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巻頭言「新型コロナウイルス感染拡大下における自然学校の現状」
佐藤 初雄（国際自然大学校 理事長）
思い起こせば、既に 1 年以上経過した訳ですが、一体

一方で、一番肝心な事業ついては、3 密が感染拡大の

このような厳しい状況になると誰が予想できたのでし

ポイントになることが確認されるようになり、多くの

ょう。そして、今もなお、この状況が継続しています。

事業は中止せざるを得ない状況になりました。特に、宿

日本が否、世界中が新型コロナウイルスに振り回され

泊を伴う事業の開催についてはどの自然学校も実施す

ています。私たちの事業もことごとく影響を受けてい

ることを諦めざるを得ませんでした。しかし、その中で

ます。

も前述した団体で、安心安全な事業を実施するための

昨年、日本環境教育フォーラム、自然体験活動推進協

ガイドラインを作成することで、何とか動き出しまし

議会、日本アウトドアネットワークの 3 団体が中心と

た。2 週間前からの健康管理、当日の健康状況、さらに

なり、その他いくつかのネットワーク団体の協力も得

は、現場での 3 密回避のための行動を徹底することで

て、広く自然学校などの団体に調査を行いました。約 18

事業開催に漕ぎつけることができました。その間にも、

億円にも及ぶ被害、そして経営的に大きな影響を及ぼ

インターネットを活用した会議などを何度も開催し情

すと答えた団体が、236 団体の内の約 6 割との結果が得

報交換を重ね、より安心安全な事業実施できるようノ

られました。そこで、その後直ちに、国会議員や自治体

ウハウを作り上げました。

に対して私たちの要望を伝えるために行動を起こしま

今では、多くの自然学校が事業を実施し、2021 年度

した。要望書には、自然学校や団体に対しての経済的支

からは、より例年に近い事業を行うるよう準備が始ま

援、業界で作成したガイドラインの普及の支援、子供た

っています。特に、私たちが対象としている子供は、こ

ちが自然体験できる機会を作る為の助成事業を次年度

れまでに死亡や重症化の事例がなく、感染対策をしっ

も予算化してほしい 3 点を伝えました。

かりと行うことで安心安全な事業の実施ができるよう

さらに、昨年の秋にクラウドファンディングで、約

になりました。この点については、メディアでもよく取

1,000 万円の寄付を集め、全国 72 の自然学校、団体に

り上げられている沖縄県立中部病院感染症内科の高山

も振り分けることができました。このようにネットワ

義浩氏は、同様の点を挙げているほか、各地域の感染状

ーク団体が中心となり、やれることはすべて最善を尽

況を確認しながら、対応していくことを挙げています。

くし行いましたが、これには限界がありました。

つまり、この状況下に全国一律の正解はないと指摘し

その後、各自然学校や団体に聞き取りをし、多くの自

ています。また、子供に対しては、より多くの行動を求

然学校、団体が、国による持続化給付金、雇用調整助成

めても出来ないので、子供の目線で見た対応策を実行

金、家賃補助支援金などで何とか窮状を凌いでいると

していくことが重要であると指摘しています。

の報告がありました。

これからの私たちに課せられたことは、如何にその
環境を作り、安心安全な事業行っていくかがポイント
だと思います。まだまだ、先が見通せない状況下ではあ
りますが、少しずつ事業実施の成功例を積み重ねて皆
さんと共に情報を共有しながら、前に進んでいきたい
と思います。自然体験活動でしかできない教育を提供
していきましょう。
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第 24 回大会の延期と事前案内
第 24 回大会実行委員長 多田 聡（明治大学）

2021 年 6 月 26、27 日に開催を予定していました第 24 回大会は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して延期
することが、理事会（2021 年 1 月 24 日）で決定しました。この決定を受け実行委員会で再検討し、以下のような要領
での開催を計画しています。
現地で開催できることを願っておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況や東京都、明治大学の活動制限状況に
よってはオンラインでの開催も平行して検討していきます。
今回は経過報告として、各種申込み日程などをご連絡いたします。例年と異なりますのでご確認ください。学会大会
の詳細については、Web サイトにて報告するとともに、7 月のニュースレターで確定した実施要領をお伝えする予定で
す。

1. 期日

5．第 24 回大会 Web サイト

2021 年 11 月 6 日（土）～7 日（日）

http://24th-meiji.joes.gr.jp

2. 会場

6．実行委員

明治大学 駿河台キャンパス

実行委員長

現在、会場を予約できない状況（3 月 25 日現在）で

副実行委員長 永吉 英記（国士舘大学）

す。7 月末までに現地開催の可否を判断します。その後

事務局長

多田 聡（明治大学）
土方 圭（明治大学）

も社会状況によってオンライン開催に移行する可能性

星野 敏男（明治大学）

があります。

浅倉 大地（国士舘大学）
山崎 源太（国士舘大学）

3．大会テーマ

中丸 信吾(日本女子体育大学)

「今こそ体験を問う（仮）」

渡邉 仁（筑波大学）
大友 あかね（筑波大学）

4．各種申込み・提出日程

佐藤 冬果（筑波大学大学院）

・申込み開始日
8 月 14 日(土)から

7．大会事務局・問い合わせ先

・研究発表・実践報告・自主企画シンポジウムの申込期限

〒168-8555 東京都杉並区永福 1-9-1

9 月 4 日（土）

明治大学和泉キャンパス研究棟 113 土方研究室

・抄録原稿提出期限

日本野外教育学会第 24 回大会事務局（土方圭）

9 月 18 日（土）

E-mail：24th-meiji@joes.gr.jp

・大会参加申込み期限・参加費の納入期限

※お問い合わせは、E-mail でお願いいたします。

9 月 18 日（土）
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第 6 回学会賞の紹介と受賞者の声
表彰委員長

蓬田

高正（天理大学）

令和 2 年度、第 6 回学会賞が発表されました。通常であれば、総会にて表彰を行っておりましたが、今年度
は新型コロナウイルス感染症の影響から、総会は Web サイトを用いた書面開催となり、表彰を行うことができ
ませんでした。本紙面にて、改めて表彰者をご紹介するとともに、受賞者のコメントをお伝えさせていただき
ます。
優秀論文賞は林綾子さん（びわこ成蹊スポーツ大学）、宮本友弘さん（東北大学）、水津真委（びわこ成蹊
スポーツ大学（当時））、奨励賞（35 歳以下が受賞対象）は向後佑香さん（筑波技術大学）と、佐藤冬果さん
（筑波大学大学院）に授与されました。

【受賞者の声】

＜優秀論文賞＞
林

綾子

宮本 友弘

水津 真委

「初年次教育としてのキャンプ体験が大学適応感
に及ぼす影響についての探索的研究：Social
Provision に着目して」
（野外教育研究第 21 巻第 2 号 2018 年）

【選考理由】
大学における初年次教育への関心の高まりを受け
て、野外教育の手法を用いた実践にも注目が集まる
中、初年次教育におけるキャンプ体験の効果を 2 年
間にわたる縦断研究により検討し、大学教育におけ
る意義を実証したという時宜にかなった研究であっ
た。
また野外教育研究において pre-post デザインの分
析を行うという凡庸になりがちな中で、様々な工夫
を組み合わせて、より精緻な研究を実現しようとし
ている点が評価された。
さらにキャンプ体験が初年次教育として特に対人
関係構築に大きく貢献することを明らかにし、さら
にそれらが継続することを実証した点に特に新規性
が認めら、研究テーマに関する多くの知見と示唆が
示されたという点も評価された。

林 綾子さん
（びわこ成蹊スポーツ大学）
この度はこのような名誉ある賞をいただきまして、
ありがとうございます。
受賞いたしました論文は、大学教員になった年か
ら継続してきたプロジェクトであり、大学教育カリ
キュラムとしての実践の可能性の追求と、学術的な
知見の構築の両面から取り組んできたものです。実
践やカリキュラムは変化し続けますが、学術的な成
果は蓄積され、実践・研究両面から専門性の発展に寄
与できるものとして価値のあるものだと思いますし、
それが本学会から評価されたことは、今後の励みに
なります。
開学からプログラムやカリキュラムを立ち上げら
れた方々、長年の共同研究者、プログラムに支援・協
力くださった学内教職員の方々、何度も調査に協力
してくださった学生のみなさんに感謝申し上げます。
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＜奨励賞＞

＜奨励賞＞

向後 佑香
坂本 昭裕
「わが国のキャンプにおける自己成長性の変容
―メタ分析を用いた統合的評価―」
（野外教育研究第 21 巻第 1 号 2017 年）

佐藤 冬果
井村 仁
「子ども時代の組織キャンプ経験に関する自伝的
記憶：記憶特性質問紙を用いた検討」
（野外教育研究第 21 巻第 2 号 2018 年）

【選考理由】
これまでのキャンプ体験が参加者の自己成長性に
与える影響について扱った国内の研究を統合し、メ
タ分析によって定量化した信頼性の高い研究であり、
客観的なキャンプの教育効果を明らかにすることに
一定程度成功しており、これまで蓄積された野外教
育研究の成果に新たな価値を付与しているという点
で、有意義な研究であった。
方法論や考察に稚拙さがあることも否めないが、
今後、野外教育研究の領域において継続的に取り組
まれるべき研究の 1 つのあり方を示したという点が
評価された。

【選考理由】
これまで 2 ヶ月程度までの効果検証が大部分を占
める野外教育研究において、子ども時代におけるキ
ャンプの長期的な影響に視点を向け、質的データと
量的データを用いた混合研究により、キャンプ体験
の長期的な影響を自伝的記憶という概念を用いて明
らかにしようとした、オリジナリティの高い研究で
あった。
対象者への長期的な影響には、キャンプ経験の多
寡やキャンプへの否定的な記憶も関連すると思われ、
今後はこうした観点からの分析を継続的に行ってい
くことが期待される。

【受賞者の声】

【受賞者の声】

向後 佑香さん
（筑波技術大学障害者高等
教育研究支援センター）

佐藤 冬果さん
（筑波大学大学院）

この度は奨励賞を頂き、驚きつつも大変光栄に感
じております。拙い論文ですが、先生方に時間をかけ
て目を通して頂けたことが嬉しく、心より感謝申し
上げます。
この論文は、私の修士論文の前半部分になります。
私自身が子どもの頃から組織キャンプに参加して育
ったこと、その「記憶」が人生の様々な節目で想起さ
れ、子どもの頃には分からなかった自身への影響に
ついて徐々に理解するようになったことから着想を
得た研究です。指導教員である筑波大学（当時）の井
村仁先生には、じっくり時間をかけてご指導頂きま
した。また調査にあたっては多くの先生方、キャンパ
ーの皆様からのお力添えを頂き、各々の心に残るキ
ャンプの記憶を拾い集めることができました。この
場を借りて御礼申し上げます。
私事ではございますが、今春に博士課程を修了致
しました。賞を頂いたことで、野外教育の研究を頑張
っていこうと決意を新たにしております。今後とも
ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い致します。

この度は、日本野外教育学会論文奨励賞を授与し
ていただき誠にありがとうございます。
今回の論文では、システマティックレビューとし
てメタ分析を用いましたが、分析方法を理解するた
めに、かなり長い年月をかけ、色々と試行錯誤し、よ
うやく世に出せた、という経緯がありました。そのた
め、今回の受賞をとても嬉しく思っています。ご指導
いただいた筑波大学の坂本昭裕先生、貴重な示唆を
いただいた多くの方々に心より感謝申し上げます。
この論文を作成するにあたり、慣れない数式と格
闘をしたり、情報を得るために海外の学会に参加し
たりなど、学びたいこと・知りたいことを得るために
動いた時間はとても楽しいものでした。そこで初め
て、研究の楽しさを実感したように思います。
研究内容については、まだまだ方法論の理解が足
りない部分、考察が甘い部分もありましたが、メタ分
析を用いたことで、ある程度定量的にキャンプの先
行研究を整理することができました。本研究が今後
の野外教育研究の発展に寄与することを期待すると
ともに、今後も良い研究ができるよう一層精進して
いきたいと思います。
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第 3 回研究集会報告

張本 文昭（実行委員長：沖縄県立芸術大学）
伊原 久美子（大阪体育大学） 居崎 時江（埼玉県立大学）
岡田 成弘（東海大学） 向後 佑香（筑波技術大学）
土方 圭（明治大学） 山田 亮（北海道教育大学） 渡邉 仁（筑波大学）

2021 年 1 月 24 日（日）に第 3 回研究集会がオンラ
イン形式で開催されました。当初は対面での講演・討
議を予定していましたが、新型コロナウイルスの影
響により Zoom での実施となりました。
本ミーティングは学会におけるより高度な研究推
進を開催趣旨としており、3 回目の今回は実行委員で
吟味の上「哲学的研究」と「論文査読・投稿」がテー
マとなりました。

トで寄せられ、また、フロアからのオンタイムの発言
にも丁寧にお答えいただきました。全体として、自明
と思い込んでいる学問分野の前提・枠組みを省察し
ていく重要性を感じていただけたのではないかと思
われます。
午後の部：「査読･投稿を考える」では、まず、本
学会編集委員長の千足耕一先生（東京海洋大学）から
投稿と査読に関する規定および近年の本学会誌への
投稿状況等について確認ならびに報告が行われまし
た。続いて、査読経験者として松本秀夫先生（東海大
学）、吉松梓先生（新潟医療福祉大学）に各人の査読
経験から「評価の観点」等についてお話をいただきま
した。議論の端緒となった質問は「原著になる論文と
ならない論文の基準は何か」「審査結果（A・B⁺・B⁻・
C・D）の観点とは」
「評価の判断が難しいケースとは」
「投稿区分の変更を促す場合はどのような状況か」
といったものでした。また、評価のみならず査読過程
における疑問点として「投稿者へのコメントで気を
付けていること」
「引用文献は全てチェックしている
か」「他の査読者と相違があった場合には」「修正を
求めても修正されない場合は」といった点について
もお答えをいただきました。
本企画は学会の根幹といえる研究の質を担保する
査読について、暗黙の了解になりがちな内容を議論
の俎上にのせる試みでした。日頃、相談しにくいとも
思われる話題でもあり、非常に有意義な機会になっ
たと思われます。ご登壇いただいた先生方には示唆
に富むご意見を共有していただきました。学会員に
とって、論文の査読・投稿について再考する貴重な機
会になったと思われます。

午前の部：「野外教育研究への示唆：スポーツ哲学
の観点から」では、講師に髙橋徹先生（岡山大学大学
院教育学研究科）、坂本拓弥先生（筑波大学体育系）
をお招きし、至近の研究テーマや哲学研究分野のト
レンド紹介、そして Zoom 機能を活用した質疑応答等
が行われました。
髙橋先生からは体育・スポーツ哲学分野の概説に
続き、野外教育に関連したご自身の問題意識につい
てお話いただきました。デューイの「経験」を鍵概念
として野外教育を読み解く試みをされており、参加
者からは「体験」と「経験」概念の差異等について質
問が寄せられました。また、学会員への問いかけでは
「野外教育の学びで普遍的なものは何か」
「教育内容
のプログラム化をどう捉えるか」
「淀みない運営＝教
育の成功なのか」等の質問をいただきました。また、
坂本先生からは「参加者を統制したい指導者の欲望
をどのように捉えるか」
「偶然性や偶発事をどのよう
に捉え、また、それを教育的機会として扱うことは可
能か」
「最新のテクノロジーを『活用』しての共存か、
闘いか、または止揚の道があるのか」等の投げかけを
いただきました。
投げかけへの意見については各参加者からチャッ

6

日本野外教育学会ニュースレター No.88 (Vol.24，No.3) MAR.31.2021

2021 年 3 月 31 日発行

2020 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。2021 年 3 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（大学院博士後期課程）
大学名

学生氏名

論文題目

研究科

専攻・専修名

指導教員名

大学体育スポーツ高度化
共同専攻

坂本 昭裕

筑波大学大学院

佐藤 冬果

Self-authorship の育成に向けた野外運動を教材とした⼤学体育に関する研究

人間総合科学
研究科

東京海洋大学
大学院

小泉 和史

スノーケリングにおけるフィンの硬度とフィン泳速度の関係

海洋科学技術
研究科

応用環境システム学専攻

千足 耕一

研究科

専攻・専修名

指導教員名

人間総合科学
研究科

体育学専攻

坂本 昭裕

海洋科学技術
研究科

海洋管理政策学専攻

千足 耕一

修士論文（大学院博士前期課程・修士課程）
大学名

学生氏名

論文題目

前川 真生子 子どもの長期キャンプ参加が母親の本来感に与える影響
筑波大学大学院
小宮山 咲希 青少年教育施設における自然体験活動の指導経験が教員の指導観に及ぼす影響
東京海洋大学
大学院
東京学芸大学
大学院

木藤 拓也

日常的に自覚される自律神経系の不調は動揺病発症の危険因子となりうるか

津山 ゆり

高校生女子を対象とした学校集団登山に関するケーススタディ
―登山に対するポジティブな感情をもたらす実践の要素とは―

大澤 康太郎
福畑 皓生

市民科学はどのように行われているのか
―八丈島における教員の研究活動に着目した質的分析―
野外教育における「自然」の解釈

信州大学大学院
服部 真帆

保健体育専攻
教育学研究科
次世代日本型教育
システム研究開発専攻

小森 伸一

教育学研究科

学校教育専攻
教科教育専修
保健体育分野

平野 吉直

学部名

学科・専攻名

指導教員名

トレイルランニングの課題と持続可能性

学士論文（学部）
大学名

学生氏名

論文題目

阿部 莉莎子 登山が高齢者の生きがいに及ぼす影響

北海道教育大学
岩見沢校

仙台大学

井谷 仁美

自然体験活動が環境配慮行動に与える影響
-中学生と大学生を比較して-

浅木 亮磨

インバウンド登山者の日本の山に対するリスク認識について

岩野 花菜

登山者のヒグマに対する意識の研究

中島 美来

トレイルランニングにおける心理状態
-ロードランナーとトレイルランナーを比較して-

野村 智貴

大学生における過去の登山経験がレジリエンス獲得に及ぼす影響

西川 美空

兵庫県自然学校からみる長期宿泊体験・自然体験活動の成功の要因と課題の検証
について

白石 翔熙

アウトドア活動におけるファーストエイド対策の実態について

坂口 昌也

自然体験活動が防災意識や畏敬の念の獲得に与える影響

笠原 良斗

野外活動における参加動機の検討〜新型コロナウィルスによる影響に着目して〜

教育学部

金 宏暁

大学キャンプ実習における適切な睡眠時間の一考察〜キャンプ経験の有無を焦点と
して〜

大向 到

登山中の疲労に対するストレッチの有用性〜下り時の疲労回復に着目して〜

種部 廉

野外教育・活動現場における指導者の「伝わらない」という事実・経験について

千葉 隆人

濱谷 弘志

フリースタイルスキーのエアにおける不安
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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

体育学科
マネジメントコース

体育学部

体育学科
コーチングコース
スポーツ情報
マスメディア学科

井上 望
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大学名

筑波大学

大東文化大学

学生氏名

論文題目

原 健人

ソロキャンパーの動機と性格特性に関する研究

学部名

井上 翔遥

森林浴および森林セラピーがフィジカルヘルス・メンタルヘルスに及ぼす効果のメタ分
析

臺田 純平

筑波山登山を通じて⾏われる禅定の現代的意味に関する研究

吉沢 歩

スノーボード初心者時の体験がスノーボード・コミットメントの形成に及ぼす影響

八⾓ 周平

カヌースプリントのジュニア選⼿に対する高強度インターバルトレーニングとしての「懸
垂」の提案と効果検証

堀井 柚希

登山者の登山装備における選択動機に関する研究

三井 陸

A.S.E.体験が⼤学サッカーチームの集団効力感に及ぼす影響 －タックマンモデルに
おける集団発達段階に着⽬して－

合田 蒼乃
中村 姫花

チームビルディングの実践とその効果 -大東文化大学女子サッカー部2020シーズン
の事例から-

森田 珠奈

山岳遭難事故の現状と課題 -令和元年と令和２年の状況に着目して-

三浦 雅暉

富士山火山防災対策の現状と課題 -山梨県峡東地域の高校生の防災意識について
-

山田 海斗

学校教育における自然体験活動の現状と課題 -自然体験活動が不登校児童生徒に
もたらす効果について-

荻原 健太

長野県飯田市における防災対策の現状と課題 -土砂災害リスクの高い地域住民の
意識調査から-

宇麼谷望

海洋スポーツ・レクリエーションにおける失敗知識データベースの構築～手漕ぎ船舶
における事故事例を中心として～

鷺坂育実

水上オートバイ（PWC）における事故の分析及び分類

水野清佳

海辺での体験に関する幼児保護者への質問紙調査

望月 滉

セーリング競技選手の競技パフォーマンス要因に関する意識

加藤優佳

個人競技及び団体競技部活経験者の自己開示度の深さに関する違いとは
―陸上部及びラクロス部を対象にした性別の観点も交えて―

寺田智哉

教育実習経験が実習生の教職志望度に及ぼす影響とは
－体験後の成長感も含めて－

遠山裕亮

教育実習経験が教員志望大学生のコミュニケーション・スキルに及ぼす影響とは―
ENDCOREsを用いたスキル・タイプに着目して―

冨田海人

イニシアティブゲーム体験が及ぼすメンタルヘルスの変容に関する研究
―新入生における対人面での不安に焦点を当てて―

野口皓

無人島キャンプ体験によって生起された肯定的感情及びその具体的活動とのつなが
りとは ―小学生を対象にしたテキストマイニング分析にもとづいて―

宮村昇

過去の体験量の違いによる自立的行動習慣と自己肯定感に及ぼす影響についての
研究 ―教員養成系大学生を対象として―

老田佳世

大学で試合経験のある選手を対象にした心理的競技能力についての研究―内向的・
外向的という選手の特性に着目して―

飯塚 実加

アウトドア雑誌にみるキャンプのトレンドの変化

加藤 玲衣

外出自粛期間における野外での運動によるリフレッシュ効果

川村 彩夏

スキーヤー・スノーボーダーにおけるスキー場の選好要因に関する研究

手塚 陽菜子

東京女子
体育大学

女子大学生のキャンプ経験と防災意識の関係

野中 茜

青梅・奥多摩地域におけるアウトドア・ツーリズムによる地域活性化 －ラフティング事
業を中心に－

坂本 昭裕

体育専門学群

スポーツ・
健康科学部

スポーツ科学科

中村 正雄

海洋生命
科学部

海洋政策文化学科

千足 耕一

教育学部

藤田 真未

スキューバダイビングの継続要因と非継続要因について －大学のクラブ・サークルで
の経験者を対象として－

中村 渚

初等教育教員養成課程
保健体育選修

小森 伸一

教育支援課程
生涯スポーツコース

体育学部

矢嶋 美幸

指導教員名

野外活動経験が女子大学生の野外活動に対するイメージおよび生活習慣に与える影
響

根岸 唯

細川 楓

学科・専攻名

渡邉 仁

東京海洋大学

東京学芸大学

2021 年 3 月 31 日発行

若年層女性登山者の生活習慣に関する研究
女子体育大学生の登山中の快適度・覚醒度に関する研究
大学生のマリンスポーツへの参加動機と阻害要因
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体育学科

永井 将史
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関連学会への参加報告 第 132 回日本森林学会大会
大石康彦氏 日本森林学会功績賞 受賞
山田 亮（北海道教育大学岩見沢校）
2021 年 3 月 19 日〜23 日に、第 132 回日本森林学会大会

学会功績賞を受賞されました。大石さんは森林教育研究の

が開催されました。当初、東京農工大学府中キャンパスで

中心的な存在として多数の業績を残され、森林学会教育部

の開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の

門の設立にご尽力されました。1990 年代半ばから、野外教

観点から、開催の１年程前に開催方法の変更を決断し、

育や環境教育との学際的交流を図りつつ、森林科学におけ

Zoom ウェビナーや Linc Biz といったオンラインシステム

る森林教育研究の体系化を試み、提示されてこられたこと

を使用した学会大会となりました。また、今回の大会は、

が、今回の受賞に至ったとのことです。私としても待望の

日本木材学会大会との合同大会となりました。日本森林学

受賞ですし、あらためて、ここまで我々を牽引していただ

会の Web サイトには、プログラム、大会講演要旨集がフル

いた大石さんに感謝申し上げたいと思います。本当におめ

テキストで掲載されていますので、ぜひご覧いただきたい

でとうございます。

と思います。

今回の森林学会で発表された題目から、野外教育に関係す

コロナ禍となって１年が過ぎ、社会全体的にオンライン

ると思われるものの中から一部のタイトルを紹介します。内

リテラシーが随分と向上してきたことと、大会運営を担っ

容的な関連、参考になりそうな研究手法、私の個人的な判断で

た東京農工大学の細かい配慮のおかげで、少々の通信トラ

リストアップしました。詳しくは、日本森林学会 Web サイトか

ブルは散発していましたが、無事に終了したのではないか

ら、その内容をご覧ください。

と思います。今回の大会では、発表者は事前にプレゼンテ

・都道府県緑の少年団連盟による「緑の少年団」の実態と課題

ーション動画を各自収録し、本番では、各自の端末からそ

・森林教育に関する国際比較−海外の研究動向の紹介−

の動画を画面共有機能で再生するという方法をとってい

・社会教育のための地域密着型ネイチャーセンターが実践する

ました。私自身は初めての経験でしたが、案外、スムーズ

教育と地域づくり

に事が運んだように思います。

・生きづらさを抱えた子どもを対象にした森林教育の効果

前々号のニュースレターで特集記事を組んだことも含

・自然体験活動における質的研究：ディスコース分析を例に

め、ここ数年、野外教育と森林教育とのコラボレーション

・子どもの自然離れの実態と要因〜地域環境と親子関係に着目して

を進めてきました。今回の森林学会大会でも、森林教育研

・奈良県の中高生に向けた森林教育プログラムの実証的開発

究に関係する近接分野の方々にご協力いただき、森林総合

・九州北部豪雨被災地における他出者を中心とした環境教育の

研究所の井上真理子さんとともに企画シンポジウムを開

展開と課題

催しました。野外教育学会の会員からは、東京学芸大学の

・「森林科学科」学生対象の体験ふりかえりワークショップの実践

小森伸一先生、東京農業大学の町田怜子先生、NPO 法人モ

・歴史的資料による森林教育再考

モンガくらぶの吉元美穂さんが発表され、いずれも高い関

・森と人とを紡ぎ直す方法論としての感性的アプローチの可能性

心を集め、森林教育研究を深めていくための貴重なご示唆

・コロナ禍における登山観光

をいただきました。また、会員による教育部門の研究発表

・屋久島国立公園における山岳部利用のあり方に関する検討結果

のセッションでは、野外教育に関係する内容が数多く発表

と今後の課題

されました。森林学会全体をみると、木、動植物、生態、
土壌、水源かん養、防災、造林、行政、産業、経営、健康、

・屋久島におけるガイド制度の認識に関する研究−ガイドへの意識
調査−

風致、観光などの観点で多角的に研究が行われていて、わ

・小笠原諸島におけるガイドツアーへの参加と満足度の実態

れわれ野外教育の立場がよく利用するフィールドである

・日本におけるキャンプ場の森林利用の動向

森林（山、沢を含む）をよりよく理解するためのヒントが

・日常の森林浴の頻度と不眠症との関連

数多くありました。

・都市近郊林における自然観察と自己カウンセリングが心身に

最後に大変嬉しいニュースをお伝えします。森林教育の

与える影響の比較

立場から、長年、理事として野外教育学会を支えていただ

・地域住民を対象に大学演習林で行った森林散策カウンセリング

いた森林総合研究所の大石康彦さんが、この度、日本森林

の 2 事例
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国際カンファレンス（ウェビナー）へのお誘い
髙野 孝子（早稲田大学）

日本には野外教育学会がありますが、世界の他の国で

日本でも、野外教育学会の会員数名の有志により、こ

「野外教育」だけを冠した学会は、私が知る限り存在し

のうちのひとつのセッションを担当・企画しました。日

ません。しかし、広義の野外教育に関心を持つ人たちの

本、シンガポール、中国のスピーカーに、それぞれの国

国際大会があります。International Outdoor Education

での野外教育の歴史や特徴などについて話していただく

and Research Conference (IOERC)です。現在まで、野外

予定です。日本のスピーカーは、北海道教育大学の前田

教育に特化した国際学術大会は、世界でこの大会が唯一

和司先生です。Web サイトに有志メンバーの名前が記載さ

のものとなっています。アメリカには野外教育を内包す

れていますので、お気軽にお問い合わせください。

る大きな組織や大会がいくつかあるので、IOERC はヨーロ

ウェビナーは全て英語で実施されます。初回は 4 月 12

ッパを中心に、アメリカ以外の国々からの人たちが多く

日（月）、オーストラリアから配信されます。大学の野

集まっているのが特徴です。

外教育カリキュラムや、評価のガイドラインとなるよう

IOERC の大会は毎回、参加者 150 人ほどのこじんまりし

な概念について研究している話です。次は、6 月 15 日

たもので、ネットワークを作りやすく、気のおけない暖

（火）、ノルウェーから配信となります。そして、10 月

かい雰囲気に包まれます。初回は 2002 年、英国で開催さ

16 日（土）が、日本からの配信になります。午前 11 時か

れました。広義の野外教育に関する学術的な対話を、国

らです。その後、11 月 4 日（木）がデンマークからで

際的なネットワークで進めていこうと始まりました。以

す。ウェビナーシリーズの詳細は以下の URL からご確認

後 2-3 年に一度のペースで、現地実行委員会形式で行っ

ください。申込（参加登録）もここからしてください。

ています。国際アカデミックコミティがあり、開催希望

参加費は無料です。日本時間では、初回と 3 回目が参加

のグループからヒヤリングをして、開催場所を決定して

しやすいです。

きました。私もそのコミティのメンバーです。直近では
2018 年、第 8 回目の大会がオーストラリアで開催されま

https://www.marjon.ac.uk/research/outdoor-

した。第 9 回目は 2021 年にイングランド湖水地方で開催

education-conference/

予定でした。それが Covid-19 の感染拡大により、2022 年
夏へと延期が決定しました。

IOERC はまだアジアでは開催されておらず、日本開催へ

次回大会まで時間もあいてしまうし、ネットワークと

の期待も大きいです。いずれ日本で IOERC の大会を開き

関心をつなぐために何かしようということになり、2021

たいと考えています。まずは今回のウェビナーシリーズ

年には世界 4 カ所でウェビナーシリーズを開催すること

に、奮ってご参加ください。

としました。毎回それぞれのテーマで 90 分ほど、話題提
供があります。各地の野外教育者らの関心や研究テーマ
を知ることにもなりますし、知的で刺激的な機会になる
はずです。
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