA

で職員として野外教育に

関わっています。長期休み

の教育キャンプや週末の

野外活動の運営・指導を行なっています。学生時代と

はまた違う野外教育の実践の場に立ち、試行錯誤の

毎日を送っています。入職当時、先輩職員に自己紹介

で野外教育を専攻していたこと話すと様々な方が興

味を持って話を聞いてくださったことを鮮明に覚え

ています。私は野外教育という学問がまだまだ認知

されていないということを実感し、少し驚きを感じ

ました。理論ありきの実践がより良い教育キャンプ

を作り出すと考えているので、東北の地でも学会や

大学が野外教育を実践する団体ともっと密接に繋が

るといいなと感じています。私自身、学生時代に学会

大会に参加することで全国の学生や先生方がどのよ

うな研究を行い、どのようなキャンプを実践してい

るのかということを共有できる有意義な時間となっ

ていました。また学会大会の場で会うだけでなく、一

緒にスキーキャンプでスキー技術を高め合う、研究

について相談するなど上下や横の繋がりも強く感じ

られたと思います。学生同士が繋がる場があったか

らこそ全国の仲間と親交を深められ、野外教育に対

する考え方も深めることができたのではないかなと

感じています。今度は民間団体に所属する実践者と

して学会に関わりながら理論と実践に対する考え方

を深め、キャンプに参加してくれる子どもたちのた

めにより良い野外教育を実践していきたいと思いま

す。 

 

「カナダで感じる野外教育的なチカラ」 

筑波大学大学院体育学専攻 

2年生（休学中・2020年 9月まで

カナダ・Brock大学に留学中） 

前川真生子 

 

カナダには、キャンプなどの野

外活動場面だけでなく、家庭や社

会、学校の中にも「野外教育的な

チカラ」が存在しています。「野

外教育的なチカラ」という表現をしましたが、これま

での筑波大学野外研での体験から、そこに「多様性を

認め共存する教育」という意味を込めて、今カナダで

感じていることについてお話しようと思います。 

ところで皆さん、カナダのトルドー首相をご存知

ですか？「カナダでは、多様性は強さなのだ。」、「カ

ナダは信仰を問わず、皆さんを歓迎します。多様性は

私たちの力です。」という発言で有名です。カナダで

は、身近なあらゆる場所で「多様性」が「共存」して

います。例えば、私のハウスメイトはイスラム教徒、

宗教上豚肉は一切口にすることができません。一緒

に暮らすためには、日常的に使う料理道具には細心

の注意が必要です。また、Brock 大学主催の summer 

camp は、対象年齢が小 1 から高 3 まで、国籍はもち

ろんのこと、発達障害やダウン症、LGBT など多様な

子どもが参加しています。さらに、複式学級を実施し

ている学校がたくさんあります。年齢の異なる子ど

もたちが同じ教室内で、興味を深め合い、困難を乗り

越え合う環境が整えられています。教師も、指導者と

子どもという上下関係ではなく、斜めや横の関係と

して存在しています。このように、家庭、社会、学校

において、当たり前のように「多様性」が共存してい

るのです。こうした環境で育ったカナダの子どもた

ちは、他人の個性を尊重する姿勢や自分の気持ちを

尊重する姿勢に長けていると感じます。 

今後私たちを取り巻く社会は、AI の発展に伴い行

動が固定化されていきます。そうした社会だからこ

そ、個人の「多様性」に目を向けていくことが重要に

なります。長い目で見たときに、野外ではない環境に

おいても、野外教育的なチカラが発揮される時代に

なると思います。学生の皆さん、共に頑張りましょう。 

 

「ともに語り合う・ともに経験する」 

沼津市立へだっこセンター 

森田彩虹 

（信州大学大学院修了） 

 

 私は学生時代に野外教育を学び、

そこで出会った仲間とその魅力や

可能性、将来について語り合った。

その中で幼児のキャンプ指導の経

験をしたり、森のようちえんでの実践をしたりした

ことで、幼児期における自然体験活動に魅力を感じ

るようになった。 

 その後公立幼稚園の保育所の勤務を経て、森の幼

稚園が盛んと言われるドイツに 1 年間渡り、現地の

数件の幼稚園で実習をした。そこでは自然の中での

保育が盛んに行われていて、一般的な幼稚園でも少

なくとも週に 2～3回は自然の中で遊んでいた。さら

に、そこで私が衝撃を受けたことは、音楽家や芸術家、

ダンスの講師等プロと呼ばれる人たちも日々の保育

に携わっていたことだった。子どもたちにとって何

が楽しいかを保育者が語り合い、子どもたちとも話

し、まずやってみようとする姿があった。皆で何をし

たいか語り合い、プロと連携し、子どもと大人が一緒

にとことん楽しむ、能動的で経験重視の幼児教育だ

った。 

しかし、大学院修了後に勤務した保育現場では、そ

れまでに学んだことや経験したことについて保育に

生かそうとしたが、様々な理由から、そこでの実践は

とても難しかった。日本における保育現場では、野外

教育のプロが公立園の日常の保育に携わることは少

ないと感じる。また、野外教育学会を知っている保育

者も多くはないだろう。野外教育の実践者・研究者・
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行政が手を取り合うことはもちろんだが、幼児教育

等の様々な分野の研究者や実践者とともに野外教育

を語り合い、刺激し合い、野外教育の可能性が広がれ

ばいいと思う。 

 

「てっぺん獲る」 

大阪体育大学講師 

徳田真彦 

 

 このタイトルを見られて、「ま

た徳田か」とお思いになる方も

多いかと思います。大学院時代

に口癖のように言い続けていた

言葉で、そのくらいの想いを持

って努力をするぞ、という気持ちから口に出してい

ましたが、半分ネタのようにも扱われていました。ち

なみに現状を言うと、まず頂点がどこにあるのか見

えていません。大学院生時代、自身の世界観を広げる

ことに夢中になり、OBS、WEA、ヤップ島プログラムな

ど様々な現場に出かけるようになりました。頂点に

関しては、世界観が広がる中で、ますます霧がかかっ

たと言えるかもしれません。そして現在、大学教員と

して学生を育てる立場となっていますが、何だか最

近自分が、「てっぺん獲る」ことへの貪欲さが欠けて

しまっている事に気づきました。「アカン！！」そう

思い、今改めて気持ちのセットをしているところで

もあります。「てっぺん獲る」。荒い言葉に聞こえる

かもしれませんが、それくらい貪欲に、ギラギラして、

自身を高めたいという気持ちを表す言葉としてこれ

からも言い続けたい(そろそろ心の中で)と思ってい

ます。そして願わくば、そういったギラギラしたライ

バル・仲間と共に高め合っていきたいと思います。そ

のためにも敢えてこの場で(若手らしく)宣言してお

きたいと思います。①博士号取得、②語学力向上(特

に英語)、③海外経験を積む、④エベレスト登頂、

⑤・・・・、だめだ、やりたいことが多すぎる(ひと

まずここ 5年の徳田にご期待ください)。何はともあ

れ、若手としてこれからもチャレンジをし続け、魅力

ある人間になりたいと思います。今後ともどうぞよ

ろしくお願い致します。 

 

「高め合える関係に」 

大阪体育大学大学院 

スポーツ科学研究科 

博士後期課程 3年生 

髙橋宏斗 

 

「今一番勢いがあるの

は大阪だね」と、学会大会

の懇親会で、ある先生に言っていただいたことがあ

ります。その頃はただただ嬉しかったという記憶が

あります。「てっぺん獲る」が口癖の先輩と同期が二

人。学生交流のイベントや学会発表も行い、確かに目

立っていたかもしれません。今は「勢いだけだったか」

と思われない様に、後輩と共に精進の日々を送って

います。 

まだ数年しか野外界に関わっていないものの、今

は学生の繋がりや盛り上がりがかなり強いと感じて

います。それも、先輩たちがこの繋がりを作り、後輩 

たちが繋いできてくれたおかげです。この繋がり、盛

り上がりをさらに進化させるためには、お互いに刺

激し合い、高め合える関係を築く必要があると思い

ます。 

その関係性は、実践面(特にスキー)では出来上が

っていると思います。毎年後輩たちの上達の速さに

刺激を受け、負けたくないといつも思わされます。交

流スキーも進化を目指しどんどん変化していくと思

います。後は何といっても研究面。野外教育研究に大

学院生の投稿論文が載るととても刺激を受けます。

しかし、やはり教員の論文が圧倒的に多い現状。自分

も含め、大学院生でもっと研究にチャレンジしてい

きたい。まずは足元を見て、自分が仲間たちに刺激を

与える存在になるよう精進します。 

 

「昔と今の野外教育」 

福岡大学大学院 

スポーツ健康科学研究科 

垣田紗稀子 

 

教壇に立ち生徒達の様子を見ると、

私が学生だった頃とは生徒の質が変

化しているように感じます。急速な

グローバル化や情報化を背景に時代が急速に変化し

ている今、何事も時代と共に変化していく必要性が

指摘されています。また少子高齢化や都市開発等か

ら自然と触れ合う機会も減り、外で遊ぶ子どもが減

っているのも現状です。今の時代に合った野外教育

とは何なのか、見つめ直すべき課題だと思います。今

の子どもたちの置かれている社会はとても便利です。

だからこそ、野外教育がより重要な教育の手法にな

ってくるのではないでしょうか。 

 

「もっと早く野外教育を」 

福岡大学助手 

宮田卓哉 

 

初めて参加した本

学会では、様々な視点

から野外教育の価値

や可能性を研究され

る先輩方だけでなく、

同世代の方達にもかなり刺激された貴重な時間でし

た。同時に、私は大学 2 年次に野外教育の良さに気付

くことができましたが、中学・高等学校ともっと早い

段階で気付きたかったという思いがより強くなりま

した。野外教育はこれからの社会で必要とされる「創

造性」や「社会的スキル」を身につけることができる

と考えられます。野外にしかできないこと、野外だか

らできること、というものをこれから先もっと追求

していければなと思います。
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＜若手世代の活動紹介＞ 

 最後に、若手世代の教員、学生が中心となって行っ

ている活動を 2つご紹介します。 

 

「若手研究者勉強会について」 

 徳田真彦（大阪体育大学） 

「若手研究者間の交流を深め、研究の幅を広げた

り新しい研究の可能性を探ること」を目的に 2016年

12月から始まったこの勉強会ですが、2019年 7月現

在で、9回の実施に至りました。始まってまもなく 3

年となりますが、これまでの研究法の勉強、共同研究

の計画・実施、リサーチプロポーザル発表などの活動

を通して、研究の幅を広げるだけに留まらず、勉強会

の中で培った互いの信頼関係が、若手研究者同士の

コミュニケーションの活性化や、情報共有などにも

役立ち始めたように感じています。ニュースレター

78号(2017年 10月 31日発行)にて紹介した共同研究

も進みつつあり、2019 年度には科研費申請が受理さ

れ、2020 年度には大学野外実習に関する全国調査を

行う予定でいます。 

 また、毎年の年末には、これまで野外教育業界に多

大な功績を残された方をお呼びする通称「レジェン

ド会」を実施しています。2017 年には飯田稔先生に

お越し頂き、「今後の野外教育について～若手研究者

へのメッセージ～」というテーマにてお話いただき

ました。2018 年には永吉宏英先生、石田易司先生に

お越しいただき、「野外教育のこれまでとこれから」

というテーマにてお話いただきました。これまでの

野外教育業界を作ってきた、まさに生けるレジェン

ドな方々のお話を聞きながら、先人たちの強大なエ

ネルギーを感じ、自身の甘さを再認識し、少し落ち込

みましたが、同時に「頑張らなければ」とこれからへ

のエネルギーが沸き上がる時間となりました。 

 「とりあえずやってみよう」という気持ちで始まっ

た勉強会でしたが、熱い気持ちを持った参加者によ

って継続され、新たな価値が生み出される期待感に

とてもワクワクしています。これからも、勉強会が気

付きや刺激を得る場であり、自身の研究を深めるた

めに意義ある場としてより良く在り続けたいと思い

ます。 

 

「大学間交流スキーキャンプ」 

佐藤冬果（筑波大学大学院） 

大学交流スキーキャンプ、通称「交流スキー」

は、全国で野外教育に関する分野を学ぶ大学生・大

学院生同士の交流、およびスキー技術の向上を目的

に、2014年 12月から開催されている、学生間の自

主的な活動です。これまで筑波大学、大阪体育大

学、仙台大学の院生が順に運営役を担いながら計 7

回開催され、様々な大学から延べ 113人の学生が参

加しています。初回から参加し続けているのも遂に

私だけになり、世代交代をしながら、今は修士の大

学院生世代が中心となって運営をしてくれていま

す。交流スキーの始まりは、同じ分野を学んでいな

がら、学会等で顔を合わせるだけで一緒に活動をし

たことがない…という関係性に勿体なさを感じ、当

時大学院生だった大阪体育大の徳田先生とスキー合

宿を計画したことでした。初めはスキーを楽しむこ

とに主眼が置かれた合宿でしたが、私や参加者の学

生が検定員資格を取得したことを契機に、2016年以

降は外部講師をお呼びして有資格者を 3人揃え、

SAJの級別テストを開催しています。野外運動を専

門にする学生だからこそ、厳しめの基準で検定を行

ってきましたが、これまでの計 4回で 1級に 7名、

2級に 21名、3級に 4 名が合格しています。検定会

が身近なイベントになったことで、学生世代のスキ

ー技術習得への意欲が高まっているように思いま

す。交流という意味では、3月に学生同士が顔見知

りとなることで、その約 3か月後に開催される学会

大会が再会の場となり、学生の参加が促されたり、

他大学に仲間を得たことが刺激や支えになったり…

と、少しずつ成果として表れているように思いま

す。今後は、研究面や実践活動において更なる横の

連携に繋げていくことで、若手世代から野外教育を

盛り上げて行けたらと思います。 

なお、実施後には、活動報告と参加者の所感をまと

めた報告書を作成しています。ご覧になりたい方は、

佐藤までお問い合わせください。 

fuyurin.sato@gmail.com 

 

「次回の交流スキーについて」 

松谷成・渡邊万里映（仙台大学大学院） 

今年の交流スキーの企画運営を担当する仙台大学

大学院 1 年の松谷と渡邊です。私達は仙台大学の野

外運動研究室に所属していて、夏は今回の会場にな

る予定の蔵王近辺でキャンプを行い、冬は蔵王温泉

スキー場でスキー実習を行なっています。そのため

蔵王周辺のことはお任せください！ 

さて、今年の交流スキーですが、会場は先程話した

山形県蔵王温泉スキー場の予定です。遠くて参加し

にくい方もいると思いますが東北のゲレンデを滑る

チャンスですよ！ 例年通りであれば 3月半ば頃に開

催されますが、雪の状況次第で少し早い時期に行う

かもしれません。交流スキーの募集やお知らせは、秋

頃から Facebookの「全国野外教育学生ネットワーク」

のページで行うのでチェックしてください！ 

内容としては、ここ数年行われていたバッジテス

トを行わず、交流をメインとしたプログラムを企画

しています。そのため、過去に参加した人からすると

今年は内容や会場が変わって戸惑うかもしれません

が、学生同士の交流を広げていきたいので参加経験

のある方も、初めての方も、スキーが得意な方も、苦

手な方でも参加して沢山のつながりを作れたらいい

なと思っています。 

最後に、今回は仙台大学が企画運営ということで

仙台大学の院生コンビと学部生とで協力して頑張っ

ていこうと思います。経験の浅い 2人が中心ですが、

それをカバーするくらい準備やプログラムを気合い

入れてやっていこうと思うので、学生のみなさんの

ご参加をお待ちしています！
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在外研究報告 ノルウェーの Friluftsliv 
 

 

多田聡（明治大学） 

 

 

 2017年3月末より2年間、所属大学での在外研員制度によ

り、トロムソ大学（ノルウェー北極大学）アルタキャンパス

に客員教授として、ノルウェー語で Friluftsliv（フリルフ

ツリーブあるいはフリルフスリフ）と呼ばれる野外活動につ

いて研究してきました。大学は北緯70°近くの北極圏に位置

しており、夏は日が沈まない白夜となり、冬にはオーロラが

見られる地域にあります。世界で2番目に北にある大学とさ

れています。 

 この大学にはFriluftslivの学士や大学院のコースがあり、

多くの専門教員が在籍しています（ノルウェー内には他にも

Friluftsliv のコースを持つ大学がいくつかあります）。日

本ではまだほとんど知られていないので、まずはその現状を

見て体験し、日本に報告することがこの滞在中の主な目的で

した。 

 Friluftsliv を分かち書きすると"Fri-lufts-liv"となり、

英単語で置き換えるとすれば"free-air-life"となります。英

訳されている文献ではOutdoor Recreation、Outdoor Lifeな

どとなります。一般的な広い意味では米国、英国由来の

Outdoor Activity(sports)も含むようですが、特にノルウェ

ーではOutdoorとは異なり、特別な意味合い使われていると

考えられています。ノルウェー環境局の定義（1986）によれ

ば、「周囲の変化を経験し、自然と出会うことを目的として、

余暇時間に、自然の中で過ごしたり、身体を動かしたりする

活動」とされています。 

 Friluftsliv では自然との関わり、自然と一体になること

が、大きな要素となっています。そうした観点から

Friluftsliv の特徴について「機械的な輸送手段を使用しな

い」「自然を全体的に、すべて人の感覚によって経験する」

「同じ活動をしている人との競争はしない」「自然と調和し

て生きる、すなわち自然に害を及ぼさない」という特徴をあ

げている文献もありました。 

 「自然と調和して生きる」という意味で印象に残っている

のは、けっこうな悪天候でも平気で活動していることです。

それは例えば幼稚園でもそうで、冬の日が昇らない時期（極

夜）でマイナス15度以下の日でも、園庭で雪遊びしている子

ども達を見かけたりします。ノルウェーのことわざに「悪い

天気はない、悪い服装があるだけ」というものがあります。

自然環境に合わせながら、工夫して生活するスタイルが表わ

れているように思います。 

検索サイトで"friluftsliv norge"などを画像検索すると

活動がイメージできるかもしれません。ノルウェー滞在中に

イメージできないノルウェー語があるときによく使っていた

方法です。 

 Friluftsliv はそもそも権利、楽しみ、生活スタイルであ

って、元来は教育目的で行われているのではないということ

も面白いと思いました。もちろん学校教育でも一つの主要な

科目としてFrilufslivは扱われていますが、自然の中で自由

であることもFriluftslivなので、教育目的にしばられてし

まうことはFriluftslivの本質を失ってしまうという指摘が

あります。野外教育はそもそも「教育」を名称に含んでいる

ので、仕方がないのかもしれませんが、野外教育研究の中で

教育効果の優劣のみで、野外活動の評価することに違和感を

持つようにもなりました（効果が無ければ野外活動をしない

のか？危険なら野外活動を禁止するのか？というような）。 

 また、これはノルウェー人に聞いたり、文献で読んだりし

たわけではない気づきのレベルですが、ノルウェーでは野外

活動を意図的に（Outdoorではなく）Friluftslivというノル

ウェー語で表現している、ということです。「ノルウェーの

自然はノルウェー語でしか表現できないだろう」という思想

が含まれているようです。「山」は"Mountain”ではないとい

うような「これって日本語にもあてはまるよな」といつかど

こかでうまく表現してみたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スキー実習でのランチタイムに焚き火は欠かせません 

 

 ノルウェーのフリルフツリーブについては、近日発行予定

の「野外教育学序説、土方、張本共著」に紙面をもらいまと

めました。御一読いただけると幸いです。 
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2018年度 野外教育に関する学位論文題目リスト 

 

 日本野外教育学会広報委員会は、会員のみなさまにご協力いただき、国内の大学の学部生・大学院生が昨年度執筆し

た野外教育に関する学位論文（博士論文、修士論文、学士論文）の題目情報を収集し、題目リストを作成しました。会

員のみなさまの情報交換や研究の動向把握などにご活用ください。 

・本リストは日本国内で執筆された野外教育に関するすべての学位論文の題目情報は網羅していません。2019 年 6 月

末までに会員の方々から提供していただいた情報をもとに作成しています。 

・執筆者本人の許諾を得て、指導教員が野外教育に関係する内容であると判断した題目を掲載しています。 

 

博士論文（大学院博士課程） 

 

修士論文（大学院修士課程） 

 

学士論文（学部） 

 

 

 

学生氏名 論文題目 学科・専攻名 指導教員名

岡田　成弘
キャンプが小中学生の自然に対する態度に及ぼす影響：
遠征活動と自然へのアタッチメントを感じる体験に着目して

コーチング学専攻 坂本　昭裕

筑波大学大学院（人間総合科学研究科博士課程）

学生氏名 論文題目 学科・専攻名 指導教員名

堀松　雅博 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 スポーツ科学専攻 岡田　成弘

仙台大学大学院（スポーツ科学研究科修士課程）

学生氏名 論文題目 学科・専攻名 指導教員名

福原　雛子 大学生におけるアウトドア活動の阻害要因について

吉川　亜希 大学生の組織キャンプにおけるグループの成熟過程について

田中　ゆみ 自然体験活動が小学生のレジリエンスに及ぼす影響

山川　夏依
不登校改善の一つのアプローチとして自然体験活動はどのような影響を及ぼすか
−生活意欲の向上に着目して−

南　紗恵子
子ども会におけるジュニアリーダー活動の継続・阻害要因について
−学校外の体験の場としてのジュニアリーダー活動の考察−

近江　美久 洞爺湖有珠山ジオパークにおける防災教育〜事後学習から見る目標達成度〜

工藤　瑠依 SDGs達成を目指す授業づくりに向けた一考察　−小学校を例にして−

森　千晶 幼少期の直接体験が青年期のいじめ経験に与える影響

木村　七海 樽前山登山者の安全意識と個人装備の関連性

阿部　亮介 オートキャンプを行う動機と動向から考察するオートキャンプの方向性

金子　陽祐 自転車一人旅の経験が旅人に及ぼす影響

森田　智子 身近な自然への関心が人に与える影響

北海道教育大学岩見沢校（教育学部）

芸術・スポーツ文化学科
スポーツ文化専攻

アウトドア・ライフコース

山田　亮

能條　歩

濱谷　弘志

遠藤　幸成 キャンプにおけるカウンセラーの成功体験と自尊感情の関連

武田　瑞樹
大学の授業におけるアクティブ・ラーニングと学習成果の関連：
野外教育の理論を応用した授業の特徴

日出山　修平 体育系大学のスキー実習初心者班における指導内容の理解度と技術獲得のきっかけ

松田　昂大 キャンプカウンセラーの勢力源泉：キャンプ中の推移とキャンパーの年代による比較

松谷　成 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

渡邊　万里映 キャンプの野外炊事における小中学生の学びの内容

仙台大学（体育学部）

体育学科スポーツ
マネジメントコース

岡田　成弘

青木 匠 ベテランキャンプカウンセラーのメタスキルに関するPAC分析

玉木 祥護 防災キャンプの現状と課題に関する研究

前田 花江 キャンプにおける大学生の自己理解に及ぼす影響

山岸 夏希 オリエンテーリング競技者におけるナビゲーションミスに関する研究

伊原 伸尭 スクーバダイビングにおけるダイバーのダイビングクラブ所属に関する意識調査

川島 才路 つくば霞ヶ浦りんりんロードにおけるサイクリングのイメージに関する研究

高橋 達己 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

竹内 彗 アウトドアクライミング問題の現状と課題-笠間・佐白山ボルダーを事例として-

筑波大学（体育専門学群）

野外運動論専攻

井村　仁

坂本昭裕

渡邉　仁

金子　優美 フォレストアドベンチャーに対する来場者の評価

小林　笑子 継続的にキャンプに参加する障がい児・障がい者の保護者の期待と実感

青木　理沙 大学女子トライアスリートのストレッサーに関する研究

竹本　歩 女子体育大生における登山道の景観に対する評価

東京女子体育大学（体育学部）

体育学科 永井　将史
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学生氏名 論文題目 学科・専攻名 指導教員名

東京学芸大学（教育学部）

岩坂　菜月
小学校での宿泊型自然教室における教員の指導に関する質的研究
―児童への期待像及び関わり方の意図に着目したケース・スタディ―

杉高　正紀
イニシアティブゲーム体験が及ぼすコミュニケーション能力に関する研究
―大学1年生と4年生を対象とした自己評価及びその学年の差異の観点から―

守屋　樹
マインドフルネス呼吸法体験が子どものストレス反応にもたらす影響についての研究
―中学生ゴールキーパーを対象として―

角谷　僚亮
教員志望大学生が有する外遊びについての認識
―幼稚園および小学校の教員を志望する大学生を対象とした質的研究―

堀田　昂瑶
自然体験活動指導に必要な資質能力に関する研究
―活動経験との関連性に焦点を当てて―

中村　深水
野外活動を通して得られる対人関係におけるポジティビティの研究
―大学生を対象としたケース・スタディ―

島袋　玲海
リラックス体験による大学生女子柔道選手の不安やストレスの変容についての研究
―鎮静効果のあるハーブティーの飲用体験を通して―

麻畑　勇次 メディアが現在のキャンプブームに及ぼす影響

伊藤　幸乃 登山実習におけるフロー体験の分析

海野　友希乃 大学生の役割分担におけるジェンダー意識～野外活動と日常生活の比較～

川村　笙 狩猟採集活動による食意識の変化

平田　理恵 ネイチャーライティング及び環境文学の教育的意義と可能性

社　太良 北杜市ジュニア・リーダーの現状と課題

浅川　泰樹 4泊5日のキャンプ実習での人見知りの変化

森川　結麻 大学生のキャンプ実習における気分の変化

川口　明里 大学生の登山におけるモチベーションの変化について

安田　美月 小学生の野外体験学習に含まれる道徳的意義とその効果

高橋　正人 教員の野外体験活動の指導に必要な力と大学生までの体験活動の関係性について

金田　紋佳 発達障害児を対象としたキャンプの現状と課題　-運営団体に注目して-

須田　郁子 女性の加入によるボーイスカウト活動の変化

楠生　謙太 登山者のトイレに関する意識調査

石田　貴一 琵琶湖レジャー利用者の水辺環境意識について

市川　久也 日帰り登山者の動機と満足度についての研究

岩倉　雄也 ASEを用いた大学野球部員の雰囲気の変化について

加藤　幹仁 登山の疲労で起こる登山中のトラブルについて

川原　雄大 リバーツアー参加者の河川に対するイメージの変化

金城　沙紀 幼児キャンプが参加者の社会的スキルに与える影響－カウンセラーから見た変容－

佐々木　陽輔 幼児キャンプ参加者の保護者のキャンプへの期待と養育態度について

髙橋　泉 児童を対象とした海洋プログラムでのカウンセラーとキャンパーの不安について

吉岡　将平 ASE活動がテニス部員の共同体感覚に与える影響

上江洲　光 自然の音が人に与える影響

永禮　奨平 ASE活動中のサッカー選手におけるポジション別特性について

天野　美月 水辺活動における女子大学生のストレスと満足感に関する研究－月経に着目して－

安道　輝 自然を活用したチームビルディング研修における高校サッカー部員の評価に関する研究

上垣　駿平 ログハウス住居者の木育意識と効果に関する研究

浦山　諒大 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〜

片山　博翔 ウィンドサーフィン実習における大学生の“学び”に関する研究

中山　悠斗 冒険キャンプにおけるカウンセラーとの関わり経験がキャンパーのコミュニケーション能力に及ぼす影響

西野　公祐 冒険プログラムがサッカージュニアユース選手の信頼感に及ぼす影響

林　真夏 冒険教育プログラムが大学生の自尊感情に与える影響

三野　明穂 長期キャンプの指導経験が大学生の自己肯定感に及ぼす影響

山添　魁 キャンプ体験が高校生の生き抜く力に及ぼす影響

片岡　駿介 キャンプ参加者のカウンセラーに対する受容性についての研究

澤田　葵
Significant Life Experiencesによる環境意識の深まりと環境配慮行動
－野外教育指導者の語りから－

武内　力哉
冒険教育プログラムに参加した大学生の心理的対処能力の変容とその後の大学生活における積極性に
関する研究

竹中　俊
ネパールで孤児との交流キャンプを体験した日本人大学生の異文化理解と自己への気付き
～カルチャーショック体験からの影響～

松嶋　結倭
女子大学生アルティメットチームの社会的自己制御に関する研究
～登山活動を取り入れたチームづくり～

松村　篤史 北アルプスで山岳救助に従事する山岳警備隊の任務についての質的アプローチ

松本　美咲 小学生キャンプにおける、キャンパーの異年齢間での関わりについて

村岡　誠大 サーフィン経験を通した自己成長プロセス～サーファーの語りから～

渡部　有輝 登山中の会話が精神疲労に与える影響－グループとの関係性に着目した事例的研究－ 橋本和俊

びわこ成蹊スポーツ大学（スポーツ学部）

スポーツ学科
野外スポーツコース

信州大学（教育学部）

至学館大学（健康科学部）

健康スポーツ科学科 平田裕一

中野友博

黒澤　毅

林　綾子

健康スポーツ科学講座
初等・中等教員養成課程

（保健体育）
小森　伸一

生涯スポーツ課程
野外教育コース

瀧　直也
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学生氏名 論文題目 学科・専攻名 指導教員名

岡本　慶太郎 大学キャンプ実習が参加者の一般性セルフ・エフィカシーおよび自然体験活動指導スキルに及ぼす影響

川口　純 発達障がい傾向のある児童の継続型教育キャンプにおける社会的行動

関　佳那子
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の向上と自然体験活動指導スキルに及
ぼす影響

三谷　亜実 継続型キャンプが参加児童の社会的行動に及ぼす影響

窪　尚弥 岬町における釣り愛好家の実態調査 体育学科 蓬田高正

永冨　壱茂 大学生のウエア購買意識に対するキャンプ指導経験の影響

垣田　紗稀子 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―

保坂　一夢 大学キャンプ実習が思いやり育成に及ぼす影響

内川　万里花 キャンプ指導経験が学生の指導者スキル育成に及ぼす影響

廣重　優太 キャンプ参加学生のフォロアーシップ育成に関する検討―指導学生のリーダーシップの在り方から―

田中　葵 大学キャンプ実習における責任感育成の可能性―係別役割からの比較検討―

安藤　春華 キャンプ場面における集団凝集性と異性不安の関連

澤田　龍彦 大学キャンプ実習における自己肯定感と社会人基礎力の関連

宮田　卓哉 中期キャンプ経験が大学生のスマホ依存に及ぼす影響

田中　慧 大学短期キャンプにおけるコミュニケーション変化のメカニズム

天理大学（体育学部）

福岡大学（スポーツ科学部）

スポーツ科学科

健康運動科学科

築山泰典

京都教育大学（教育学部）

体育領域専攻 遠藤　浩



日本野外教育学会ニュースレター No.83 (Vol.23，No.1) OCT.1.2019     2019年 10月 1 日発行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本野外教育学会 

 

 


