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巻頭言 野外教育の体験の価値 

岡田 成弘（東海大学） 

 

野外教育において、「体験」が重要であることは、

言うまでもありません。日本野外教育学会も「自

然・人・体験」の 3 つをキーワードとしており、

野外教育に関わる多くの公的文書や専門書にも

「体験」という文字をよく目にします。では、野外

教育における体験、野外教育ならではの体験とは、

どのような体験でしょうか。 

 野外教育を語る際、その意義を「直接体験」に置

くことが多いと思います。「直接体験はより深い学

びにつながる」、「直接体験からしか学べないこと

がある」「間接体験が多い現代社会において直接体

験の機会は貴重である」。多くの人が、野外教育の

良さを説明する時に用いるフレーズではないでし

ょうか。  

 しかし、本当にそうなのでしょうか。直接体験

は、それほど大事で、唯一無二なものなのでしょ

うか。 

 私にはこんな思い出があります。大学の所属コ

ースのオリエンテーションキャンプ（1泊 2日）を

担当していましたが、縁あって、コース外の教員

（史学の領域）に参加してもらう年がありました。

キャンプの意義や企画のねらいなどをそれほど細

かく伝えることはせず、「来れば（体験すれば）わ

かる」と思っていました。しかし、その教員から

「これ（このキャンプ）って、意味あるんですか」

といった趣旨の質問を受けました。正直、その時

は自分でも納得できるような回答はできませんで

した。その時の縁もあり、その教員とは何度か「人

はなぜ山に登るのか」「人間と自然の関係性」など

の議論をさせてもらい（とても楽しい時間でした）、

野外教育やキャンプの意味を伝えることはできた

ように思いますが、最初の質問の時に自信を持っ

て自分の言葉で伝えられなかったことは、苦い記

憶として残っています。 

 では、今ならば、その質問に明確に答えられる

でしょうか。正直なところ、私の中でその答えは

迷走しています。そもそも、直接体験って、何でし

ょう。 

 このコロナ禍で、いつくかのオンラインでの飲

み会に参加しました。オンラインでのウェビナー

も実施されています。ウェブ開催になった学会も

あります。大学では、これまで対面で行っていた

授業をオンラインで行っています。オンラインで

の旅行や遠足を実施している知り合いもいます。

顔を見て、ジェスチャーを交え、時には共同作業

をしながら、物事に取り組みます。これは、直接体

験なのでしょうか。それとも、何か他の〇〇体験

という呼称があるのでしょうか。少し調べてみま

したが、今のところ、ピンとくる概念はありませ

ん。 

 コロナ禍では、これまで当たり前と思っていた

価値観が、がらっと変わりました。大学の授業、論

文指導、研究発表、説明会など、対面が当たり前と

思っていたのですが、今の社会情勢ではオンライ

ンが当たり前です。様々な価値観が揺さぶられ、

破壊され、再創出を求められているように思いま

す。その中で、野外教育の価値はどうでしょう。自

然の中での体験の価値は、これまで通りでしょう

か。昨年度末から多くの事業が中止されてきまし

たが、この夏には再開するところもあると思いま

す（一方で、全面中止の団体もあると思います）。

コロナ禍による自粛生活を経て久々に参加したキ

ャンプの体験は参加者にとってどのような意味が

あるのでしょう。例年と全く同じでしょうか。そ

れとも、今年の夏ならではの意味があるのでしょ

うか。 

 現段階では、私にもわかりません。簡単に測定

できるものでもないと思います。ただ、それを考

える必要が、この学会にはあると思います。これ

までの既存の理論によって説明がつくものなのか

もしれません。ただ、我々が「野外教育の体験の価

値」を、疑って、省みて、考えて、体験を重ね、議

論していくことで、新しい価値を創出する機会に

なるかもしれません。そんな夏にしたいな、と思

っています。 
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特集 森林教育とのつながりから野外教育を考える 

 

山田 亮（北海道教育大学岩見沢校） 

 

企画について 

2017 年 6 月の日本野外教育学会第 20 回大会の

企画委員会企画シンポジウムにおいて、学会の今

後の発展を目指すひとつの方策として、他学会と

の連携が挙げられました。また、野外教育の関連

学会の一つである日本森林学会では、2018年 3月

の第 129回学会大会において、森林教育を中心テ

ーマとする「教育部門」が新たに設置されました。

この両学会の動きを契機に、双方の学会の入会・

研究発表の事例がみられ、共同研究や人材交流が

始まりました。 

森林教育は、学部は農学部や生物資源学部で、

学科は森林科学（旧名：林学）に位置づいていま

す。その森林科学は、環境保全、生態、森林資源、

樹木、木材、経済、政策、地域創生などのテーマ

があり、森林を理解し、守り育て、活かし、支え

るというような研究がなされていて、森林という

環境を多角的に読み解く分野であるといえます。

野外教育を実践する際に、キャンプ、登山、沢登

り、A.S.E.、スキーなど、活動のほとんどは森林

で行います。我々は、活動プログラムを充実させ、

教育的効果を高めていくためには、そのフィール

ドである森林を理解することが一つの視点とし

て重要なのではないかと思います。また、森林教

育の内容は、「森林資源」、「ふれあい」、「自然環境」、

「地域・文化」と大きく 4つが示されていて（大

石・井上，2009）、野外教育が取り扱う内容と共通

している部分が数多くあることにも注目したい

と思いました。 

私はコラボレーション企画が始まった森林学

会に参加したことがきっかけで、その後も継続し

て森林学会のみなさんと関わり、その中で、自然

に対する見方、プログラムを計画する際の視点、

研究へのアプローチ方法など、自分が考える野外

教育の概念を再整理するような機会をいただい

たと感じています。また、森林教育の方々は、学

校教育の教材開発との関連で科研費を取られて

いるケースが多く、その方法や研究のレベルにつ

いて、見習わなければならないなと思っています。 

そこで今回の特集では、野外教育学会の会員で

森林学会や森林教育に関わる方々から、野外教育

にとっての森林の重要性、森林教育と野外教育と

の接点など、それぞれコメントをいただき、野外

教育の原点を探りながら、関連分野に触れること

の意義を考え、今後の野外教育の発展につながる

ものは何かを探っていくきっかけづくりになれ

ばと思います。 

 

執筆者の紹介 

ここからは、コメントをいただく方々について、

掲載順に紹介していきます。 

1 番目は井上真理子さん、これまでのコラボレ

ーション企画を進めてきた中心的な方で、広い人

脈を持ち、森林教育と野外教育の接点を最もよく

知る方です。 

2 番目は大石康彦さん、森林教育の第一人者の

立場から長年、役員として野外教育学会に関わり、

学会誌やシンポジウム等で何度も野外教育につ

いて貴重な提言をされてきた方です。 

3 番目は遠藤知里さん、学部では森林系、大学

院では野外教育を専攻され、野外教育の立場とし

て森林をよく知る方です。 

4 番目は杉浦克明さん、次世代の森林教育研究

のリーダーとして、現在は森林学会教育部門長を

務められ、コラボレーション企画を経て、2019年

度に野外教育学会に入会いただいた方です。 

5 番目は高瀬宏樹さん、青少年教育施設と地域

との連携の取り組みの一つとして、地元の実践家

とともに、森林教育をベースとした自然体験活動

のプログラム開発を行っている方です。 



日本野外教育学会ニュースレター No.86 (Vol.24，No.1) AUG.15.2020     2020年 8月 15日発行 
 

 

4 

6 番目は井倉洋二さん、農学部演習林をフィー

ルドにして野外教育や環境教育の活動を実践さ

れていて、演習林を教育活動の場所として活用す

る方法をよく知る方です。 

7 番目は比屋根哲さん、森林教育や環境教育の

実践や研究をされる中で、プログラム効果や地域

創生をテーマに取り組み、農学研究科博士課程で

の研究者養成に尽力されている方です。 

以上の 7名の方々に、それぞれの立場から野外

教育と森林教育のつながりについてコメントを

いただきます。 

 

森林科学と野外教育とのコラボレーション 

井上 真理子 

森林総合研究所多摩森林科学園 

森林科学の立場から野外教育学会に参加して

いますが、個人的には、野外教育に親しみを感じ

ています。世間一般のイメージは、「キャンプに関

わる」仕事は、「森林・林業に関わる」仕事よりメ

ジャーだと思うので、憧れさえ感じます。ちょっ

とした違いとして、私の学問的な背景が農学で、

スポーツが苦手な点があるだけです。 

私が森林での活動に関わるきっかけをご紹介

します。高校時代に、地域で行われた「森林のワ

ークキャンプ」に参加したのですが、森林・林業

がテーマの野外教育活動でした。東京の山での 2

泊 3 日、昼間は林業体験（間伐や下刈り、※表紙

にある写真）、宿泊はテント、食事は薪での野外炊

飯、川で水浴び、夜はキャンプファイヤー、星空

も眺めました。私の林業の原点が野外活動で、農

業高校の教師として林業を教えていても、実習の

基本は野外活動で、高校生たちと山での実習を楽

しんでいました。高校生が演習林で活き活きとす

る姿に、森林での体験活動を通じた「生きる力」

の育成を感じました。その後、研究者に転職して

「森林教育」の研究を始めましたが、活動を通じ

たワクワク感を大事にしています。 

野外教育との違う面として、「森林科学」を紹介

したいと思います。森林科学は、日本の国土の約

7 割を占める森林に着目し、木材を生産して森林

の利用を図りつつ、国土や水源、自然環境の保全

との調和を目指す学問だと思います。日本森林学

会（1914（大正 3年）創立、会員約 2,500人）の

学問領域は、多様な内容を含んでいて、動植物の

生態、大気や土の組成や環境変動、山崩れや山腹

崩壊、林道やダムの設計、林業機械の開発、森林

や環境の政策などがあります。総合的な学問とし

て、森林とよりよく関わることを基本にしている

中で、「森林教育」では、森林とよりよく関わる人

の育成を考えていると思います。 

森林科学が野外教育と連携するメリットは、森

林科学は、基本的に森林を中心にしか見ないので、

人を大事にする野外教育の視点が加わることで、

森林体験活動を教育として見ることができる点

にあるのではないかと思っています。近年、野外

教育学会の関係者と森林学会との連携を図った

企画を続けてきましたが、野外教育は森林科学に

いい影響を与えていると思います。連携の取り組

みのきっかけは、本学会第 20 回大会（2017 年 6

月）の企画シンポジウムで、今後の課題に他学会

との連携が挙げられたことでした。同じ時期に、

日本森林学会で教育部門の新設が模索されてい

ました。日本森林学会の教育部門は、第 129回学

会大会（2018 年 3 月）で 14 番目の研究部門とし

て新設されましたが、野外教育学会関係者との連

携も大きな後押しになったと思います。私なりに

考える森林科学への良い影響は、教育学との連携

により、子どもと遊ぶイメージの森林教育が、研

究対象になった点があると思います。 

 これまでに進めてきたコラボレーション企画

は、次の通りです。 

① 第 129回日本森林学会大会（2018年 3月、高

知大学）企画シンポジウム「森林教育研究の

さらなる展開を目指して－教育学、実践現場

との関わりを通じて」（発表 9件）。 

② 日本野外教育学会第 21回大会（2018年 6月、

信州大学）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」（後援：日
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本森林学会）（発表 4件） 

③ 第 130回日本森林学会大会（2019年 3 月、新

潟市）企画シンポジウム「森林教育研究のさ

らなる展開を目指して－教育活動現場との

関わりを通じて」（発表 10 件）。 

④ 2019 年度日本森林学会公開シンポジウム

（2019年 5月、東京大学農学部）テーマ「新

たな森林教育研究の挑戦−研究と実践場面を

つなぐ−」（発表 5件） 

⑤ 第 131回日本森林学会大会（2020年 3 月、名

古屋大学）企画シンポジウム「森林教育研究

のさらなる展開を目指して−森林をフィール

ドとした教育実践活動から研究の可能性を

探る−」（発表 10件）＊要旨集発行のみ。 

今後も、野外教育学と森林科学との連携で、さ

らなる研究の展望が開けることを願っています。 

 

森林教育と野外教育 

大石 康彦 

森林総合研究所多摩森林科学園 

 私は学会で“森の人”とみられていると思いま

す。“森の人”がなんで野外教育学会に居続けてい

るのか、という問いに答えることで本稿の役割が

果たせると考え、個人的な経験を紹介させていた

だくことにします。 

 私と野外教育の邂逅・巡り合いは 1996 年 8 月

のことですが、少し遡ってお話ししなければなり

ません。 

 1995 年 1 月に書き終えた学位論文は、「ヒトの

活動環境としての森林環境の多角的評価－森林

の空間構造・温熱環境とヒトの心身反応の関係－」

と題した“森林は快適だ”というものでした。し

かし、森林が快適だというだけで、森林と人との

距離が近くなるのだろうかと、道迷いに陥ってい

ました。 

 人に対する直接的な働きかけが必要なのでは

と考えはじめた 1996 年 4 月、筑波大学で日本森

林学会大会があり、手元に名刺があった野外運動

研究室の関根さんに連絡したところ、野外教育実

践の拠点である野性の森でお話を伺うことがで

きました。 

 その翌月、1996年 5月に岩手県にある小岩井農

場で行った森林体験イベントが、私の森林教育実

践・研究の始まりです。 

 そして、1996 年 8 月 23 日夕刻、私は宮城県に

ある花山キャンプ場の門をくぐったのです。花山

のことは関根さんから聞いていましたが、ちょう

ど学会があった福島から盛岡への帰路に見学さ

せていただけないかと連絡したところ、キャンプ

長の飯田先生から快諾を得てのことでした。 

 登山の説明を終えたばかりのキャンプ場は、静

かな熱気に包まれていました。「ねぇゴリラ、私ソ

ロに行きたい。」と言う小学生女子に飯田先生が

「ダメだ」と一言、忘れられない場面です。翌日

には中高生の植樹とつる切りに同行させていた

だきました。ソロキャンプにどうしても挑戦した

い子どもとのやりとりや、森林からキャンプ場へ

の幼樹の移植や育成木に登ったツル植物の除去

の活動から、野外教育が人だけをみているのでは

なく、人と自然の関わり方をみているのだと気づ

かされました。野外教育も森林教育も、人と自然

の関わり方に関与していくものであるという気

づきは、当時のお礼状に「今回の体験は、私の今

後の諸活動に大変大きな意味を持つものと確信

しております。」と書いたように、進むべき道を指

し示すコンパスになりました。 

 そして、1998年 6月の日本野外教育学会第 1回

大会、完全アウェイだと不安でいっぱいの「森林

内体験学習が体験者に及ぼす影響」の発表にあた
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たかい拍手をいただき、みなさまとのお付き合い

が始まりました。 

 私は野外教育と巡り合ったことで、森林教育と

野外教育の実践・研究を同時期に開始することが

できました。森林教育と野外教育に併行して取り

組むことができて本当によかったと改めて感じ

ています。私たちは、森林を教育に用いる教材や

環境としてとらえがちですが、森林をパートナー

としてともに歩むことが大切だと思います。どこ

かから「そんなこと最初に教えただろう」という

声が聞こえる気がします。 

 

森林から教えてもらったこと 

遠藤 知里 

常葉大学短期大学部 

私は、森林で行う野外教育の良さとは、生命に

おける時間の原理を森林や樹木の姿を通して同

時に見る機会、時を経て改めて気づく機会を得ら

れることだと思います。森林に恵まれた日本の野

外教育では、特に意味を持つものなのではないで

しょうか。 

私の人生の分岐点の話から始めます。それは大

学１年生の初夏、筑波大学・野性の森で飯田稔先

生が指導する講習会への参加でした。初めて

A.S.E.に挑戦し、森の中での一連のプログラムに

感動し、自分も野外教育を学びたいと思いました。

その流れで（他学部の学生だったにもかかわら

ず）、翌週には飯田研究室のドアを叩き、その後 10

年以上に渡り、飯田先生の花山キャンプで野外教

育を学ぶことになりました。大学院で最後の最後

までご指導いただいた学位論文も、野性の森と花

山での研究でした。 

飯田先生のキャンプ場は、少し前まで人が住み、

生活に利用していた森の中にテントサイトがあ

り、「人間は自然の恵みを使わせてもらっている」

ということを実感する機会が多くありました。中

でも、その森でのつる切りや枝打ち、間伐や除伐、

山採りしたブナを植える体験等では、樹木から伝

わる重みと労働の重みを身体で直接感じ取り、生

きている樹木に刃物を当てたり掘り上げたりす

るときの感情の動きから、人間が森に手を入れる

ことの意味を理解しました。一方で、キャンプ場

の生活を離れ栗駒山で一晩泊ってくる「登山」で

は、広大な森林と山は一体であって本当に大きな

存在であることを知り、枝を集めて火を焚き、食

事を作り、無事に戻れば山に入らせてもらったこ

とへの感謝が自然に生じ、幾度も得難い経験をさ

せていただきました。 

さて、花山キャンプには長く関わらせていただ

いたので、私は学部生の頃に移植した木々の 10年

後も見届けることができました。植えるとき「根

が大切」と教わり、根がすっぽり入るような大き

な穴を汗だくで掘り、土と水を長い棒（これも森

から頂いてきたものです）でつついて根となじま

せ、丁寧に植えたのですが、根付くものは根付い

て大きく生長し、枯れるものは枯れました。また、

人為とは関係なく、森の中には全体のバランスの

中で自然に倒れてしまう木もあり、それらは薪と

して使ったり、伐倒してキャンプ場の中の道や小

さな橋の修繕に使ったりしていました。キャンプ

に来た子どもたちは、柔らかな心を持った年齢の

うちに、こうした森のありようや、樹木を使う大

人の姿を見ています。もしかしたら、この原体験

が、その子どもたちの自然と人間の関係について

の考え方に影響を与えているかも知れません。 

その後 10 年以上が経ち、私は改めて森林や樹

木の良さを見つめ直す日々を過ごしています。私

が住む静岡県では、数年前の台風で山林の樹木が

倒れ、樹木の根がよく丸出しになっています。小
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さな子どもたちはそのような根に興味津々、蹴飛

ばしたり引っ張ったり、遊びの対象となっていま

す。また、静岡市の井川自然の家では小学生に人

気の「抜根（ばっこん）」というプログラムがあり

ます。切り株をみんなで掘り出す、というもので、

A.S.E.のような要素と直接的な自然観察の要素

を合わせ持ったユニークなプログラムです。樹木

の中で最も見えにくい「根」という部分にも子ど

もの心を動かす力があり、ここにも森林の可能性

を感じさせられます。 

 

森林環境教育プログラム「子ども樹木博士」

の実践と関連する研究から 

杉浦 克明 

日本大学生物資源科学部 

私がこれまで実践してきた森林教育プログラ

ムは、身近な樹木を使った「子ども樹木博士」と

いうものです。子ども樹木博士とは、主に小学生

を対象として、普段の生活の中で目にする樹木に

親しみながら名前を覚えてもらい、身近な樹木に

関心を持ってもらうのがねらいです。また、もう

ひとつは、将来にわたり森林・林業への理解と関

心を深めてもらうきっかけ作りにするというね

らいがあります。子ども樹木博士の特徴として、

最後にどれだけ樹種名を覚えたか、テストが行わ

れます。正解数に応じて認定証に記載される段級

の称号が変わるため、友人と競うきっかけになり、

これが児童にとって樹種名を覚える一つの動機

付けになっています。何種類か樹種名を覚えると、

普段気にならない樹木も気になりだし、あの樹は

何だろう？と興味を持ってもらえればしめたも

のです。 

私はこれまでに学生の協力のもと、依頼された

小学校などにこのプログラムを実施してきまし

た。一見すると単純なプログラムですが、意外と

事前準備や当日やることも多くあります。学生が

主体となって準備し、さらに教える側にもなりま

す。学生は人に教える・伝えることの難しさを痛

感し、自ら学ぶことの必要性を実感します。つま

り、児童への基礎教育としてだけではなく、実践

を通じた学生の教育の機会にもなっています。 

一方、研究はというと、この児童への実践から

生じた問いに関する内容を中心に行っています。

私は「子ども樹木博士」を通じて、児童が知って

いる樹種名とそれを知ったきっかけは何かと疑

問に思い、児童に知っている樹種名と知ったきっ

かけに関するアンケート調査を実施しました。結

果は、サクラやイチョウは学校にあることで知り、

ウメ、マツ、カキ、ミカン、リンゴ等の果樹は「そ

の他」という理由が多く挙げられていました。そ

こで、私は「その他」の理由は何かと疑問に思い、

小学校の教科書が影響している可能性を考え、教

科書に出てくる樹種名の分析を試みました。その

結果、国語、生活、社会、理科などに児童が回答

した樹種名が多く出現していることが明らかに

なりました。また、調査対象の小学校の校内と周

辺の公園の樹木調査も行い、身近な環境要因につ

いて調査も行っています。これらの研究から、児

童は特定の要因ではなく、様々な環境要因によっ

て無意識のうちに樹木名を認識していることが

示唆されました。このように、私の研究は、人そ

のものよりも人を取り巻く環境に着目して分析

を行ってきました。 

最後になりますが、野外教育に関わる研究者の

方々と交流を図っていくうちに、私の視点が「木

を見て森を見ず」であることに気づかされました。

野外教育的な視点を持ちあわせた「木も見て森も

児童に樹木の解説をする学生 
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見る」森林教育研究の重要性に気づかされたわけ

です。これからは、両方の側面を意識しながら、

実践や研究を行っていきたいと考えています。 

 

森林のなかにある青少年教育施設から 

高瀬 宏樹 

国立曽爾青少年自然の家 

学会のニュースレターに書くようなことでは

ありませんが、私の名前「ひろき」は森林の仕事

をしていた父親が「宏（太いという意味）」「樹（き）」

という願いを込めてつけてくれた名前です。子ど

ものころはよくわかっていませんでしたが、今の

仕事をするようになってからとてもありがたく

感じています。私の少年時代は岩手県盛岡市で過

ごしていましたが、今思えば、適切に放っておい

てもらって、とても自由に遊びまわっていたとい

う記憶があります。学校の裏山、家の前の畑（し

かもそこは冬の間だけ雪原になる）、近くの広す

ぎる公園、競馬場、毎日飽きないくらいの道草で

きる場所。それが、今の私の人間性の土台になっ

ていると思います。なんでこんなことから書き出

したかと言えば、その少年時代が大人になっても

影響を及ぼしていると思うからです。 

「人生に必要なことは幼稚園の砂場で学べる」

という本がありましたが、高瀬少年は良いことか

ら悪いこと（笑）まですべて、この自由で遊び惚

けた少年時代に学んだ気がしています。 

3 年前、奈良県曽爾村にある国立曽爾青少年自

然の家に赴任しました。最近、かっちりスケジュ

ールを固めたキャンプではなく、時間と場を提供

してあとは参加者に任せたフリープログラムを

志向するようになりました。低学年や幼児対象で、

なおかつ少人数でできた事業だからというのも

ありますが、基本的な部分だけスタッフと共通理

解を図って大枠だけ決めて行います。そうすると

予期しない子どもの発想がどんどん出てくるの

で、それを経験に突発的なことに対応できるよう

にスタッフトレーニングをします。「こうしたら、

こうする」というのではなく、「基本姿勢はこう」

という確認です。リスクマネジメントもそうです。

参加者の感性にまかせた進め方をしていくと、い

わゆるハマり方が深くなるような気がしていま

す。調査の一環で、事前と事後に参加者に絵をか

いてもらいました。そうすると、事前の森のイメ

ージが、事後には明らかに変わっています。テレ

ビで見ただけの森が自分で見た森に変わり、表現

がリアルになり、絵の中に人がたくさん現れるよ

うになります。そして絵が、引いた絵から、アッ

プになります。つまり、体験が、森のイメージを

リアルにさせ、人との関係性が絵に人間を登場さ

せるというわけです。この取り組みは、もう少し

整理して報告したいと考えています。 

小学生が多く来る青少年自然の家では、宿泊学

習としてだけでなく、授業の一環としても来てほ

しいと、地域の森林インストラクター会、森づく

りサポートセンター、農林業公社などとつながり

を作って、楽しくかつ学べる場としてプログラム

提供できるようソフト、ハードを整備しています。

施設だけが充実するのではなく、地域も、そこに

関わる方々も一緒に元気になっていく、それがこ

れからの青少年教育施設の機能なのだと思って

います。子ども達が、「よくわかりました！」と言

って帰るだけでは終わりたくありません。いま、

主催事業で子どもたちに感じてもらっている「ハ

マる」感じを、どうやったら学校団体にも感じて

もらえるのだろうと日々奮闘しています。 

 

メタルマッチにはまる少年 

30分かかって、やっと点火できた 
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演習林で野外教育と森林教育が融合する 

井倉 洋二 

鹿児島大学農学部附属高隈演習林 

 私が勤務する高隈演習林は、大隅半島北部に

3,000ha の広大な面積と 110 年の歴史を有する

「大学の森」で、農学部の森林・林業分野の教育

研究の場として使われてきました。そこでは 1999

年より子どもや大学生や大人を対象とした体験

活動が行われるようになりました。森林教育、環

境教育、野外教育、いろんな言い方ができますが、

私はそれらをまとめて「森林環境教育」と呼んで

います。ここでは、我々森林分野の人間が野外教

育と出会い、演習林でこれらが融合した活動を行

っていることを紹介します。 

 2000年頃に、学生を通じて、野外教育を専門と

する鹿児島大学の福満博隆先生と出会い、2002年

には合同の授業を立ち上げることになりました。

農学部森林科学コースの「森林環境教育実習」と、

教育学部健康教育コースの「野外教育実習」です。

どのような授業かというと、両学部の受講生（3年

生）が共にチームを組んで、小学生を対象とした

夏休みの 2泊 3日のキャンプを企画・実施すると

いうものです。学生たちは、森林教育と野外教育

の両方の特徴を生かしたプログラムを作ろうと

して、さまざまな困難にぶつかり、大変な苦労を

しながらも得難い学びを達成することになるの

ですが、私は今でも忘れられない記憶があります。

それは学生たちとの準備キャンプで福満先生が

プログラムに入れてくれた「イニシアティブゲー

ム」に初めて出会ったことです。野外活動でこん

なことができるのか！！仲間とコミュニケーシ

ョンがとれて、試行錯誤して、課題を解決するこ

とができれば、大学教育はそれで OK じゃない

か！！と大げさですがそんなふうに思って興奮

したのを覚えています。活動をふりかえり、仲間

とわかちあうこと、体験から学ぶという考え方が、

この時から私の中で一気に開花しました。私にこ

の学びを与えてくれた福満先生は、同時に自然環

境や木材利用、山の神など、野外活動に関わる

様々な知見を演習林で得て、以降の活動に大きな

影響を与えたそうです。 

 演習林で活動を始めた 1999 年から行っている

もう一つの授業があります。それは森林科学分野

の 1 年生を対象とした「森林基礎講座」という授

業で、森林を学ぶ基礎として自然を体験すること

から始めようという趣旨で、キャンプや様々な自

然体験プログラムを行いました。この授業でも、

後に福満先生の野外教育の影響を強く受け、自然

体験とコミュニケーション、ふりかえり等に重点

を置き、自然と人、人と人の豊かな関係を育む授

業へと発展していきました。その結果、「森林科学

の基礎」という位置づけには納まらないという理

由で、2008年から全学部生を対象とした共通教育

科目として再出発することになりました。演習林

の森での体験から自然と人、人と人の関係を学ぶ

授業、その新しい名称には、たまたま目に留まっ

た野外教育学会のニュースレター「自然・ひと・

体験」に閃き、「森・ひと・体験」とパクらせてい

ただきました（笑）。 

この授業「森・ひと・体験」は今年で 13回目を

迎えます。先輩学生がともに作ること、フリーキ

ャンプを取り入れたこと、対話や人間関係に特に

力を入れていることなど、これからも毎年新たな

チャレンジを取り入れ、私の教育実践の集大成と

して、森林教育や野外教育という範疇には収まら

ない、自然の中の究極の学びの場を作りたいと考

えています。 
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「人」の視点の重要性 

比屋根 哲 

岩手大学大学院連合農学研究科 

企画担当者から与えられたミッションは、「今

後の野外教育の発展につながるものは何かを探

る」ことですが、私自身は森林科学（林学）の世

界から環境教育や野外教育の世界に視野を広げ

る機会が得られて大変有意義だったと一方的に

思っていて、与えられたミッションに応える能力

は持ち合わせていません。しいていえば、私自身

が今でもそうであるように、野外教育に携わる

方々も森林教育を含めて様々な分野に視野を広

げ、刺激を求めながら今後も走り続けるという、

本企画そのものの重要性を指摘することぐらい

です。ただ、せっかく与えていただいた機会なの

で、考えていることを少し述べたさせていただき

ます。 

私が、これまで興味を持ってきた研究課題の 1

つに教育効果の測定があります。教育効果を測定

する意味は、何をもって教育効果があったと言え

るかが明確で、それを基準に教育実践を評価し、

教授法の改善に活かすことだと思いますが、森林

教育の場合、教育効果の明確化が難しい場面が

多々あります。10数年前の経験ですが、岩手県内

のある中学校で実施した間伐体験の前後に「森の

木をきることについてどう思いますか？」という

記述回答式のアンケート調査をしたことがあり

ます。間伐体験では、指導員が間伐の意義につい

て説明し、その後、中学生自らが指導員の補助を

受けて間伐作業（森の木をきる作業）を体験する

のですが、得られた記述回答を分類したところ、

事前は「反対」の意見を書いた生徒が多く、事後

は「反対」が減少したものの「賛成」もそれほど

増えず、「どちらともいえない」をピークにした正

規分布を示す結果になりました。この結果をどう

評価するか？森林教育実践者の立場からは、もっ

と「賛成」に偏った分布になるよう教育実践を改

善すべき、ということになるでしょうか？実は、

そう簡単ではありません。中学生が間伐作業の意

味を理解したとしても、間伐される木は明らかに

その命を否定されるわけで、そこに人としての葛

藤が生まれるのは当たり前のことだからです。 

教育効果の測定に絞っても以上のような難し

い課題がありますが、私が環境教育や野外教育の

世界に触れてあらためて気づかされたことは、自

然（森）と人との関わりという以前に、「人として

のあり方」をしっかり考えるべきということだっ

たかもしれません。「命を大切にしたい」という感

情は人であることの基本です。 

もう 1つ。私は野外教育の世界に触れて、自然

（森）と人だけでなく、「人と人との関わり」の視

点が重要と気づかされたことが大きかったと思

っています。「人と人との関わり」は「人としての

あり方」とも深く結びついた視点です。私が大学

教育における ESDのあり方を考える中で、最も重

要な視点が「対話」であることに行きついたのも、

また自然体験が重要といわれる中で、その体験の

多くには親や友人等の人が関わり、共感の中で自

然に対する認識を高め感性が深められるのだと、

多くの調査の中で強く感じるようになったのも、

野外教育や環境教育の世界に触れてきたことが

大きいと感じています。 

今後、私たちはポストコロナ時代を生き抜くこ

とになりますが、3 密回避の新たな生活様式の中

でも、いかに「人と人との関わり」を新たな形で

実現していくかが、森林教育、野外教育ともに求

められているような気がします。野外教育の「人」

の視点を持つすぐれた特性と研究の成果を活か

した発展を期待したいと思います。 
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若手の海外渡航記 

 

近年、若い学生の海外留学が増えてきています。その貴重な体験を共有したく、学生会員の前川真生

子さん、吉沢直さんに原稿の執筆を依頼しました。若い 2人のユニークな視点は、さまざまな気づきを

与えてくれます。 

 

広げよう！野外教育的なチカラ！ 

 

前川 真生子（筑波大学大学院 人間総合科学研究科） 

2019年 6月から 2020年 4月までカナダの Brock大学に留学 

 

2019年 10月発行の第 83号ニュースレター「平

成生まれの学会員大集合」に『カナダで感じる野

外教育的なチカラ』というタイトルで、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

存在しているということを書かせていただきま

した。「野外教育的なチカラ」には、これまでの筑

波大学野外運動研究室（以後、野外研）での体験

から「多様性の共存」という意味を込めています。

私は留学中の約 10 ヶ月間、カナダの Brock 大学

の Youth University（以後、YU）という団体に所

属し、夏休み中は 2ヶ月間のキャンプ、学期中は

放課後プログラムで多様な人々と出会いました。

今回は前回の続きとして、YUがどのように「野外

教育的なチカラ」を実現させていたのか、私が出

会った言葉を紹介しながら、見てきたもの、感じ

たことを書いていこうと思います。 

 私は、大学 3年生で野外研に入るまでは、私と

同じ意見や考えを持っていて、私と同じ立場にい

る「普通の人」と気持ちよく楽に過ごしてきまし

た。しかし、野外研に入ると「こいつ何言ってん

だ？」「ちょっと意味わかんないんだけど・・・」

が増えていき、野外研での学び・実践が楽しいと

思う一方で、楽じゃないこと、気持ちよくないこ

とがたくさんありました。そんな私も野外研での

活動を通して、多様性の幅を少しだけ広げること

ができましたが、カナダには出会ったことのない

多様性が溢れていました。 

 カナダに着いて 3 日後、1 週間後から始まる 2

ヶ月間の YU キャンプのスタッフ研修に参加しま

した。スタッフは全員 Brock大学の学生で、集合

場所には、男性、女性、LGBTQ の人、肌の色が異

なる人たち、真夏でも長袖長ズボンと頭にスカー

フを巻いていて目しか見えない人、これでもか

っ！というくらい big な人、目の色が緑色の人、

補聴器をつけている人、そして私、英語が流暢に

話せない人がいました。研修中、"not the melting 

pot, but the mosaic"という言葉が繰り返されま

した。様々な民族の文化が互いに溶け合って、ひ

とつの新しい文化を形成している状態が melting 

pot、それぞれの文化が溶け合うのではなく寄せ

集まって共存している状態が mosaic（Salad Bowl

ともいう）というらしく、よくアメリカやヨーロ

ッパは melting pot、カナダは culture mosaic と

言われるようです。つまり、カナダではあらゆる

多様性がそのままの姿で生きています。例えば、

カナダでは、街でも大学でも、歩いていると英語

以外の言語が聞こえてきます。ケベック州ではフ

ランス語が公用語として使われ、バンクーバーや

トロントでは約 1 割の人が中国語を話し、Brock

大学の図書館やカフェでは、英語と同じくらい中

国語、韓国語、ヒンドゥー語を耳にしました。さ

まざまな言葉によるコミュニケーションが当た

り前のカナダでは、他国の留学生が経験するよう

な「あなたの英語変！」「もっと英語練習しな！」

と言われ、自信をなくしたり浮いてしまうことは
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ありませんでした。 

 多様なのはスタッフだけでなく、YUキャンプに

参加している 1,000人を超える子どもたちやその

家族たちもそうでした。例えば、見た目は男の子

だけど化粧やマニキュアを塗っている子、全身に

スカーフを巻いていてプールや沢遊びができな

い子、ベジタリアンやヴィーガン、英語を話さな

い子、ダウン症や発達障害の子、聴覚障害や車椅

子の子、顔面神経麻痺の子がいました。また、い

ろんな家族の形にも出会いました。きょうだいの

肌の色が全員異なる家族、パパ 2人、ママ 2人家

族など、とにかくカナダに着いて１ヶ月経たない

うちに出会った多様性には、ただただ驚きました。

私と同じ「普通の人」は一人もいませんでした。 

 これだけの多様なスタッフ、子どもがいるのに、

みんなが同じ場所に衝突することなく共存がで

きていたのは、多様性を溶かす（melt）のではな

く、それぞれがありのままの姿で寄せ集まった

（mosaic）だけの環境があったからだと感じます。

また、スタッフ研修でも、“There is no one with 

disabilities. The environment has 

disabilities.（障害は人ではなく環境にある）”

という意識を持つこと、“ respect someone 

different from you（自分とは違う誰かをリスペ

クトすること）”と子どもたちに伝えることを教

えられます。こうした環境づくりや意識をもつこ

とが、YUのようにあらゆる多様性がいても障害が

表に出にくい環境を作り、共存を可能にさせる環

境を作ることにつながるのだと感じました。また、

カナダでは、社会や学校でもそうした意識がある

ため、保護者たちも「私の子どもは・・・無理か

な」と臆することなく安心して子どもを送り出せ

るのだと思います。日本で野外教育をやっている

私たちも、「モザイク」、「障害は人ではなく環境に

ある」、「自分とは違う誰かをリスペクトする」と

いう意識をもつことで、参加者の枠を広げること

ができるのではないでしょうか。 

 帰国後、私は両親のいる実家がある東京で生活

をしています。コロナ自粛中、それまであまり人

がいなくて寂しかった家の前の川辺や公園、ご近

所にはたくさんの子どもたちが集まっています。

家の中では、自分と似たもの同士との出会いしか

ないように感じますが、野外は、自分とは違うも

の、多様性に出会える場所です。学校が始まって

も、このまま公園やご近所が子どもたちの居場所

となり、多様性に出会う機会が増えればいいなと

思っています。科学技術や AI の発展に伴い、日

常的な単純な行動は私たちの意思に関係なく「普

通」の型にはめられていくように感じます。だか

らこそ、これからはより一層他者との違いが新し

いことを生み出し、価値を生み出すと思います。

野外教育に出会ってしまった私たちには、そのチ

カラ、つまり多様性を認め共存することを、野外

の場面だけにとどまらず、社会、学校に広めてい

YU summer camp 2019のスタッフたち 

Adventure Campのキャンパーたち                                            

（他に、Art, Technology, Science,                                   

Robotics, Sports Campがあります） 
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くことができると思います。今回紹介したカナダ

での私の体験、出会った言葉や意識が、野外教育

的なチカラを日本中に広めるためのヒントにな

れば嬉しいです。 

 今回、ニュースレターへの投稿のお話をいただ

き、帰国後ゆっくりとカナダでの体験をふりかえ

ることができました。貴重な機会をいただき、あ

りがとうございました。 

 

 

フランスのアウトドアカルチャー 

 

 吉沢 直（筑波大学大学院 生命環境科学研究科） 

2019年 9月からフランスのグルノーブル・アルプ大学へ留学 

 

 今晩の天気予報は雪、グルノーブルのスキーヤ

ーはソワソワしだす。なぜなら、彼らはその日の

うちに翌日の午前休をとる必要があるからだ。夜

には Facebook グループでどの山にいい雪が降っ

てるか、ローカルからの情報が飛び交う。翌朝、

仲のいい友達に車で拾ってもらいスキー場に到

着し、オープン前のリフトに並ぶ。そこでいつも

スキー仲間を 5～6人紹介される。「ティボ、オン

トワン、フランソワ…。」いつも全員は覚えられな

い。しかし、誰が誰の友達とか、私が片言フラン

ス語だとかは問題ではなく、一緒にスキーを楽し

もうっていうのが彼らのスタイルである（ただし

スキーが上手くないと絶対に誘われないらしい

…）。新型 6 人乗りのリフトの上では、私を超え

て高速なフランス語が飛び交う。彼らの話はいつ

も「雪の状態、雪崩リスク、ジャンプを決めるた

めのクリフの位置、上部コースはいつオープンす

るか？」であり、フリーライディングを楽しむス

キーヤーの会話は日本もフランスも変わらない

ことに安心する。いよいよゲレンデトップに到着、

焦る気持ちを抑えビーコンとアバランチバック

を確認する。森林限界と雲海を超えたアルプスの

岩肌の中での極上の時間がはじまる。 

 

 私は北アルプスの麓の長野県白馬村で育ち、筑

波大学の学部および修士課程にて野外運動を専

攻した。自分のルーツの影響もあり、特にツーリ

ズム分野に興味を持ったことから後期博士課程

では同大学の観光地理学分野に専攻を変更し、ス

キーリゾートやアウトドアツーリズムの研究を

している。その中でトビタテ！留学 JAPAN奨学金

の支援を頂き、2 年間フランスのアルプ地域の山

岳都市グルノーブルに留学する機会を得た。 

日本におけるアウドドアや野外教育の海外情

報は、いうまでもなく北米からの情報が多い。広

大な Wilderness 環境での冒険教育、なんだかカ

ッコいい指導理論。私自身も学部時代にアメリカ

留学を熱望したこともあり、その憧れは今も消え
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ない。しかし現在、私がフランスで経験している

アウトドア文化はやはり日本とも北米とも異な

るものだと感じる。欧州アルプスでは、レジャー

目的以前に森林限界以上でも放牧による土地利

用が進んだ。特にフランスでは、代表的な山岳リ

ゾートが 1960 年頃から国家政策により標高

2,000m以上に計画的に設置された背景がある。ハ

イキングでは、森林限界以上の登山道以外の領域

を歩いても咎められることはない。岩壁にはヴィ

ア・フェラータ（鉄の道）が取り付けられ、ハー

ネス等の専門器具があれば自由に利用できる。ス

キー場では、スキーコース設置のための造成工事

や、雪崩対策の爆発物利用が盛んに行われる。「自

然環境を人間が楽しむにあたり、どこまで手を加

えるか？」という感覚が根本的に異なる印象を受

ける。 

 野外教育も教育的実践というよりも、労働者の

子供達をどう扱うかという社会福祉としての側

面が強い。フランスは大規模デモが象徴するよう

に労働者の社会環境を非常に重要視する国であ

る。フランスには「コロニードゥヴァカンス」と

いう自然体験活動を子供に提供する制度があり、

行政と民間のパートナーシップによって運営さ

れる。子ども達は長期休暇中にその活動に 1～2週

間送り込まれ、親はその間にリゾートにヴァカン

スに行っていたなんてこともよくある話だとい

う。コロニードゥヴァカンスへの参加費用は、世

帯収入により参加費が 10段階にも分かれており、

経済状況に関わらず誰もが参加しやすい工夫が

なされる。 

スキーリゾートでも親が楽しむために、日中に

子供をスキースクールに預けるのは一般的だ。そ

のための指導員制度は国家資格化されており、赤

いウェアを着たスキー教師はゲレンデ風景の一

部である。フランスに来てからスキーリゾート出

身の友人達ができた。彼らに共通するのは幼少期

よりウィンタースポーツに取り組み、一般に 3年

間の高校（lycée）を 4 年かけて卒業したことで

ある。山岳地域の一部高校では、ウィンタースポ

ーツに取り組む生徒を集めた特別クラスが設置

され、そこに周辺のスキーに取り組む生徒達が集

まる。彼らは冬季の授業はほぼなく、毎日ウィン

タースポーツに打ち込むことができる。くわえて、

その課程の中で選択授業としてスキー教師や山

岳ガイドに関する専門教育を受けることもでき

る。その結果、私の友人は高校卒業後すぐにスキ

ー教師資格を取得し、大学に通いながら休暇の度

に帰省し、スキー教師として都市部でのアルバイ

トの約 2～3 倍の収入を得ていた。また現在、彼

は動画制作を専門に学び、地元スキークラブなど

の広報動画の作成も担当しており、将来は地元観

光局のプロモーションに携わりたいと話してく

れた。 

山岳リゾートの長期的な発展のためには、地元

の子供達への専門教育をどう実施するかは非常

に重要であるが、なかなか日本では実践や検討が

行われていないと感じる。私の故郷の白馬村では

幼少期より多くの子供がスキーに打ち込んでお

り、スキー部は憧れの存在であった。しかし、膨

大な競技経費、合宿・大会による授業欠席を要因

とした学業の遅れ、将来の経済面での不安などか

ら、年齢が上がるとともにスキーと関わることを

やめていく。私の頃の白馬村の同級生はちょうど

100 人程度であり、小学生の時はそのうち 30～40

人程度がスキー競技に打ち込んでいた。しかし、

それが中学生になると 20人、高校生で 10人、大

学生になると 5人といったように減っていく。そ

して 27 歳になる現在、スキーに関わる僕の同級
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生は 1人しかいない。彼はインカレのチャンピオ

ンになるなど競技実績もあり、地元スキーショッ

プの子供であった。現在は、白馬村役場のスポー

ツ課職員として働きながら、勤務後や土日にほぼ

ボランティアで子供達のスキー指導に携わって

いる。そんな彼とは帰省すれば飲みに行く仲なの

だが、時折、酒が進むと少し自虐的に「俺の環境

ではスキーしかなかった、もし違うスポーツをし

てたらもっと稼げたかなー…」と語ってくれる。

同村出身の渡部暁斗や上村愛子などオリンピッ

クや W杯で活躍した一流アスリートと、そこには

届かなかった名スキーヤー達を取り巻く環境の

差は非常に大きいのである。 

私が子供の時にこんな言葉を耳にしたのを思

い出す。「スキーを頑張ると勉強しなくてもいい

大学に行けるぞ。インターハイに優勝すればワセ

ダにだって入れるんだ。そうすれば東京のいい会

社にも就職できるぞ。」当時、ただ私は「スキーっ

てすごいんだなぁ」なんてぼんやり思っていたが、

今になりこれらの言葉から読み取れる地元のス

キー教育の構造的な“マズさ”に気づかされる。

幼少期からスキーを頑張った子供の目標が、都市

部への大学進学や大企業就職になってしまい、将

来、地元の地域産業の中で活躍するビジョンを持

つことができないのである。 

「日本のアウトドアや野外教育業界において、

どうプロフェッショナルを育てていくのか？」は

大きな課題として挙げられる。そのため日本では

多くの団体で、教育システムの構築や専門資格制

度の確立が盛んに取り組まれる。しかしながら

「結局、プロフェッショナルが育つかどうかは、

その技術力や専門性よりもその経済性や社会的

立場に起因するのではないか？」と私は思う。こ

れまで日本の野外教育に関する研究は、その実践

者としての姿を合わせ持つ研究者の関心を背景

に、教育効果や教育構造、つまり「野外教育の中

身」にフォーカスした研究成果が卓越してきた。

しかし今後、野外教育をより発展させるのであれ

ば、それを取り巻く経済性や社会環境など「野外

教育の外側」の議論を深めていく必要があるので

はないだろうか。現在、私自身は地理学の立場か

ら特に「山岳ツーリズムの場所や社会構造」につ

いての専門性を高めているが、将来どこかで自分

のやっていることが野外教育と繋がってくる気

がしている。そんな日が来ることを楽しみに、今

は着実にフランスで力をつけていきたい。

 

 

2019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 2019年度執筆した野外教育に関する学位論文（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。2020年 7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。 
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修士論文（大学院修士課程）

大学名 学生氏名 論文題目 学部名 学科・専攻名 指導教員名

筑波大学大学院 須々木　俊介 キャンプ体験が大学生のストレス耐性に及ぼす影響
人間総合科学

研究科
体育学専攻 坂本　昭裕

伊藤　相
Arne NæssのSelf-realizationにおける野外活動の意義
—  一体化・同一視の概念に着目して —

本間　寛明
野外活動について小学校教員が考える教育効果及び指導意識に関する質的研究
―「生きる力」の視点を交えて―

信州大学大学院 氷室　南斗 テレマークスキーのターン発生に関する運動学的研究 教育学研究科
教科教育専攻
保健体育専修

平野　吉直

学士論文（学部）

大学名 学生氏名 論文題目 学部名 学科・専攻名 指導教員名

鈴木　日奈子 過去の野外活動経験が野外教育に対する意識に与える影響

北平　奈々子 電子メディア接触が自然への態度に及ぼす影響

横山　彩夏 野生猛禽類に対する保全意識を高めるための環境教育

稲垣　森央 野外における徒手搬送法についての研究

菊池　健太 十勝岳連邦登山者の安全意識と行動の関連性

高本　彩華 岡山県で行われている学校登山に関する研究

八幡　直輝 運動量の多い野外活動における自然体験の特徴と「生きる力」との関係

二子石　大智 野外教育プログラムにおける「授業講話」の有効性

遠藤　佳織 日帰り登山者における服装の選択基準について

小山　寛人 大学キャンプ実習における随伴経験が参加者の自尊感情に及ぼす影響

藤本　澪 組織キャンプが参加者の感性に及ぼす影響〜触感覚オノマトペを用いた検討〜

桑原　空
国立青少年教育施設の法人ボランティアが活動に継続して参加する理由
 〜東北・北海道6施設を事例として〜

瀬ケ沼　永介 登山における動物性たんぱく質食品摂取が疲労軽減に及ぼす効果

中野　大輝 保護者の視点から見た子供を組織キャンプに参加させる要因

小松田　知輝
キャンプにおける体験の意味の検討
-キャンプ中の体験と日常の情報との統合に着目して-

薛　玄太郎 山岳登山における事前準備とヒヤリハット体験の関係 坂本　昭裕

東田　浩平 キャンプカウンセラーのソフトスキル向上に影響を及ぼす要因  井村　仁

福島　暉人 外国人混合グループによるA.S.E.が高校生の異文化受容へ及ぼす影響

小澤　孝亮
長期自然体験活動が小学生の学校における適応感に及ぼす影響
-S小学校セカンドスクールを事例として-

東京海洋大学 安本　源
座間味島で行われているサバニ帆漕レースに関する研究
－スポーツツーリズム・スポーツイベント研究の視点からの分析－

海洋科学部 海洋政策文化学科 千足　耕一

浅野　乃徳
セネガルで1年間の教員経験を経た教員が抱く 理想の教師像及びその生起要因について
の質的研究　―JICA海外協力隊小学校教員を対象にして―

飯田　大生
イニシアティブゲームが相手への気遣いに及ぼす変化についての研究
－小学生を対象とした身体接触の有無の観点を交えて―

小林　由季
部活動における練習前のテンションアップ体験がポジティブ感情に
及ぼす影響についての研究－女子ラクロス部を対象にして―

竹内　南那子
指導者からの言葉かけによる「やる気」への認知についての研究
―「内向的」「外交的」という選手の特性の視点から―

田中　奈緒
イニシアティブゲームが小学生にもたらす社会的スキルの変容についての研究
―男女差にも着目して―

香取　瑞生
野外活動実習の体験前後における主観的幸福感及び生きる力の変容と
両者の相関についての研究―教員養成大学の当該参加者を対象として―

田北　明日香
褒められた体験（自己評価）と自己受容の関係性についての研究
―教員養成課程の学生を対象として―

飯村　茉莉 登山者の生活習慣に関する研究

石谷　秋乃 女子体育大生のキャンプ中のストレスに関する研究

下村　萌 中学生の自然体験活動の経験と運動への関心の関係

鈴木　茜 女子体育大生におけるアウトドアブランドの購買行動と登山に対する意識について

依田　春風 関東圏におけるグランピングの実態に関する研究

山田　滉道 南アルプス登山者の事前準備に関する意識調査：装備およびトレーニング内容に着目して

天野　彰斗
塚原　康太

山梨県の公立中学校における野外活動授業の実施状況調査

岡本　駿 スポーツクライミング未経験者に対するトレーニングプログラムの実践

東海大学 尾形　佳世 サーフィン愛好者の環境意識に関する研究 体育学部 体育学科 松本　秀夫

東京学芸大学
大学院

教育学研究科
保健体育専攻
体育学コース

小森　伸一

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

能條　歩

濱谷　弘志

岩手大学 農学部 森林科学科 比屋根 哲

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

筑波大学
体育専門

学群

渡邉　仁

東京学芸大学 教育学部
初等教員養成課程

保健体育選修
小森　伸一

東京女子
体育大学

体育学部 体育学科 永井　将史

山梨学院大学
スポーツ
科学部

スポーツ科学科 東山　昌央
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大学名 学生氏名 論文題目 学部名 学科・専攻名 指導教員名

安藤　勝悟 大学生の組織キャンプがもたらす教育効果-履修者のレポートからの分析-

斉藤　大寿 大学生の組織キャンプ経験がコミュニケーション力に及ぼす影響

齋藤　佳樹 小学生の組織キャンプへの親の期待度・満足度について

坂爪　廉 野外炊事がおいしさと気分に及ぼす影響

進藤　雅也 大学生の組織キャンプにおける他者関係の変化過程

田邉　慎吾 無料キャンプ場とオートキャンプ場の利用者におけるライフスタイルの違い

湊　拓海 小学生の組織キャンプにおける性格特性の変化について

宮内　泰斗 短期キャンプにおける小学生の自己効力感の変化

淺倉　茉奈 自然体験活動が性格形成に及ぼす影響に関する一考察

木原　雛菜 森のようちえんと公立保育園の保育形態が幼児の発達に及ぼす影響

小林　鈴 学校における自然体験活動の事故事例からみる安全管理

井伊　達哉 レクリエーショナルダイビングでの日焼け止め化粧品の使用について

塩澤　陸 サーファーの技術レベルによる離岸流の認知度の相違

須賀　千織 山村留学制度と留学生たちの保護者の思い

中村　健太郎 野外活動における疲労の蓄積と睡眠状態の関係

野手　海斗 山岳事故・トラブル経験の有無による事前準備・意識の違い

深谷　汐音 災害ボランティアの活動後の自助意識の違い

三井　隆史 三重県のキャンプ場におけるインバウンドの対応

村松　祐輔 過疎地域の移住定住推進団体の活動と課題

中村　響稀 野外活動前後での中学生の危険認知の相違について

山本　秀美 ASEの活動から見るチームへの有用性－S大学女子アルティメットの新旧チーム比較ー

渡邊　大育 登山時における道迷いに関する考察

松本　帆之香
ドルフィンプログラムにおける参加者の自然に対する感情の変化
ー満足度との関係に着目してー

橋本　和俊

久瀨　加織 台湾の子どもたちの海に対する興味関心について

江藤　真理 親子キャンプに参加する保護者のリスク認知と危険回避

小林　季里 スクーバダイビング初心者の不安感と性格特性の関係性について

石原　哲人 大学生の親友への自己開示について～共有した野外活動体験に着目して～

今中　健雄
小学生を対象としたキャンプの評価方法確立への取り組み
～沖縄県で行う子どもキャンプを事例に～

角田　奈緒彦 大学生キャンプ指導者の苦戦経験とキャンプ指導力に関する研究

河野　杏
クライミングを取り入れた大学男子サッカーチーム強化への取り組み
～サッカーへの取り組み姿勢とチーム効力感に着目して～

中村　啓佑 登山中のアクシデント体験の要因とアクシデント対処効力感に関する研究

星島　南斗
フレッシュマンキャンプ参加者のコミュニケーションスキルの向上とMeans-Endアプローチを
用いた要因分析

山根　慎太朗
スキーヤー・スノーボーダーのリスクに対する認知と対処
～ゲレンデコンディションの違いに着目して～

松崎　颯馬 青少年教育団体が実施する夏季プログラムが参加児童に与える教育効果

林　日菜子 キャンプへの参加が対人不安に及ぼす影響

小副川　忠希 夏季実習における共同生活が食意識へ及ぼす影響

本田　海衣 大学キャンプ実習におけるアドベンチャーセラピー要素の検討

安福　和歩 キャンププログラムが協同作業とグループ認識に及ぼす影響

橋本　大輝 キャンププログラム内容と参加者の成長感との関連

工藤　寿弥 キャンプ指導者のリーダーシップと参加者のコミュニケーション能力との関連

髙橋　真央 国際的な野外教育プログラムが大学生のコミュニケーション能力に与える効果

錦織　壮太 短期親子キャンプが子供の自己抑制型行動特性と親の養育態度に与える効果

原田　乃護
青少年育成団体活動の活動継続年数と地域づくり意識の関係性
―地域愛着とリーダーシップ能力の観点より―

本山　紗映
外国人との野外活動実習が多様性適応力に及ぼす効果
 ―名桜大学・台湾師範大学交流プロジェクトを対象に―

健康運動科学科

築山　泰典

名桜大学 人間健康学部 スポーツ健康学科 遠矢　英憲

至学館大学 健康科学部 健康スポーツ科学科 平田　裕一

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

中野　友博

林　綾子

福岡大学
スポーツ
科学部

スポーツ科学科

新潟医療
福祉大学

健康科学部 健康スポーツ学科 吉松　梓

信州大学 教育学部 野外教育コース 瀧　直也
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