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変わらないもの 

 瀧 直也（信州大学） 

 

最近の学生を見ていると、与えられた課題はそつな

くこなし、履修した授業はなるべく良い成績をとるた

めに休まずに出席し、ルールやマナーを守れる学生が

多いように感じます。私がいるキャンパスは、基本的

には教育学部の学生しかいないため、その印象はより

強いのかもしれません。とは言え、他大学の先生と話

しても同様の感想をお持ちの方もいるようです。 

信州大学教育学部には、1995 年に教員免許を取得し

なくても卒業できる（いわゆるゼロ免課程）生涯スポ

ーツ課程が開設され、その課程の中に、地域スポーツ

専攻と野外教育専攻があり、私もそこで学生時代を過

ごしました。しかし、その後、時間の経過とともに社

会の要請もかわり、2015年の入学生を最後にその課程

が閉じられることとなり、2019 年 3 月に最後の学生が

卒業していきました。現在は、教員養成課程の中に、

国語や数学等の教科教育のコースと並んで「野外教育

コース」が設けられ、信州の大自然を生かした「自然

体験活動」「冬季スポーツ」の指導ができる教員を養成

することを目的としています。野外教育を志望する大

変良い学生が集まってきていますが、冒頭のような感

想を抱いているところです。 

先日、その生涯スポーツ課程の卒業生が集い、課程が

閉じられたことを周知するとともに、大学時代の学び

を再確認する会が催されました。生涯スポーツ課程開

設に学部長として尽力された藤沢謙一郎先生がご挨拶

の中で、当時の学生たちは、言葉にできないエネルギ

ーが身体から溢れてい

たことを話されていま

した。一例として、当時

の学生が主体となり、

「生涯スポーツフェス

ティバル」というイベ

ントを立ち上げ、地域

の子どもたちを対象と

した各種のスポーツ体

験、自然体験を行って

いたことを挙げていま

した。 

その当時から 20年が経ち、私たちの生活は日ごとに

便利になり、様々なデジタルコンテンツが開発されて

いきます。幼少期からスマホやタブレットに触れる機

会があり、現代の子どもたちの情報処理能力は昔と比

べられないほど優れていると思います。新たな機器が

次々に開発され、多くのことを人間がやらなくてもよ

くなってきています。しかし、ヒトがアナログである

ことは変わりません。ヒトの発達や成長には時間と手

間がかかります。便利な社会になればなるほど、人間

は勘違いし、自分があたかもデジタルなものとして考

えていってしまっていると思います。そして、この勘

違いは大人の方が顕著なのかもしれません。時間と手

間をかけて、社会の中でヒトが成長していくことを忘

れてはいけないと思います。 

最近、幼児の自然体験について関わる機会が多く、

長野県では信州型自然保育認定制度が進められ、会議

や研修会で勉強させていただいています。その中でよ

く話題となるのが、遊びと学びについてです。ある会

議の中で、園長先生方が「遊びから学ぶ」、「遊びも学

び」といった「遊び」の重要性について発言されてい

ました。私は、野外教育のあり方と重ねながら、その

発言を聞いていました。「遊び」の定義は難しく、専門

に研究されている方の中でも意見がわかれるようです

が、ここでの「遊び」は自然の中での遊びを指します。

そして、遊びの重要性は、幼児だけでなく、全ての子

どもや学生、大人にも同じことが言えると思います。

大人も、遊びを大切に過

ごしていけるよう、遊び

心を再確認していきた

いと思います。そして、

これが、藤沢先生の言葉

にできないエネルギー

であり、レイチェル・カ

ーソンのセンス・オブ・

ワンダーと同義なので

はないかと感じている

ところです。
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日本野外教育学会 第 22 回大会（宮城）の報告 
 

◆ 日本野外教育学会第 22回大会 実行委員長挨拶 

  

日本野外教育学会第 22回大会を終えて 

佐々木 豊志（青森大学） 

 

日本野外教育学会の第 22回大会は初めて東北で開

催されました。2019年 6月 21 日〜23 日に、仙台大学

に全国各地から 163名（正会員一般 110名、正会員学

生 17 名、団体会員 1名、非会員一般 14名、非会員学

生 21 名）の方々にお越しいただきました。東北初の

大会テーマは、「東北の昔・今から、野外教育の未来

を考える」とし、自然豊かな奥深い東北に昔から脈々

と繋がるものは何か、震災からの復興の現在進行形の

今、そしてこれらの時空を貫く野外教育の未来とは何

か、を皆さんと考える場を用意しました。東北地方に

とっては大きな出来事であった東日本大震災から既に

8 年余りが経過しましたが、東北のすべての人々が

「生きる力」を試され、私たちの野外教育が「生きる

力を育むことができるのか」と突きつけられた出来事

でもありました。そこで、基調講演には震災当時、東

北地方整備局長で重責を担った徳山日出男氏（その後

国土交通省事務次官）をお招きし、震災直後の混沌と

した状況の中で、被災地の道路啓開を遂行した徳山日

出男氏の言葉を拝聴できました。マニュアルだけでは

決して成し得なかった、現地で実行された様々な支援

の現場の裏話に引き込まれました。徳山氏が被災自治

体の首長へ「ヤミ屋のオヤジと思え」と発して、担当

領域を超えて遂行された被災地への支援を伺い、徳山

氏の決断力と実行力、まさに目の前の現実を受け止め

どうするのかという「生きる力」の真の意味に触れた

と感じたのは私だけではなかったと思います。 

 開会式前日の 21 日（金）のエクスカーションで

は、伊達藩時代に造られた運河（貞山堀）を Eボート

クルーズ体験し、そして、今年全線が開通したトレイ

ル（みちのく潮風トレイル）を体感できるプログラム

に参加いただきました。開会式に先駆けて開催した自

主企画シンポジウムは前回の大会より多い 7つのテー

マで発表・議論されました。 

 基調講演後の分科会は、「東北の昔・今から、野外

教育の未来を考える」をテーマにそれぞれの 3つの分

科会が展開されました。第 1 分科会〝昔〟は、岩手の

偉人「宮沢賢治の自然観」と題して、宮沢賢治の実

弟・清六さんの孫である宮沢和樹さんを迎えました。

第 2分会〝今〟は「今を動かす野外の力」と題して、

震災直後から現在進行形で取り組んでいるクライミン

グを通した取り組みを村上美智子氏（NPO法人 FIRST 

ASCENT JAPAN．理事長）より紹介いただきました。金

華山というクライミングフィールド周辺の登山道や観

光客の休憩施設などを整備しながら、クライミング力

でその魅力を国内外にアピールをして野外教育が創出

できる価値について議論を深めました。第 3分会〝未

来〟は、「AI 社会における野外教育」と題し、当学会

員でもある甲斐知彦氏（関西学院大学）を講師に、急

速に発展をしている AIの技術を見据え、来たるべき

AI 社会の中で野外教育が果たすべき役割とは何か、

話題を提供いただきフロアと議論を展開しました。 

 研究発表は、口頭発表 35 題、ポスター発表 18 題、

実践報告 11 題と、テーマも多岐にわたり、参加者相

互の知見を深める意義ある時間を創ることができまし

た。22日夜に開催された懇親会には 140名という大

勢の方々の出席をいただき、東北の銘酒、食材に舌鼓

を打ちながら、皆さんには尽きぬ話題に花を咲かせて

充分に懇親を深められたと思います。 

 第 22回大会は、東北初の開催でした。東北地区は
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学会員が少ない状況が続いていますが、今回は東北地

区と東北にゆかりがある学会員が実行委員会に結集し

てオール東北でお迎えをいたしました。お陰様で第

22 回大会が無事に終了することができました。開催

にあたり協賛・寄付で支援をいただいた皆様、研究発

表者の皆様、プログラムに関わっていただいた講師の

皆様、学会役員の皆様、そして東北の地にお越しいた

だき参加していただいた皆さま、すべての皆様に実行

委員会を代表して御礼申しあげます。最後に、会場で

ある仙台大学、学生スタッフ、実行委員の皆様に感謝

申しあげます。 

 

 

◆ 基調講演 

 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） 

 

 今大会の基調講演は、「災害列島に生きる−東日本大

震災の教訓−」というテーマで、徳山日出男氏（政策研

究大学院大学客員教授、元国土交通相事務次官）にご

講演いただきました。徳山氏は、2011 年 3 月 11 日の

東日本大震災時、東北地方整備局局長でいらっしゃい

ました。マニュアルにはない数々の対応を迫られ、そ

の経験の中から、トラブルへの対応、リーダーとして

判断や葛藤、これからの復興のことなど、様々なお話

しをいただきました。 

 まずは、東日本大震災のとき、災害対策室で何が起

こっていたのか、発生から数時間のこと、翌日までの

ことなど、徳山氏が体験したことや考えたことなどを

お話しいただきました。櫛の歯作戦に至った経緯やそ

の詳細、ある市長から棺桶を頼まれた話など、どれも

徳山氏からしか聞けない貴重なエピソードでした。 

 その後は、震災時の経験をもとに、トラブル時の初

期対応の教訓についてお話いただきました。ノウハウ

と言えることは最初の１週間に濃縮されていたこと、

最初は情報が少ないが指示を冷静に考えるのは最初の

１時間しかなかったこと、初動期の指揮官の決心が大

事であること、危機場面では無駄を恐れず早く大きく

構えることなど、野外の指導者としても勉強になり、

共感することも多くありました。 

 後半は、日本がいかに「災害列島」であるかという

ことをお示しいただき（災害の厳しさが世界 171 カ国

中ワースト 4位）、それでもここまで発展してきた過程

や、これからの復興に対する徳山氏の考えを教えてい

ただきました。徳山氏は、これまでの東北が復興して

いく流れと、今回の教訓を活かして東北が世界を救う

（恩返しをする）という流れがあり、今回のことをき

ちんと伝え今後の災害に備えていくべきだと述べられ

ました。フロアからの質疑応答の中では、現場経験の

重要性について言及され、現場での実践とデスクワー

クの両方を経験する立場にあったことで、震災時に

様々なことを想像して動くことができたと教えていた

だきました。自然を相手に活動し、様々なトラブルに

対応し、多くの判断を求められる我々野外指導者にも、

学びと示唆に富んだ時間となりました。 

 

報告者：岡田成弘（仙台大学） 
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◆ 「東北の昔・今から、野外教育の未来を考える」分科会 

第 1分科会「昔」 「宮沢賢治の自然観」 

講師 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） 
 

第１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

について、宮沢賢治の弟・清六の孫

にあたる宮沢和樹氏に、祖父から

聞いたことを中心にお話しいただ

きました。 

はじめに、宮沢賢治の生い立ち

や、弟・清六との関係について、貴

重な写真資料等を使いながらお話しいただきました。

童話作家として知られている宮沢賢治が、実は農学や

地質学を教える教師であり、また熱心な法華経信者で

あったという事実に触れ、法華経の理想を伝えるため

の手法として「童話」という形をとったのではないか、

という話がとても印象的でした。 

中盤以降の話題の中心となったのは宮沢賢治の死後

に発見された作品「雨ニモマケズ」でした。童話ある

いは詩のどちらにも属さないこの

作品は、宮沢賢治の手帳に記載され

ていたことからも「人に読んでもら

うために書いたものではない」文章

であり、宮沢賢治が自分自身に向け

たものだったのではないか、という

祖父・清六の話を紹介いただきまし

た。 

一方で宮沢賢治は、山の人（蝦夷）に親近感を持っ

ており、小さい頃、街にクマの革を売りに来たマタギ

をよく観察していました。そういった体験が「風の又

三郎」や「注文の多い料理店」などの作品に影響して

いったというお話もいただきました。東北を代表する

詩人・童話作家である宮沢賢治の生涯の話が中心では

ありましたが、宮沢賢治の自然や文化に対する理解に

触れることのできた貴重な機会となりました。

 

第 2分科会「今」 「今を動かす野外の力」 

講師 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） 
 

第 2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

だきました。 

はじめに、クライミングとは何

か、言葉を直訳すれば「登ること」

ですが、そのスタイルや対象は多

岐に渡ることについてご説明いただき、その上で代表

を務める NPO法人 FIRST ASCENT JAPAN.金華山震災復

興支援「宝島プロジェクト」についてご紹介いただき

ました。特に、村上氏の被災地における関わりから団

体設立の背景として挙げられた、「モノ」「オカネ」で

はなく、クライミングという「体験」を通して「ここ

ろの復興」をするという理念が非常に印象的でした。 

また、活動の実際については、映像も交え、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の現状

をご紹介いただくとともに、イギリ

ス、フランスの著名なクライマーや

開拓者から注目される資源である

というお話をいただきました。 

終盤では、たき火のにおい、雨の

においといった原体験的自然体験

を切り口に、野外における第六感に

ついて、村上氏が瀕した実体験を基にしたフロアとの

セッションも行い、「最大限生きること」、「自分で判断

すること」といった今後の野外教育にとって示唆に富

む議論も生まれました。その他、フロアから挙げられ

た NPO の維持、スポーツツーリズム、地域との関係性

等の議論を通じて、被災地の「今」という視角からの

幅広い学びが得られた貴重な機会となりました。
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第 3分科会「未来」 「AI社会における野外教育」 

講師 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） 
 

第 3 分科会では、関西学院大学

教授の甲斐知彦氏をお招きし、AI

に関する基礎的な情報や様々な場

面における活用事例について話題

提供いただきました。 

 AI ってそういえばなんだろう、

と考えてみたならば、分科会が始

まってすぐにその答えをいただき

ました。AI についての情報がシャ

ワーのように提供され、なおかつ、その順序や内容か

ら、AI について各自が改めて認識すること、そしてそ

の後自分で考えることを助けてくれました。私自身が

まさにそうでしたが、高い技術を持った機械=AI とい

うような、現在の技術の進歩によって生み出されるも

のを端から端まで AIだと思ってしまう、というご指摘

もあり、私の AI への誤解が理解に変わったといっても

過言ではありません。 

 後半は、野外教育が AI 社会にお

いてどのような役割を果たすか、

野外教育の研究において AIはどの

ように活用されるか、といった具

体的なテーマに基づいて参加者同

士グループ討議を行いました。 

今回の分科会において、AI は野

外教育から相反するものというス

タートで議論がなされるのではな

いかと勝手に予想していましたが、ゴールが近づくに

つれて AI 社会のイメージが変わった方も少なくなか

ったのではないでしょうか。今後より一層加速する AI

の進化と発展は、〈畏怖の念を抱くもの〉ではなく〈共

存していくもの〉として認識していくことも大切であ

り、野外教育の領域において、本分科会はその手がか

りになったのではないかと思います。

◆ 自主企画シンポジウム 

「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 

企画者 平田 裕一 （至学館大学） 

報告者 青木 康太朗（國學院大學） 

 「青少年の野外教育の充実について（報告）」では、

青少年の健全育成における野外教育の重要性や充実方

策が示され、今日の野外教育の発展につながる大きな

きっかけとなりました。本シンポジウムでは、この報

告書の作成に携わった方をはじめ、青少年教育行政や

学校教育の関係者をシンポジストとしてお招きし、本

報告書の成果や課題について議論しながら、今後の野

外教育の在り方や方向性を考える機会としました。 

最初に、佐藤初雄氏（国際自然大学校）より、民間

の立場から、当時の民間団体の現状や関係者の思い、

この報告書が民間にとってどのような追い風になった

のかについて発表していただき、次に、伊野亘氏（豊

原小学校）には、小学校教員や青少年教育施設職員の

立場から、学校や青少年教育施設における野外教育プ

ログラムの実際、今後の野外教育に期待することにつ

いて発表していただきました。平川康弘氏（文部科学

省）には、教育行政の立場から、この 20 年間、青少年

教育施策において野外教育はどのような役割を担って

きたのか、国は野外教育にどういった価値や可能性を

感じているのかについて発表していただき、平野吉直

氏（信州大学）には、本報告書の作成に携わった文部

省担当者や大学教員の立場から、当時の野外教育を取

り巻く状況や報告書作成の経緯、報告書公表により生

まれた具体的施策について発表していただきました。

その後、各シンポジストの発表を基に、フロアとのデ

ィスカッションを通じて、今後の野外教育の在り方や

方向性について考えました。 

最後に、野外教育を社会に浸透・定着させていくた

めには、我々はどのような一手を打つことが必要かと

シンポジストに尋ねたところ、「野外教育がきちんとビ

ジネスになるように、またプロが活躍できる業界にな

るように、学会として何かしら事業的な展開をしてい

く必要がある」、そのためには「学会として何ができる

のか、みんなで知恵を出し合いながら真剣に考え、場

合によっては行政や政治に働きかけながらできること

をやっていかなければならない」という意見が出され



日本野外教育学会ニュースレター No.84 (Vol.23，No.2) DEC.16.2019     2019年 12月 16日発行 
 

7 

ました。 

今後の野外教育の在り方や方向性については、来年

度以降も引き続きシンポジウムという形で検討を進め

ていければと考えています。

 

 

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～ 

企画者・報告者 竹内 靖子（NPO法人キャンピズ 桃山学院大学） 

 本シンポジウムでは、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、報告

者それぞれの発表の内容を基にシンポジウム参加者の

皆さんと考えました。 

   はじめの報告は、石田易司氏（桃山学院大学・NPO

法人キャンピズ）より、障害児者キャンプの始まりと

あゆみと障害児者キャンプ関連制度についてお話いた

だきました。1953年日本で初めて障害児キャンプを始

めた今井鎮雄氏。今井氏の影響を受けキャンプを通し

た社会問題の解決に取り組んだ小西孝彦氏の思いに触

れ、障害児者キャンプは、関係者の善意で行われてき

た活動であること、日本にはこのキャンプを支える制

度が少なくなかなか広がっていかない現状を知りまし

た。 

2000年以降、社会福祉分野も専門家中心の支援から

市民も一緒に関わる仕組みに変化している現状もあり、

キャンプを通した地域共生教育がより求められること

を知りました。 

その後、①大阪市とその近郊における発達障害児・

者キャンプ実態調査報告、②特別支援学校宿泊行事実

態報告、③3つの実践報告：野口和行氏（プチ冒険倶楽

部、慶應義塾大学）、高瀬宏樹氏（そにっとキャンプ、

国立曽爾青少年自然の家）、竹内(キッズキャンプ NPO

法人キャンピズ、桃山学院大学)と続き、感じたことを

話し合う時間を持ちました。 

 障害児キャンプの魅力として、①キャンパー、保護

者、スタッフがそれぞれを尊重すること ②様々なコ

ミュニティの人と一緒に学校の教育評価とは違う評価

があふれる野外での実体験・成功体験を積み重ねるこ

とで関係者の自己肯定感が高まること ③学生ボラン

ティアを中心としたスタッフが新しい発想で様々な課

題を乗り越えることがキャンパーはもちろん保護者、

スタッフも心揺さぶられる経験となること、④当事者

ではない人がキャンプに関わり、悩みを共有し同じ思

いの人がつながる経験により共生力が高まることが挙

げられました。 

課題としては、①障害児者キャンプを継続する難し

さ ②障がいのある子のご両親の高齢化問題 ③施

設・運営面の課題：スタッフの質と数・資金面・医療

(アレルギー)面・バリアフリー・文化（宗教）面等た

くさんの課題があります。現在の傾向として安全志向・

失敗させない文化・共働き時代となり、自分の子ども

の世話だけで精一杯な傾向であったり、障がいのある

子どもと社会に大きな溝があり、家族や特別支援学校

の仲間と心ある指導者の中だけでは生きられないとい

う課題もあります。家族や学生スタッフがキャンプを

通して見つけた課題をキャンプ後に解決を目指すこと

も多いため、課題のある子がよりよく育つための環境

づくりの一助にキャンプが必要など・・解決の方向を

探りました。 

課題だらけですが、子ども達にとってたくさんの魅

力のある活動なので、各団体の特性を理解し、悩みな

がら課題を解決していくための様々な工夫が必要です。

情報交換しながら面白いことを一緒に共有・創造して

い く ネ ッ ト ワ ー ク （ http://sn-camp-

net.wixsite.com/sn-camp-net）の大切さを実感する時

間となりました。 

 

 

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－ 

 企画者・報告者 坂本 昭裕（筑波大学） 

描画法の一つである風景構成法（Landscape Montage 

Technique）は、心理臨床領域においては、心理査定あ

るいは、治療的媒体として活用されています。これは

心理臨床場面だけでなく、キャンプの場においても、

対象者の理解や評価の方法として援用が可能です。実

際、A4 の画用紙と黒のサインペン、クレヨンさえ用意

できれば施行できます。 

シンポジウムは、この LMT について体験的に理解し
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ていただくことを目的にしました。まず、参加者には

LMT を実際の手順にしたがって描いていただきました。

この時は、ペンを動かす音のみが聞こえ、全員が描画

に没頭しておられました。参加者の方々には、1 枚の

用紙に自分の心象風景を表現することの微妙な心の動

きを体験いただけたものと思います。 

その後は、LMT の施行方法、解釈の方法について解説

させていただきました。ここでは、やや専門的な説明

になり過ぎたきらいもありますが、おおむね理解いた

だけたように思います。参加者から、集団でのキャン

パーへの施行方法や解釈の方法について質問がありま

した。施行の方法は、1 対 1（個別法）が一般的ですが、

集団（集団法）でも実施可能です。 

また、解釈についても、個別に解釈する方法と多数

を解釈、評価するのに適した方法があります。描画研

究では、数量的な方法を用いて評価することもありま

す。時間の都合で個別に解釈する方法のみの説明とな

りましたので、このような疑問が生じたことは、仕方

がなかったかと思います。描画の解釈や分析について

は、機会をあらためて企画したいと思います。 

 そして最後に、キャンプに参加した子どもの LMT を

用いた事例について提示し、指定討論者の先生方、ま

た参加者のみなさんと討議しました。参加者からは「子

どもの体験の記述を読むだけでは見えない子どもの姿

が絵に示されている」「描かれた動物などのキャラクタ

ーが事例の子どもをよく表している」などのコメント

をいただきました。個人差はあると思いますが、相応

に LMTの理解が得られたように感じました。 

因みに、「自分の描いた絵はどのように解釈されるの

でしょう？」との質問も多くいただきました。時に絵

は雄弁に何かを語りますので、参加者への個別な解釈

は控えました。 

 

 

野外教育学を体系化する試み 

 企画者・報告者 土方 圭（明治大学）・張本 文昭（沖縄県立芸術大学） 

○本シンポジウム開催の位置づけ：張本先生 

・ 指定討論者の大石康彦先生ならびに小森伸一先

生、発表者（土方）についての紹介 

・ 野外教育学の構築に際して、本シンポジウムで発

表される内容について学会の公式な構想として承

認を得ることを目標としたい 

・ 現在、企画委員会により進められている「（仮称）

政策提言（『青少年の野外教育の充実について』の

続編に位置づけられる）」における「野外教育の定

義」および「学問分野としての全体構想」を担う

ことを狙いとする。この目標の表明に伴い、今回

のシンポジウムをその達成の礎と位置付け、フロ

アから積極的な発言を求めることが確認された。

また、定義等の詳細については個々の細かな意見

の存在が想定されるため、今回は土方の試論にお

いて全体的な方向性の確認がなされることで一致

した 

○野外教育学の整理（体系化）に関する試論の発表

（要旨）：土方 

・ 学会設立当初から野外教育の「体系化」が求めら

れてきた 

・ 学問分野の整理や指導者養成の観点からも不可欠 

・ 野外教育の体系化を阻む一要因として、当該分野

が生命・人間を対象とし「価値（変動しうる）」の

創造や検証を多分に含んでいることがあげられる 

・ また、「自然」や「体験」が多様性や多義性を孕ん

でいる 

・ 野外教育に従来の意味での体系化は難しい 

・ 体系化に代わって領域を整理する新たな視点を模

索する必要 

・ 非体系性を前提にした「プラットフォーム原則」

という発想から野外教育学の全体を構想する 

・ プラットフォーム原則を設定するためには、野外

教育の再定義が必要不可欠である 

・ 近年の野外教育の定義などに関わる研究の動向

（地域に根差す PBE・場所への感応・風土・無意

風景構成法による描画 
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図的な教育・野外教育におけるインフォーマルな

学習形態）は、日常性の復権を示唆している 

・ 既存の定義を考慮して暫定的定義を提出 →  

「自然と自然を存在の前提とする他存在ならびに自己

という三者の関わり（直接体験）により充実、幸福そ

して成長を促し、人類の持続可能な未来を実現するた

めには自然が重要な要因であることを啓蒙し、自然を

中心に据えた文化を醸成・再構築していくための教

育」 

・ 上記暫定的定義からプラットフォーム原則の試案

を提出 

① 自然は人間や社会にとって不可欠な存在であり、

これを広く啓蒙する 

② 関わる自然は抽象的な自然ではなく、具体的・日

常的・生活的な自然である 

③ 自然と自然を前提とする他存在との身体を介した

（直接体験を基本とする）関わりにより人間形成

をめざす教育である 

④ 三者の関わりにより自然を中心とした文化の醸成

をめざす教育である 

・ 提出された原則に基づき野外教育学の全体構想試

案（New Outdoor Education Tree）を作成 

 ○指定討論者よりコメント：大石先生 

・ 発表内容について、ほぼ全面的に賛同できる。 

・ 環境教育の起源といえる二つの大きな要素として

公害教育と自然保護教育をあげることができる。

この二つは、それぞれ「公害問題は科学技術によ

り乗り越えられる」という信奉や「自然保護運動

により開発をとめることができた」といった成功

体験などにより、環境教育分野に閉塞感（行き詰

まり）をもたらしているように感じる。それらを

背景として環境教育でも分野を俯瞰的に省察する

試みがはじまっており、野外教育の分野でもこの

ような議論が起こってきたことに意義を感じる。 

・ 今回の野外教育学の全体構想試論についてメタ理

論の不在が指摘されていたが、野外教育分野にも

暗黙知としてのメタ理論は存在していると考えて

いる。つまり、今回の試みはそれら暗黙知的メタ

理論を形にしていく作業であると理解している。 

・ 野外教育の価値は変動するという発表内容があっ

たが、人間と自然の関係において普遍的な関係性

（普遍的価値）が存在するのではないか。つまり

自然を失って私たちは存続できない。 

・ 日常と非日常という観点から野外教育を捉え直す

視点を提起しているが、対概念として両者を捉え

るのではなく日常にやがて包摂されていくものと

しての「非日常」というような関係がそこにはあ

るように思う。 

・ デューイの「学校と社会」にあるように、学校教

育（知識教授）と生活における学び（必然的な体

験教育）の違いについて触れつつ、当該書籍に書

かれている生活の中に存在する体験的な学びを

「野外教育」といして捉え直そうとしている。 

・ 「自然を中心にした文化を醸成、『再構築』」とい

うように資料では提示されているが、発表におけ

る解説では「再構築」についてはあまり触れられ

ていなかった。文化の再構築とは、かつて人間の

生活の中にあった自然との関係を「再」び見直し

ていくことであると理解している。非常に重要な

点と思われるので確認をお願いしたい。 

・ この先、全体構想図にあった「野外学」をどのよ

うに構築していくかが極めて重要である。 

・ また、その中（野外学の中）で森林科学がどのよ

うに貢献しうるかを専門家として考えていきたい

と思う。 

○指定討論者よりコメント：小森先生 

・ 野外教育の全体構想がエプロンダイアグラムを援

用しつつ図式化され、視覚的に捉えやすくなって

いたので理解を進めることができた。この視覚化
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が重要だと思う。 

・ 私自身の野外教育に関する長年の興味や期待とし

ては、発表にあったような「持続可能な社会」や

自然を重要な要因とする「文化の醸成」、そして

「生活の充実」等といった全人的教育といえるも

のであった。しかし、野外教育の定義について

は、ここまで「青少年の野外教育の充実につい

て」の流れを受けて、野外教育を非常に活動的

（冒険的）なものとして捉える潮流にあった。そ

のような経緯から、私自身は海外での学びを選択

し、野外教育を広い視野から捉えることを試みて

きた。今回の発表内容については日常性という観

点も含めて大いに賛同することができる。 

・ 先に触れたが、エプロンダイアグラムについては

Outdoor Education Tree をうまく模してあるもの

で面白いアイディアであると思う。図としてさら

に洗練されることを望む。 

・ 「野外学」と「教育学」についてまとめられた構

想であるが、それらに加わる要素として、「学習

学」や「体験学」といった要素についても可能性

があるのではないか。またそれらとの関連で「幸

福学」や「ポジティブ心理学」「アドラー心理学」

といったものも野外教育と密接にかかわっている

と考えている。 

・ 自然と関連して「地球」という観点も必要になっ

てくるのではないか。 

・ 「身体」にこころの存在を強調するために「身

心」という表現もあるのではないか。 

○フロアからのコメント 

・ 森林科学の中で森林教育を実施している立場から

の発言である。私が野外教育に抱く（もしくは期

待する）イメージとして、参加者と指導者が体験

的に共に活動しながら、教え、学び、そして研究

へ繋げているというものである。この営みは自然

科学と比較すると非常に人間的であり魅力的に感

じる。そのような観点からすれば、発表された全

体構想に「体育」「身体教育」といった要素があま

り見えなくなっており、この点についてもっと強

調する必要があるのではないか 

・ 「野外学」とは一体どのようなものになるのか 

・ 「身体」の重要性についてしっかりと打ち出す必

要がある 

・ 体験学習理論について、なぜ“experiential” 

learning の訳語が「経験」教育ではなく「体験」

教育なのかということも鑑みて、Kolbの体験学習

理論を批判する必要がある。つまり、野外教育に

おける「体験」について認知科学的目的論から環

境社会学的目的論へと移行し理論化するような試

みが必要になる 

・ 環境教育と野外教育の差異について強調し提示し

ていく必要があるのではないか 

・ 暫定的な定義の中で、活動の場としての自然がク

ローズアップされていない印象を受ける。この点

について強調していく必要があるのではないか 

・ 野外教育の対象者を広いレンジで捉えるような表

現を入れていくといいのではないか 

○今後の展望 

・ 野外教育の体系を示したものではなく、様々な有

効な議論を深めるためのツールとして意義がある

のではないかと思う：大石先生  

・ 野外教育はホリスティック教育であると考えてお

り、多くの可能性を秘めていると感じる。今回の

ような議論を発端として、野外教育が充実してい

く様々なアイディアが出てくることを期待する：

小森先生 

・ 今後も今回のようにアイディアを公開し続け多く

の議論を重ねながら、当初の目標である「野外教

育学の構築に際して、本シンポジウムで発表され

る内容について学会の公式な構想として承認を得

ること」に尽力していく所存である：張本先生 

 

 

「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 

                        企画者・報告者 石川 国広（東京工業大学） 

 最初に企画者の石川より、オリジナル・リフレクシ

ョンシート（RFS-ELC）の開発の背景や活用方法に関

する概説を行った。RFS-ELC は、個々の学修者に対し

て、野外教育や体験学習等の領域における鍵概念の 1

つである「体験学習サイクル」についての理解を促す

ことと、また実際に各々がサイクルを循環させてみ

て、学びを深めるための「学業支援ツール」としての

位置付けであることが示された。また、記述内容につ
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いての自由度を高めることで、多様性のある学びを拾

える可能性や、シェアリングの時間を設定することで

相互刺激の場となること、相互理解が深まった事例な

どが紹介された。 

 Martin MEADOWS 氏（名寄市立大学）からは、保健

福祉学部と教養教育部の学生を対象とした選択科目

「北海道の野外レクリエーション」での活用事例につ

いて、話題提供があった。3 泊 4 日の実習中にテント

泊やカヌー、登山などの活動を行った後に、毎日

RFS-ELCを活用していく中で、記述内容の「深まり」

や「専門科目と連動させた考察」等の記入例が紹介さ

れ、指導者側としては、学生の思考プロセスの見える

化（教育理論的な MRI）や、授業改善にも有効な手段

となり得ることが示された。 

 中村正雄氏（大東文化大学）からは、文学部教育学

科の学生を対象とした選択科目「野外教育」の中で

「イニシアティブ・ゲーム」を扱った授業での事例が

紹介された。実際に RFS-ELC を活用してみたメリット

は、「漠然とした思考の明確化」「出来事の見直し」

「次の取り組みへの応用発展の構想」などの記入例が

示されると共に、シートの枠の善用や説明の程度など

の問題提起が行われた。 

 時間の都合で、参加してくださった方々による

RFS-ELCの記入体験とシェアリングまでは至らなかっ

たが、フロアから質問等もいただき、充実した時間を

過ごすことができたことに感謝いたします。 

 

 

東北における自然保育の可能性 

企画者・報告者 柴田 卓（郡山女子大学短期大学部） 

■シンポジウムの意図 

近年、森や自然を活用した幼児期からの学びを再評

価する傾向にある。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る。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る。東北全体を鑑みて

も、優れた自然環境が活かされていないように思う。

こうした背景から、本シンポジウムは東北で自然保育

を普及・発展させるため、それぞれの立場から話題提

供をしていただき、活発な議論を行うことを目的とし

た。 

 

■話題提供者の提供した概要 

◇話題提供者 1：柴田卓 

東日本大震災後に福島県の保育者養成校が連携して

実施した ACF「森で遊んでみよう」に関する報告であ

る。この事業は福島県内 3 大学の学生が、年 6 回の頻

度でキッツ森のようちえんへ参加し、子どもと関わり

ながら自然保育の意義を探求する取り組みである。

2013 年から 2016 年までの 4 年間で延べ約 100 名が参

加した。2018年からは県の事業で同様の取り組みが行

われている。今後、幼少期に外遊びを制限され、自然

と触れてこなかった世代が保育者養成校に入学するた

め、自然保育の意義と認定制度に関心が高まると考え

ている。 

 

◇話題提供者 2：中原智子 

地域の自然資源を活用した自然保育の事例として小

野わかば幼稚園の「小野町わかばたんけんたい」につ

いてである。この活動は、町のスクールバスを利用し

て、年 7 回の頻度で園外保育を行っている。これまで

幼稚園の活動で利用しなかった町の自然公園、山、川、

神社、お寺を利用して活動している。子ども達と食材

を買いに行ったり、移動手段を電車にしてみたりと、

幼稚園の職員にとっても保育の幅が広がった。今まで、

そこにあるのが当たり前で、豊かな自然環境を見直す

こともなく、活用しきれていなかったと思う。地元の

自然を活かし、今後も続けていきたい。 

 

◇話題提供者 3：武田健 

地域の力・人材を活用した事例として、宮城県大河

原町の第一光の子保育園についてである。本園では、

柴田農林高等学校をはじめ、たくさんの地元の方の協

力を得ながら、田植え、稲刈り、芋掘り、野菜の栽培、

餅つき、みそ作り、羊の毛刈り、園庭産野菜の販売な

どを実施している。これらの活動を通し、生命あるも

のに触れ、感情を揺さぶられる体験が「学びの原点」

であり、子どもたちに必要である。これからも豊かに

残る地域の自然と人的宝を大切にしていきたい。 

 

◇話題提供者 4：杉本守 

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概要と主な取り組みについてであ
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る。受け入れ施設の立場から自然保育を実施・普及す

るための課題としては、自然保育の認知度の低さ、現

役保育士の指導力不足、青少年教育施設の指導力不足

の 3 つが考えられる。また、実施・普及するための提

案としては、「散歩」「園庭」「保護者」「園以外の人材

育成」の 4つがポイントであると考えている。 

 

◇話題提供者 5：上原貴夫   

最後に、長野県の自然保育事例や自然保育認定制度

についてである。長野県、森と自然の保育園の事例を

もとに、「自然保育・教育で何をしているか」の問いか

らはじまり、自然保育がめざすこと、自然保育の展開

について説明。また、長野県の信州やまほいく（信州

型自然保育）認定制度と森と自然の育ちと学び自治体

ネットワークに触れ、その現状について説明を行った。

 

 

アメリカの野外教育指導者養成最前線 

企画者・報告者 Taito Okamura Ph.D.（backcountry classroom Inc） 

 このワークショップの目的は、アメリカの野外教育

関連学協会について、その特徴、社会的役割、大学と

の連携について理解することでした。参加者は大学教

員 1名、大学院生 2名、学部生 2名の計 5 名でした。 

はじめに、2グループに分かれ、各団体名のアブリビ

レーション（略語）のクイズを行いました。ACA、OBS 、

NOLS、WEA、AEE、AORE といったメジャーな団体を出題

したところ、正答率は、それぞれグループが 2/6 と 1/6

という結果であり、アメリカの組織がいかに認知され

ていないか実感しました。 

 次に、上記の 6 団体をキャンピング←→ウィルダネ

ス、プラクティス←→アカデミックの 2 軸 4 座標に配

置し、それぞれの団体の特徴の概要を理解しました。 

 最後に、参加者を 3 グループに再編し、それぞれよ

り詳しく知りたい団体を 3 つ選びました。その後、自

分たちで、スマートフォン、PC を使い、3 団体のミッ

ション、ビジョン、アクション、ヒストリーを検索し、

ポスターにまとめてもらいました。参加者のグループ

は、NOLS、ACA、AOREを調べ、OBS、WEA、AEE は講師陣

が担当しました。 

 45分間ほど、検索とポスター作成の時間を経たのち

に、各団体が設立した歴史的背景に基づきながら順に

プレゼンが行われました。単に団体の特徴だけでなく、

メンバーの住み分けや、大学との連携について、講師

から具体的な事例をもとに解説があり、アメリカの主

要団体をよりよく理解する時間となりました。 

 以下、調査対象となった団体の名称です。 

ACA：American Camping Association 

OBS：Outward Bound School 

NOLS：National Outdoor Leadership School 

WEA：Wilderness Education Association 

AEE：Association of Experiential Education 

AORE ： Association of Outdoor Recreation and 

Education 

 以下、追加として話題に上がった団体です。 

WRMC：Wilderness Risk Management Conference 

CEO：Coalition of Education in the Outdoor 

NAAEE ： National American Association of 

Environmental Education 

OIA：Outdoor Industry Association

 

 

◆ エクスカーション報告 

Aコース「みちのく潮風トレイル」 

日時：2019年 6月 21日（金）13：00～17：00 

場所：みちのく潮風トレイル・名取トレイルセンター 

（約 7km：南浜中央病院〜千年希望の丘〜仙台空港駅） 

協力：NPO法人みちのくトレイルクラブ 

参加者：6名 

概要：東日本大震災後の環境省が取り組んでいる「グ

リーン復興プロジェクト」のひとつに『みちのく潮風

トレイル』があります。このトレイルは、青森県八戸

市蕪島から福島県相馬市松川浦までの被災した海岸線

を中心に 4 県 28 市町村をつないだ全長 1000km を超え

るロングトレイルです。今年全線が開通して、名取市

閖上地区に「名取トレイルセンター」が開所していま

す。 

 始めに名取トレイルセンターを見学し、関事務局長

の解説で、みちのく潮風トレイルの設置に至るまでの
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概要を聴き、沿線の人々の映像を観てスタートしまし

た。今回は、岩沼市エリアの阿武隈川河口付近の南浜

中央病院から千年希望の丘を通り仙台空港駅までのお

よそ 7km を歩きました。この区間のコースは平坦で、

一帯が 10m もの津波に襲われたエリアです。今でこそ

瓦礫がなくなり整理はされていましたが、震災前に集

落があった痕跡と記憶が残る印象的な場所も巡りまし

た。そして、海が見えずに延々と続く防潮堤の長さに

圧倒される場所でもありました。コースを外れ、この

防潮堤の上を歩くことで右に広がる太平洋と左の陸の

様子を見ながら、ここを襲った津波を想像しながら歩

くことになりました。 

報告者：佐々木豊志（青森大学） 

 

Bコース「貞山運河 Eボートクルーズ」 

日時：2019年 6月 21日（金）11：00～14：30 

場所：荒浜海岸公園センターハウス 

協力：カワラバン 

参加者：5名 

概要：宮城県が全国に誇る歴史遺産の貞山運河は、旧

北上川河口から阿武隈川河口を結ぶ総延長 49 ㎞の全

国一長い運河であり、400年以上前から東北の自然と

人の関わりの中で作られてきたものです。当日は参加

者 5名と地元ガイドの案内により、1時間程度の Eボ

ートクルージングを体験しました。地元ガイドによる

運河の歴史、東日本大震災当時の状況、または松林や

オオタカなどの自然資源の話とともに、クルージング

を楽しみました。参加者は水面からの視点の新鮮さ

や、予想以上の野鳥のさえずりや生き物との出会を満

喫したようでした。昼食は、震災後に誕生した名取市

の商業施設かわまちテラスで地元の海産物を堪能しま

した。午後はみちのく潮風トレイルセンターの視察を

行いました。東北初の野外教育学会開催へ向け開催地

の雰囲気を感じていただくことができたと思います。 

報告者：塚原俊也（くりこま高原自然学校）

◆ 参加者の感想 

関 佳那子（京都教育大学大学院）

初めての学会参加、初めての東北の地で多くの研究

者の先生方、施設職員の方々、同世代の学生たちと出

会い、交流を持ち、お話しを聞けたことは私自身の経

験の幅や視野を大きく広げる機会となりました。また

基調講演で講演して下さった徳山先生のお話では、現

代社会における予測不可能な出来事に真摯に向き合

い、体験に基づいた生の「経験知」を拝聴しました。

ただマニュアル通りに従うのではなく、人と人とがつ

ながる意味や素晴らしい人間関係を育むためには、や

はり様々な体験を通して学ぶことの大切さを改めて実

感しました。 

 私は将来教育現場に携わる身として、子どもたちの

「生きる力」をマニュアルだけに捉われず、自然や環

境作りなどの体験を通して育むことを目標とし、野外

教育の魅力を多くの人に伝え、今後も野外教育の発展

に尽力したいと思います。 

最後になりましたが、今回の大会に参加された皆さ

ま、実行委員会・施設職員の皆さま、ありがとうござ

いました。 
 

小菅 良豪（にちなん中国山地林業アカデミー） 

 野外教育学会第 22回大会に、森林総研の井上真理

子先生に誘われ初めて参加しました。私は、林業作業

員として 11 年働きながら、社会人学生として林業労

働者や林業事業体に関する研究をしておりました。昨

年より、鳥取県日南町で開校する林業作業員を養成す

る学校の設立のために町役場に転職し、本年 4月に開

学した「にちなん中国山地林業アカデミー」の専属教

員となりました。 

今回の大会での井上先生の報告のとおり、日南町に

おける一貫的森林教育プログラムの作成と実施に現在
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取り組んでおります。日南町で豊かな自然・森林を生

かして、野生を取り戻す教育を行うことを目標として

おります。まだまだ課題も山積しておりますが、今後

は会員の皆様のお知恵もお借りして、改善を繰り返し

質の高い森林教育を日本中に広げたいと思っておりま

す。今後とも皆様、宜しくお願い致します。最後にな

りましたが大会運営も素晴らしく、大会実行委員会・

仙台大学の学生の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

１．期日：2020 年 7 月 4 日（土）～5 日（日） 

２．会場：関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス  

〒662-8501 兵庫県西宮市上ヶ原 

一番町 1－155 

３．大会日程： 

【第 1 日目：7 月 4 日（土）】 

午前 自主企画イベント 

  理事会 

午後 開会式  

     基調講演 平田オリザ氏（劇作家・演出家） 

   シンポジウム  

パネラー： 

平田オリザ氏（劇作家・演出家） 

真野毅氏（長野県立大学  

豊岡元副市長） 

      コーディネーター兼コメンテーター： 

田中裕幸氏（公益財団法人 

日本アウトワード・バウンド協会） 

コメンテーター： 

星野敏男氏（日本野外教育学会理事長） 

    総会 

    情報交換会（関西学院会館） 

【第２日目：7 月 5 日（日）】 

 午前 研究発表Ⅰ 

    研究発表Ⅱ 

       ポスター発表（研究・実践） 

インダストリアルセッション 

（産業界からの情報提供） 

午後 研究発表Ⅲ 

      研究発表Ⅳ 

閉会式 

4．研究発表・実践報告・ 

自主企画シンポジウムの申し込み 

【発表等申し込み期限：4 月 22 日】 
    ※自主企画シンポジウムについて 

申込多数やテーマが重なった場合は、大会 

事務局で調整の上、決定し、4 月末までに申込

者に連絡する予定です。テーマ等が本学会の趣

旨と著しく異なっていたり、提出された原稿が

事前の申し込み内容と著しく違う場合などは

実行委員会の判断で企画を取りやめていただ

く場合がありますのでご了承ください。 

5．研究発表・実践報告・ 

自主企画シンポジウム原稿の提出 

【抄録原稿提出期限：5 月 12 日】 

※締め切り厳守でお願いします。締め切り後 

はお受けできません。 

6．大会参加の申し込みおよび参加費等納入 

【事前参加申し込み・事前参加費等 

納入期限：5 月 12 日】 
  期限を過ぎますと、当日参加費の扱いになります

のでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本野外教育学会第 23 回大会（兵庫）の案内（第 1 報） 

大会テーマ：「野外教育の魅力を再考する 

       ～アートとまちづくり、そして、自然～」 

大会実行委員長：甲斐 知彦（関西学院大学） 

第 23 回大会の詳細情報について 

今回、日程および締め切りをできるだけ早

く皆様にお伝えしたいと思い、情報発信させ

ていただきました。今後、第 23 回大会の詳

細情報については、次回のニュースレター85

号（3 月発行）にてお知らせします。また、

今後、大会専用ウェブサイトを開設します

（学会 HP でお知らせします）のでそちらも

ご参照ください。 
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