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理事長退任のご挨拶

星野 敏男（明治大学）
野外教育学会が 1997 年に設立されてから、早くも

についてです。この研究会は、もともとは、東京教育

25 年近くが経とうとしています。設立当初から理事と

大学体育学部の「野外運動研究室」の OB/OG 諸氏が中

して学会に関わり、2012 年からは、3 期 9 年間、理事

心となっていた研究会組織で、私もこの研究会メンバ

長として学会運営に携わらせていただきました。この

ーの一員でした。そして、この研究会は、東京教育大

間、理事長として至らぬ点も多く反省しきりですが、

学が筑波大学へと移行した後も続けられていまして、

歴代の会長、副会長、各委員長、また、多くの会員諸

1997 年の学会設立時の母体組織となっていきました。

氏に多大なご支援ご協力を賜りました。この場をお借

そのような背景がありましたので、学会での私の理事

りしまして、深く感謝を申し上げます。今回、退任挨

以外の個人的な役割として、この研究会と学会との橋

拶の機会をいただきましたので、学会に対する私の個

渡し的な役割もあるだろうと考え、長年学会に関わっ

人的な思いを三点ほど書かせていただきたいと思い

て来ました。まもなく学会も設立 25 周年を迎えよう

ます。

としていますが、今回、理事長を退任するにあたりま

一点目は、学会事務局に関してです。学会設立時の

して、これまでのこの個人的な役割も無事に終えるこ

背景や諸事情もありまして、この野外教育学会の事務

とができそうだと、ホッとしているところです。

局は、設立当初から筑波大学野外運動研究室に置かれ

そして、三点目は、学会のメンバー構成についてで

ていました。2012 年に私が理事長に就任した折に、事

す。先のような学会設立時の歴史的経緯もあり、当学

務局のご負担を少しでも軽くする意図も含め、理事会

会には体育・スポーツ学領域の研究者、実践者が数多

機能だけは、筑波大学から明治大学に移行し現在に至

く集まっておられますが、野外教育学会は、「自然」

っておりますが、依然として筑波大学の先生方に多く

「人」「体験」をキーワードにした幅広い研究領域を

のご負担をお願いし続けています。筑波大学の先生方、

有しています。今後は、更に多様な研究領域、多様な

大学院生始め、多くの歴代関係者の方々には、長年、

メンバーで学会が構成されていくことが望まれます。

学会事務局本部の労をとっていただきまして、誠にあ

会員諸氏による外部への積極的な働きかけが、今後、

りがとうございました。幸いなことに、昨年と今年の

より一層重要になってくるかと思われます。

コロナの影響により、図らずも、学会理事会や委員会

以上、簡単に現在の心境と思いを述べさせていただ

をオンラインで開催することができるようになりま

きました。次期からは、学会評議員役を仰せつかりま

した。ぜひ、今後の学会事務局のあり方について、ご

した。これまでの皆様のご支援に深く感謝いたします

検討いただければと思います。

とともに、今後とも、ご指導、ご支援のほど、どうぞ

二点目は、野外教育学会が設立されるにあたって母

よろしくお願いいたします。

体となりました「野外運動研究会」という研究会組織
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会長就任挨拶
「野外教育における不易流行」

平野 吉直（信州大学理事・副学長）
この度、永吉宏英前会長の後を受け、日本野外教

と間違った解釈をしていました。本来の「不易流行」

育学会の会長にご推挙いただきました。学会の設立

の意味は、松尾芭蕉の俳諧理念のひとつで、諸説あ

当初から関わってきた者として大変光栄に感じる

るものの「いつまでも変化しない本質的なものを忘

一方で、私のような者が務まるのかどうか、その役

れない中にも、新しく変化を重ねているものを取り

割と責任の重さに身が引き締まる思いです。諌山邦

入れていくこと」とされています。本学会のこれま

子副会長、坂本昭裕理事長はじめ学会役員の皆様の

での活動をふり返ると、学術団体としてのアカデミ

ご協力をいただきながら、日本野外教育学会の充

ズムの追求に加え、野外教育の発展を目指し、関連

実・発展のために全力を尽くし、職責を果たしてい

分野の専門家を招き、関係学会・団体との連携を図

く所存です。

りながら、「野外教育学とは」「体験とは」「自然

1997 年 10 月に開催された学会設立総会から、間

とは」といった本学会の本質的なテーマを、学会大

もなく丸 24 年を迎えます。1997 年と言えば、消費

会等の場で議論し続けてきました。大きく変化し続

税率が 3％から 5％に引き上げられ、サッカー男子

ける社会の中で、野外教育の役割や重要性といった

日本代表がワールドカップ本選への初出場（フラン

まさに不易のテーマを絶えず見つめ直してきたと

ス大会）を決めた年でもありました。学会設立が「つ

言えます。私たちの想像の域を超えて変化し続ける

いこの間」のことのように感じる反面、十二支の丑

未来社会において、この営みの継続は必要不可欠で

（うし）年がふた回りしたわけで、当時生まれた方

あり、そのことが野外教育研究の広がりと深まりに

が本学会で活躍されていることを考えると、それ相

繋がるものと信じています。

応の歴史を感じます。

本学会が野外教育における不易流行を念頭に置

この 24 年の間に、私たちを取り巻く社会は激変

いた活動を進展させるキーワードをひとつ挙げる

しました。科学技術の進展、特にここ数年のデジタ

とすれば、それは多様性ではないかと思います。経

ル革新の進行は目覚ましく、AI、IoT、Society5.0、

験豊かなベテラン会員、新鮮な発想と価値観を持っ

GIGA スクール、5G、DX など、初めて聞く言葉が次か

た若手会員など、多様な人材が自由闊達に議論でき

ら次へと生まれ、その度にネットで意味や背景を調

る場や機会が必要です。本学会の設立趣旨にある

べ、自らの生活や仕事に及ぼす影響を思いめぐらす

「野外活動、自然体験、冒険教育、環境教育、森林・

ことが続きました。そして Covid-19 の感染拡大は、

林業教育、博物学、自然解説、自然保護、自然療法、

世界中の人々の生活を一変させ、
「ニューノーマル」

自然公園、自然を活用した観光や地域振興等」とい

という言葉が私たちの日常を闊歩するようになっ

った多様な領域に携わっている実践者・研究者やそ

てきました。オンライン授業、オンライン会議、オ

の関係団体によるさらなる連携が必要です。

ンライン学会大会などが、当たり前のように行われ

日本野外教育学会の会長として、「野外教育にお

ています。

ける不易流行」を常に心に留め、多様性を重視した

「不易流行」という言葉。若い頃は、『新しく変

学会活動が進められるよう、その調整役として注力

化する「流行」に目を奪われ、変化させてはならな

していきたいと思っています。学会員の皆様のご支

い本質的な「不易」を見失うな』という教えである

援・ご協力をお願い申し上げます。
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理事長就任挨拶
「変わらずにあるために変わる」
坂本 昭裕（筑波大学）
この度、第 10 期の理事長をお引き受けすることに

学会大会に代わる研究発表の機会がオンラインで設

なりました。つい先日まで、野外教育学会で学ぶ一人

けられましたし、研究集会もオンラインで開催されま

の書生に過ぎないと思っていた私が、いつの間にか、

した。これまでは、距離や時間の関係で参加できなか

理事長という大きな役職を務めることになり、時間の

った方々も、オンラインによって研修会に参加可能に

流れを感じるとともに、責任の重さを痛感していると

なりました。理事会や委員会もすべてオンラインでの

ころです。できうる限り会員のみなさんと共に築いて

開催となり、時間と予算にも変化をもたらしました。

ゆく学会になるように心掛けたいと考えています。ど

このような流れは、コロナ禍が収束してしまったとし

うぞよろしくお願い申し上げます。

てもすべてなくなるのではなくて、生かしてゆくこと

ところで、今更言うまでもないことですが、この度

が大事ではないかと考えています。コロナ禍を乗越え

のコロナ禍は、地球に暮らす全ての人々に生きてゆく

ると同時に、野外教育学会も変化してゆくことが必要

あり方についてさまざまな思いを巡らす契機となり

なのではないでしょうか。

ました。私たちをとりまく周辺環境をはじめ、家庭や

わが国をはじめ世界は、ここ十数年の間に、感染症

職場では感染対策を講じ、そしてそれにとどまらず、

はもとより、地球規模の気候変動による災害や震災を

ありとあらゆることについて考えざるを得なくなり

多数経験してきています。しかし、そのたびごとに、

ました。その一つは、コロナ禍が生み出した、「分断」

野外教育は其れなりの役割を果たしてきたように思

ではないでしょうか。私は、大学で野外運動という授

います。震災後の被災者支援、地域づくり、防災教育、

業を担当しています。従前の授業であれば、ASE を数

環境教育、人材養成など野外教育に関わる多くの会員

週間に渡り実施し学生同士の「つながり」を作ること

がそれぞれのアカデミズムに基づく、実践や啓発活動

を学修の目的に授業を展開していたのですが、いわゆ

を展開して課題の解決に貢献してきたと思います。し

る「ソーシャルディスタンス」という分断に配慮し、

かし、今回のコロナ禍によって示された通り、従前の

これまでとは異なるものを提供せざるを得なくなり

やり方は、そのままでは叶わないことも受け止めなけ

ました。幸い対面の授業が許可されましたので、工夫

ればなりません。

をしつつ、それなりの成果をあげることはできたかと

かつて、ルキノ・ヴィスコンティというイタリアの

思います。しかしながら、これまでと同じような ASE

有名な映画監督がいました。彼は、「できるだけ変わ

の成果とは異なるものになってしまったという感は

ることなく長く残っていこうとする傾向は、人間界に

否めません。それは、リアルな人と人との関係性や場

はよく見かける光景であるが、変わることなく未来永

を基本とする野外教育の特色である体験が失われて

劫続いていけるものは、自然界には何ひとつない」と

しまったからに他ありません。

述べました。いわゆる諸行無常ということでしょう

学会活動も分断の影響を受けた一つだと思います。

か。そして彼は、時代の変化に翻弄されながらも、壮

関西学院大学で開催を予定していた第 23 回大会は、

麗な貴族社会を維持しようとして落日を迎える貴族

学会始まって以来、初めて現地での開催を見合わせ、

達を「山猫」という映画で表現しました。映画の中で

大会号の発行をもって大会とみなしました。会員が集

落日を迎えた貴族公爵は自戒を込めて『変わらずに生

まって研究を発表し議論を深める機会と、情報交換し

き残るためには、変わらなければならない』（We must

親睦を深める場が失われてしまいました。残念でなり

change to remain the same.）と語りました。今後、

ませんでした。

野外教育学会が変わらずに存在するためには、この言

しかしながら、コロナ禍がもたらした事態は、悪い

葉のように自己改革が不可欠であるということを心

ことばかりではないようにも思われます。昨年度は、

に留めつつ学会の運営に努めたいと思います。
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特集 Camp for everyone
第 20 回大会企画委員会企画シンポジウム「これからの野外教育の発展に向けて」の中で、「野外教育が届いて
いない人に目を向ける」というキーワードがありました。今回の特集では、その個性や環境のために野外教育が届
きにくい人たちを対象としたキャンプの事例を紹介します。すべての人（everyone）がかけがえのない個性を持っ
たかけがえのない存在であり、その個性に応じたニーズがあります。私たちが実践、研究の中で everyone を意識
することは、野外教育を広げ、深めるための大切なアプローチのひとつになると考えています。
野口 和行（慶応義塾大学）

自閉スペクトラム症（ASD）のある青少年を対
象としたアウトドアプログラムの実践

ライミング、遠征等を実施してきました。
設立当初から実施しているのが 3 泊 4 日のサマー

野口 和行

キャンプです。参加者には、大学生を中心としたスタ

慶応義塾大学

ッフが 1 対 1 でつき、4 日間を通してプログラムの
実施や生活面のサポートを行います。参加者とスタ

2011 年から ASD 等の発達障害のある青少年を対象

ッフ各 4 名で構成されるグループには、障害児教育

としたアウトドアプログラムを実践しています。プ

や支援の専門家が 1～2 名ついて、グループのサポー

ログラムを実施するにあたっては、以下の 4 点を大

トをしています。プログラムとしては、周辺散策、川

切にしています。

遊び、クラフト、野外料理、ロープスコース、カヤッ

まず、森のなかを歩き、川で水遊びをするなど、自

ク等の冒険プログラムを行っています。2019 年から

然を五感で楽しむプログラムを実施することです。

は小中学生対象と、高校生以上対象に分け、高校生以

次に、一人ひとりの興味に応じたプログラムを行う

上のサマーキャンプは、少人数で遠距離の移動を伴

ことです。全体で行うプログラムにうまく参加でき

うプログラムを行うことにしました。

ない参加者のために個別対応プログラムを用意する

また、2014 年からは、参加者の年齢や体力レベル、

とともに、複数の活動から参加者が好きなものを選

ニーズに応じて、5 名程度のグループで、週末を利用

択して行う個人選択プログラムを用意します。そし

して、ハイキング、雪遊び、サーフィンなどのプログ

て、参加者がスムーズにキャンプでの生活や活動に

ラムにチャレンジするグループプログラムを実施し

適応できるように、1 対 1 でスタッフがサポートし、

てきました。2018 年からはこれを発展させ、興味の

参加者のニーズに応じたスケジュールや活動の場の

ある活動に特化して、年間 3 回程度継続して内容を

工夫をします。最後が、冒険プログラムを取り入れ、

ステップアップしながら実施し、学校を卒業し就労

参加者がチャレンジする機会を提供することです。

している卒業生が余暇活動として参加できることを

これまでに、ロープスコース、カヤック、沢登り、ク

目的として、部活動というプログラムを始めました。
現在は登山、キャンプ、マリンプログラム、クライミ
ング、スキーを行っています。
障害とは、個人の心身機能が原因なのではなく、障
害がない人を前提に作られた社会の作りや仕組みに
原因があるという障害の社会モデルという考え方が
あります。参加者が、それぞれの形で活動を楽しんで
いる姿を見ると、障害は私たち（多数派という言い方
もあります）の側にあり、それを取り除くことが指導
者の大きな役割であると強く感じます。
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ラーは学生スタッフが担当し、5〜6 名の班に 2 名付

ひとり親家庭の子どものキャンプ

いて、普段の生活では我慢することが多い子どもた
𠮷松 梓

ちに思いっきり甘えてもらえるようにと考えていま

新潟医療福祉大学

す。
昨年、初めて実施したキャンプ後には、「夏休みに

「おにぎりなんて食べたくない･･･」初めてキャン

何もいい事が無くて、キャンプに行けたから、楽しい

プに参加した A ちゃんは、そうつぶやいて、その場

事があって良かった」、「大学生のお兄さんはね、僕

から出て行ってしまいました。後々聞いたところ、毎

達と近いでしょ。だからね、子どもの気持ちがわかる

日おにぎりばかり食べていて、もう嫌になったとの

んだよ」と子どもが話していました。「私（母親）が

こと。その他にも、宿舎の 2 段ベッドで「こんなふ

調子が悪いときに『キャンプでやったから』とオレン

わふわのお布団はじめて」とはしゃいだり、A ちゃん

ジを切ってくれました」など保護者からありがたい

の日常の厳しさをうかがわせる場面が多くありまし

フィードバックをいただきました。またコロナ禍で

た。

孤独を抱えていた学生にとっても「なんというか、自

日本の子どもの貧困率は上昇傾向にあり、近年で

分が誰かの役に立っていることを感じることができ

はおよそ 7 人に 1 人の子どもが貧困状態にあると言

ました」と学びの機会となったようです。

われています。そしてその多くがひとり親家庭で、特

まだ始めたばかりのキャンプで課題も多くありま

に母子家庭においては約半数が貧困状態にありま

す。特に子どもたちひとりひとりの多様性への配慮

す。また、ひとり親家庭は経済的な貧困率が高いだけ

です。同じひとり親家庭であっても、離別ではなく父

でなく、生活の余裕のなさから体験の貧困にも陥り

親との死別を経験したことをキャンプ後に打ち明け

やすいことが指摘されています。

てくださった保護者もいます。また、発達障がいの子

私自身も 1 歳から 8 歳の 3 児の母親です。もしひ

どもも参加してくれました。キャンプが始まってみ

とり親家庭であったら、例えキャンプなどに興味が

て、愛着関係に難しさが伺われる子どももいました。

あったとしても、経済的にも時間的にも、家族だけで

事前のアセスメントの必要性を重々承知しつつも、

実施するのは難しいように思います。そこで、ひとり

難しさを抱えている家庭ほど情報が得られにくい印

親家庭の子どもが学校でも家庭でもない場で、安心

象もあります。加えて、キャンプを支えてくれる学生

して過ごしながら自然体験をする機会を提供できな

スタッフへの指導や、キャンプの組織作りの部分で

いかという思いを胸に、昨年からひとり親家庭の子

も力不足を痛感するところです。

どものための「にじっこキャンプ」を始めました。キ

このようにまだまだ未熟ではありますが、
「微力だ

ャンプの目的は、自然の中でのびのびと遊んで子ど

けれども無力ではない」ことを信じて、今後も Camp

もたちのにじいろの個性を育むこと、そしてひとり

for everyone に関わっていければと考えています。

親家庭の親に一時のレスパイトの機会を提供するこ
とです。対象は小学生で参加者は 20 名程度、参加費
は無料（子どもゆめ基金助成）、募集は市の母子福祉
連合会や NPO 団体に協力していただき、加えて、子
ども食堂や母子世帯向け公営住宅にチラシを配付し
ています。日程は、今年は 6 月に日帰り、8 月に 2 泊
3 日、10 月に 1 泊 2 日の予定です。プログラムは、
野外炊事やテント泊、川遊び、キャンプファイヤー、
クラフトなど、特別なことは行っていませんが、参加
者のほとんどの子どもにとってこれらの活動は初体
験です。そのため、活動のハードルが高くなりすぎな
いように、宿舎泊 or テント泊、川遊び or 沢登りな
ど、なるべく本人が活動をチャレンジバイチョイス
できるように工夫をしています。キャンプカウンセ
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発達障害等の発達に課題のある子どもと学生
が共に成長できるキャンプ
花田 道子
九州共立大学
子どもたちは発育に伴い伸びる能力があり、周囲
の働きかけにより育っていきます。その発達過程に
問題が生じ、社会的な適応が損なわれるものを発達
障害といいます。文部科学省の調査によると、発達障
害児は近年増加傾向にあることがわかっています。
たいと思います。

体験活動は、「生きる力」の基盤や子どもの成長の
糧としての役割が期待されています。発達に課題の

最後に、最も大切にしていることは、子どもに直接

ある子どもにとっても、思考や実践の基盤として、あ

かかわってくれている学生たちと子どもとの信頼関

るいは、思考や知識を働かせ、実践して、よりよい生

係です。学生たちはこの信頼関係を築くことに最も

活を創り出していくための体験が必要であることは

時間をかけ、頭を悩ませます。苦労した分だけ子ども

言うまでもありません。

に想いが伝わったときの喜びは大きく、対象者の理

本学では 2000 年から発達障害児が身体を動かせる

解を深めながら「支える」活動の喜びを感じることが

環境づくりとして「ニコニコ体操教室」に取り組んで

でき、様々な子どもたちとの関わりが支援のスキル

います。学生たちが作るプログラムはバランス感覚

を高めたり、自身の価値観を豊かにすることにつな

向上のため平均台やトランポリンを取り入れたり、

がっています。キャンプは、素の自分を表現すること

空間認知能力を育むため大きい布の中をくぐらせた

ができ、体験を共有することで、言葉ではないことば

りするなど、さまざまな工夫が凝らされています。体

を感じることができる体験活動であると思います。

操教室の一環として取り組んでいる宿泊キャンプで

このことこそがお互いの関係を深く結びつけること

は、野外で遊ぶことを通して自然とこの能力が育ま

ができる要因であり、多様性を重視した現代社会に

れているような気がします。このキャンプでは、子ど

おいて最も大切なことであると考えています。その

もたちにとっては学生の手を借りて、さまざまな体

ような時間を共有し、子どもの変化を見逃さずに働

験をすることができ、一方、学生たちは大学の授業で

きかけたり、助言したりできる支援者（理解者）の存

学んだことを体験的に学ぶことができる貴重な活動

在が必要不可欠であり、共に成長できる体験活動と

となっています。

しての有用性を秘めていると思います。

発達障害児への支援・指導上の留意点として、個々

家庭裁判所との連携によるキャンプ

の障害の特徴・状態を知ることは効果的な支援・指導
を行うためだけではなく、安全面においても重要な

瀧 直也

ことです。そして、発達段階や運動能力に応じた支

信州大学

援・指導を心がけること、その中で「できる」ことを
たくさん増やしていくことが最も大切で、自己効力

信州大学教育学部野外教育コースの教員は、長野

感を高める要因となります。支援の工夫としては、不

家庭裁判所より補導委託を受ける形で、平成 13 年度

安にならないようにプログラム内容について事前に

よりキャンプを企画・運営しています。補導委託と

絵カードにて提示しておくことや手本を行うなど、

は、家庭裁判所が少年の最終的な処分を決める前に、

視覚的にわかりやすい指示や環境をつくること、具

民間のボランティア（補導委託先）に非行のあった少

体的な指示を行うことで子どもたちが安心してプロ

年を預け、家庭的な生活環境に置いたり生活環境を

グラムに参加することができます。また、発達障害児

変えたりして、規則正しい生活習慣を身に付けさせ

にとっては、自由時間などの「何をしたらよいかわか

ることによって少年の更生を図ろうとするもので、

らない時間」が不安な時間になることも知っておき

試験観察（少年に対する処分を直ちに決めることが
困難な場合に、一定期間、少年の生活態度等を観察す
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ること）に併せて行われるものです。

聴覚障がい学生を対象とした大学野外実習

キャンプは試験観察の一環として 9 月に 2 泊 3 日
で行っており、参加少年は例年 2～5 名です。少年一

向後 佑香

人に対し学生スタッフ一人が担当し、家庭裁判所の

筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター

調査官数名も参加し活動を共にします。例年は、長野
県内の施設を会場に行っています。プログラムは表

筑波技術大学は聴覚・視覚に障がいのある大学生

の通りです。
１日目

を対象とした日本国内唯一の国立大学です。私は、聴
２日目

覚障がい学生に対する体育実技全般、夏季のキャン

３日目

野外炊事（和定食）

ご来光登山

プ実習、冬季のスノースポーツ実習の授業を担当し

クラフト

下山後、朝食、清掃

ています。聴覚障がいとは、聴覚による情報のやりと

野外炊事（うどん）

ふりかえり

りの障がいであり、聞こえない、あるいは聞こえにく

午
前

い（音は聞こえるが聞き分けられない、何をいってい

午

ｱｲｽﾌﾞﾚｲｸ・ASE

後

野外炊事（ｶﾚｰ） 野外炊事（前日決定）

るかわからない）状態を指します。聴覚障がいといっ

翌日夕食ﾒﾆｭｰ

ても、障がい発生の原因や発症時期、障がいの程度に

夜

クラフト

登山準備

決め

よって一人一人異なり、聞こえ方や希望するコミュ

うどん作り

ニケーション方法が異なります。また、聴覚障がいと

食事は自炊を基本とし、2 日目の夕飯や山頂での軽

平衡機能障がいを併せ持つ人もいて、目を閉じたり

食は、活動に主体的に取り組むことができるよう少

暗闇の中では極端にバランスを崩したり、登山や沢

年たち自らがメニューを考え、それを実現できるよ

など足場の悪い場所での活動を苦手とすることもあ

うに支援しています。2 日目のクラフトでは、自然の

ります注 1）。実習を安全に実施するため、また聴覚

家周辺のカラマツを削って一日かけてキーホルダー

に障がいがある学生にとってわかりやすい授業を展

を作ります。一つのことに没頭し、自分の力で時間を

開するため、様々な工夫を行っています。本稿では、

かけて最後までやり遂げることを大事にしていま

聴覚障がい学生に対するキャンプやスノースポーツ

す。3 日目のご来光登山では、暗い中施設を出発し、

の指導について、本学の取り組みをご紹介したいと

不安の中で仲間とともに励ましあいながら山頂まで

思います。

行って帰ってくることを重視しています。さらに最

本学で開講されている「アウトドアスポーツ」「ス

後のふりかえりは、参加少年がキャンプ中の学びや

ノースポーツ」実習は、教養教育系科目の 1 つとし

感じたことを他者に伝える場であるとともに、学生

て 3 泊 4 日で開講されています。定員は各 15 名です

スタッフから参加少年一人ひとりの「良かったこと、

が、毎年抽選となる人気科目です。実習内容は、一般

感心したこと」をフィードバックする場にしていま

的なキャンプ実習、スキー/スノーボード実習となり

す。

ますが、本学の授業において最も特徴的な点は、「情

このような活動を通して、少年の自己肯定感や責

報を目で見えるようにする」ことだと思います。例え

任感を醸成するとともに、他者との生活の中に自分

ば、全体説明などは模造紙やホワイトボードなどを

の居場所を見つけてほしいと願っています。

活用しながら、文字や絵などでパッとみてわかるよ
うに提示します。また、その際に、太陽の光が目に入
らないように、指導者の位置関係にも注意したり、学
生同士が重なって説明者や掲示が見えなくならない
よう、馬蹄形に座ってもらうなど配慮をしています。
視覚的情報を多用して正確な知識や情報が伝わるよ
うに工夫することを心掛けています。
指導体制については、学生 15 名に対して、学内講
師 3 名と学外講師 2 名という、非常に手厚い指導体
制をとっている事も 1 つの特徴です。指導中のコミ
ュニケーションは、学内講師は手話と口話を活用し
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ています。手話のわからない学外講師には、説明は簡

的な実習においても、有用であると考えます。現在

単に、さらにはジェスチャーを交えてもらうように

は、新型コロナウイルス感染症予防のため、例年通り

し、そこを学内教員が手話で通訳のサポートを行っ

の活動が出来ない状況ですが、今後も安全でより良

たり、小さなホワイトボードで筆談をしてもらい、コ

い実習を模索していければと思います。

ニュニケーションを取っています。
しかしながら、特に野外実習の場合、体育館や教室

注 1）聴覚障がいの概容については、野外教育入門シ

の授業とは異なり、視覚的情報が得にくい環境や状

リーズ第 4 巻「障がいのある子どもの野外教育」の

況も起こりえます。例えば、夜間の活動や暗闇の場

説明を参考にされたい。

合、十分な明るさが確保できないと、コミュニケーシ
ョンをとることが出来なくなります。また、登山の時

＝＝本学の取り組み紹介＝＝

に天候が荒れてしまい、強風と雨で目を開けていら

本学では、「障害者高等教育拠点」事業の一環とし

れない、という状況もありました。スキー実習の時に

て、聴覚・視覚障害学生の体育・スポーツ活動につい

は、ホワイトアウトすると近くにいても見失ってし

て、「体育授業に関する支援・相談」、「講習会の開

まう、という事も起こりえます。健聴者の場合は、見

催や講師派遣」、「体育・スポーツ活動に関する情報

えない状況でも声や音での意思疎通が可能ですが、

提供」を実施しています。これから夏季休業期間を迎

「見えない、見えにくい環境」というのは、聴覚障が

え、各大学では学外実習の準備等が始まる時期かと

い者にとって大きな不安・リスクの 1 つになること

思います。全ての学生が安全でより良い教育を享受

を、改めて実感した出来事でした。また、沢遊びや雨

できるように、もし、聴覚・視覚障害学生への体育・

天時などは、補聴器や人工内耳の取り扱いについて

スポーツ指導に関するご相談・ご質問などございま

も注意を払う必要があります。

したら、お気軽にご連絡をいただければ幸いです。

今回、聴覚障がい学生に情報を伝える工夫や指導

（ 障 害 者 高 等 教 育 拠 点 事 業 HP ： https://krk-

体制のポイントについて紹介をさせていただきまし

ntut.org/）

たが、これらの配慮は聴覚障がい学生に限らず、一般

講師の説明を手話で通訳

ホワイトボードの活用
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「野外教育研究の審査過程および近年の投稿・掲載の状況」
野外教育学会理事・編集委員会委員長
千足 耕一（東京海洋大学）
2021 年 3 月発刊の学会ニュースレターに掲載され

委員から推薦があった学会員や当該分野の専門家な

た「第 3 回研究集会」後半部分で「査読・投稿を考え

ど、査読に適切な 3 名の査読者（学会員以外にも依

る」についての報告が行われました。本稿は、その後

頼しています）に査読をお願いできるか伺い、承諾い

の査読結果の状況を含みつつ、話題を提供するもの

ただけた場合に、査読システムに登録します。なお、

です。

野外教育研究の査読は、ダブル・ブラインド、すなわ

はじめに、論文や報告が掲載されるまでの、学会員

ち、投稿者・査読者がそれぞれ個人名を伏せて投稿・

の先生方から投稿された原稿を審査する過程につい

審査を行っています。他の雑誌では、投稿者名を明示

て少し詳しく記載します。

して審査するシングル・ブラインドの場合もあるよ
うです。

投稿にあたって、掲載規定（投稿細則、執筆細則、

査読期間は、論文投稿から 2 か月を締め切り日と

審査細則）に則り、漏れや誤りがないか確認して原稿

設定し、査読を依頼しています。査読者も多忙であ

を準備していただきます。その際には以下の事項に

り、期限を過ぎることもありますが、査読者には、論

ついてもチェックしてくださると良いかと思います。

文についての審査結果（A・B＋・B-・C・D）およびコ

○ 野外教育研究にふさわしい原稿かどうか

メントを web 上のシステムに報告していただいてい

○ 野外教育研究の読者の興味範囲に当てはまる

ます。

内容か

投稿者は、査読者のコメント、審査結果や修正を求

○ 最近掲載された研究と酷似していないか（新規

められた点に対応して再審査用の原稿（修正された

性はどこにあるか）

原稿および修正対応表）を 2 か月以内に提出するこ

○ 方法論・統計処理などに欠陥がないか

ととなります（リバイズの過程）。なお、査読システ

○ 文法や文体、図表、注及び引用文献の提示方法

ムにおいては、審査の途中でも、審査結果を参照する

にミスがないか

ことが出来るので、コメントに対する修正を早めに

投稿用の原稿については、学会ホームページにフ

行っていくと修正原稿の提出が早くなると考えられ

ォーマットを掲載していますので、その形態で原稿

ます。

を完成させます。その後は、投稿料金を振り込み、投

反論がある場合には、論拠を示して文書を作成す

稿連絡票をメール添付で提出し、学会ホームページ

ることも可能ですし、不採用の場合に、不服の申し立

の web 申請システムから論文を投稿していただきま

てを行える条文を投稿規定の中に採用しています。

す。

3 名の査読者のうち 2 名が審査結果「A：そのまま

投稿システムに原稿の投稿があると、編集委員長

掲載して良い」となると掲載が決定します。また、審

に通知が入ります。そこで、編集委員会を開催して審

査と修正のプロセスは、原則として 3 回まで繰り返

査の段階に入ります。

すことができます。このような審査の過程で、原著論

1 次審査は編集委員会の各委員から意見をいただ

文とするにはオリジナリティが十分ではないが、掲

く段階です。体裁の問題などの修正がある場合には、

載するにふさわしい原稿の場合など、編集委員会で

査読申請を却下して、再度原稿を提出していただく

の 1 次審査での議論や査読者の意見によって投稿区

ことがあります。海外誌や著名なジャーナルでは、編

分（論文から報告へ）の変更を勧められることもあり

集委員長権限のデスク・リジェクト（査読に回らない

ます。

却下）があるようですが、本学会では採用していませ

審査に合格した場合には、最終原稿を編集委員会

ん。

宛に送っていただき、受理に至ります。受理の証明書

2 次審査は「ピア・レビュー」の段階です。委員会

が必要な場合には、編集委員長名で発行しています。
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とさせていただきました。
近年の投稿数、掲載数等を表にお示ししています。

投稿原稿が、残念ながら不採用（不採択）となった

それらは凡そ以下のようにまとめることが出来ます。

場合には、不足している点を補い、研究として完成度

・ 原著論文の採用率はおよそ 40%

を高めて、本誌や他の学会誌・研究誌などに再投稿す

・ 査読回数は、ほぼ 3 回と上限に近い

ることが勧められます。

・ 1 回目の査読で「D:不採用」の原稿が約 35％

論文の掲載可否は、学位の取得や人事などにも影

・ 加筆修正が困難と判断して取り下げる例や連

響を及ぼすことも多いことを念頭に置き、出来る限

絡が途絶える例もある

り掲載の方向に進めていきたいと考えています。ま
た、審査過程にはスピード感が必要だと考えており、

2020 年 4 月以降では投稿数が増加しています。審

編集委員会では、出来る限り迅速に、投稿者の先生方

査中の原稿もあり、上記の記述には反映出来ていま

に対応できるよう努力しています。

せんが、詳細は、以下の表をご参照いただきたいと思

最後に、研究誌「野外教育研究」は本学会の顔でも

います。

あり、大変重要であると認識しています。そして、研

2019 年より、審査に合格した論文や報告は、web 上

究誌「野外教育研究」は学会員全体で作っていくもの

（J-Stage）で先行公開しており、2021 年度より会員

であり、研究水準や投稿論文数を保つ努力が必要で

の皆様にもメールで周知を行うようにしました。こ

す。益々、研究活動が盛んとなり、学会誌に積極的に

れに連動して、冊子体は年度末に 1 回発刊すること

投稿くださることを期待しております。

表
期間

原稿の区分（種類）
論文

2017.4.12018.3.31

報告

論文
2018.4.12019.3.31

報告

報告

論文
2020.4.12021.3.31

原著論文

投稿論文数 掲載論文数

掲載不可

その他
連絡途絶1

掲載論文の
平均査読回数
2.75

10

4

1回目「D」:4

研究資料

1

2

原著論文

9

4

途中で区分変更1
1回目「D」:2
取り下げ2
3回目「D」:1

4

1

研究資料

2

2

原著論文

13

5

調査･実践報告

1

1

2

研究資料

2

2

2

総説論文
調査･実践報告
3.5
2.5

総説論文

論文
2019.4.12020.3.31

2017年4月以降における野外教育研究への投稿数、掲載数、平均査読回数など

調査･実践報告
研究資料
原著論文

1回目「D」:2

取り下げ1

3

総説論文
調査･実践報告
2.5
1回目「D」:3
2回目「D」:1

取り下げ2，
審査中2

2

総説論文
報告
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IOERC「国際ウェビナー」と「第 9 回国際大会」のお知らせ
髙野 孝子（早稲田大学）、青木 康太朗（國學院大学）、岡田 成弘（東海大学）
濱谷 弘志（北海道教育大学）、針ヶ谷 雅子（明治大学）、前田 和司（北海道教育大学）

3 月発行の日本野外教育学会ニュースレター
88 号 で お 知 ら せ し た International Outdoor

日時：2021 年 10 月 16 日（土）

Education and Research Conference (IOERC)の

日本時間 11:00am

ウェビナーシリーズは、これまでオーストラリア

申し込み（参加・過去の録画視聴とも）：

がホストをした 4 月と、ノルウェーによる 6 月

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

の 2 回が終了しました。2 回とも、野外教育に関

education-conference/

する大規模な社会調査の報告で、質疑応答も活発
に行われました。

また、新型コロナ感染拡大のため延期となって

そして、いよいよ日本がホストとなる第 3 回目

いた第 9 回 IOERC 国際大会は、来年 2022 年 7 月

が 10 月に迫ってきました。これまでのような１

18～22 日、英国カンブリア大学にて開催予定で

カ国による発表ではなく、日本、シンガポール、

す。美しい湖水地方にあり、大会前後には山歩き

中国から 3 人の話者が各国における野外教育の

や美術館巡りなどが計画されています。発表申し

展開や特徴について紹介する予定です。1 人わず

込み及び抄録（アブストラクト）の提出期限は

か 15 分ほどの持ち時間なので、国全体の野外教

2021 年 11 月 1 日（月）となっています。IOERC

育の状況というより、話者それぞれの活動の場や

は英語が得意でなくても受け入れてくれる雰囲

研究分野に基づいた話になります。日本からの話

気がありますので、興味のある方は是非申し込ん

者は、北海道教育大学の前田和司先生です。シン

でください。プログラムの公開や参加・宿泊受付

ガポールからは、政府教育省の Dr. Susanna Ho、

などは順次行われますので、下記のサイトを確認

中国からは、Jingle International Education

してください。

CEO の Ms. Ruth Feng が発表してくれます。会の
運営は、日本野外教育学会会員でもある有志 6 名

大会公式サイト：https://ioerc9.org/

が担当します。
シンガポールや中国の野外教育について情報

両イベントとも、海外の研究に触れたり、ネッ

を得ることができ、英語の議論に触れる機会でも

トワークを広げたりするいい機会になると思い

あります。下記のウェブサイトから申し込むと、

ます。過去の参加経験もお伝えできますので、何

zoom のアクセス情報が送られます（参加費無料）。

か不明な点があれば、お気軽にお尋ね下さい。

多くの皆さんにご参加いただけることをお待ち
しています。
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第 24 回学会大会のオンライン開催について
大会実行委員長 多田聡（明治大学）
第 24 回学会大会はオンラインで実施することを決

※ 発表件数等によりスケジュールが変更になる可

定しました。これまでできる限り現地で開催する可能

能性があります。

性を残して計画を進めておりましたが、現時点で実施

※ 若手優秀発表賞の選考があります。

場所となる明治大学の会場予約が不確定の状態のた

15：45～ 閉会式

め、オンラインでの開催とします。
オンラインでの開催要領を以下のように決定しま

～若手優秀発表賞について～

した。各種申込み日程、申込み方法などをご確認の上、

若手研究者の研究活動を推進するため、研究のオリ

是非ご参加ください。

ジナリティ、有用性、発表方法、発表技術について審

学会大会の詳細については、追って学会大会 WEB サ

査し、表彰します。受賞者には賞状および副賞を授与

イトに掲示していきます。

します。
選考対象者は、以下の要件を満たしている必要があ

1. 期日： 2021 年 11 月 6 日（土）～7 日（日）

ります。

2. 主管校：明治大学 協力：国士舘大学

(1) 本学会の正会員（一般／学生）である。

3. 大会テーマ：
「今こそ体験を問う」

(2) 研究発表（口頭）の筆頭および演者である。

4. 大会日程

(3) 年齢が 35 歳未満（当該年次大会時）である。

【第 1 日目：11 月 6 日（土）】

(4) 発表申込時に若手優秀発表賞の審査を申請した

9：00～11：30 自主企画イベント

もの（エントリー制）

11：45～12：45 理事会
13：30～13：55 開会式

5. 第 24 回学会大会 WEB サイト

14：00～15：15 基調講演

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

「『体験』と『経験』、何が違うのだろうか」
久保正秋（スポーツ哲学、東海大学名誉教授）

6. 各種申込み

15：45～17：00 特別講演

各種申し込みや原稿提出は、すべて学会大会 WEB サ

講演 60 分

イトから行います。

「地球温暖化による人と自然の未来」（仮）
ディスカッション 15 分

【研究発表・実践報告・自主企画イベントの申し込み】

「野外教育における体験は地球環境問題などの

申込み開始日 8 月 14 日（土）

持続可能性にどのように貢献できるか」

研究発表・実践報告・自主企画イベントの申込期限

江守正多

9 月 4 日（土）

（国立環境研究所地球システム領域 副領域長）

＊ 期限後の申込みはお受けできません。

17：30～19：30 情報交換会

＊ 研究発表は口頭形式とポスター形式があります、

【第 2 日目：11 月 7 日（日）】

実践報告は、ポスター形式のみです。

9：00～10：20 研究発表Ⅰ

＊ オンラインで開催されます。発表者、企画者は、

10：30～11：50 研究発表Ⅱ

十分な通信環境を準備していただく必要がありま

13：00～14：00 ポスター発表

す。

14：20～15：40 研究発表Ⅲ

＊ 若手優秀発表賞のエントリーも申し込みフォーム

※ 研究発表、ポスター発表は ZOOM を利用

から行ってください。

※ 研究発表は 12 分発表+3 分質疑応答+5 分予備
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7. 参加費

の提出】

非会員

抄録原稿提出期限 9 月 18 日（土）

正会員

正会員

団体会員 (期限後)

＊ 締め切り厳守でお願いします。締め切り後はお受

非会員

(不参加)
共同研究投

1日のみ
(抄録なし、

稿料

けできません。
＊ WEB ページにある「研究発表・実践報告の注意事
項」および「抄録原稿提出要領」に従ってくださ

一般

3,000円

4,000円 4,000円

学生

1,500円

2,000円 2,000円

3,000円

発表不可)
2,000円
1,000円

＊ 大会に不参加の非会員が共同発表者となる場合、

い。

発表投稿料が 3,000 円となります。

～自主企画イベント原稿について～

＊ 抄録のみ購入 2,000 円

自主企画イベントは、第 24 回大会に参加する学会
員自らが、テーマ、司会者、話題提供者、指定討論者

8. 納入方法

等を設定して実施されるシンポジウムなどのイベン

後日、WEB サイト等でお知らせします。

トです。
抄録原稿提出は WEB ページにある「自主企画イベン

9. 実行委員会

ト抄録原稿提出要領」に従ってください。

実行委員長 多田聡（明治大学）

＊ 申し込み多数の場合（自主企画イベントについて

副実行委員長 永吉英記（国士舘大学）

はテーマが重なった場合も含め）は、大会事務局

事務局長 土方圭（明治大学）

で検討の上、9 月上旬に発表および実施の可否を

アドバイザー 星野敏男（明治大学）

決定し、申込者に連絡をする予定です。

浅倉大地（国士舘大学）、大友あかね（筑波大学）、
佐藤冬果（東京家政学院大学）、

【大会参加の申し込みおよび参加費等納入】

中丸信吾(日本女子体育大学)、

大会参加申込み期限・参加費等の納入期限

山崎源太（国士舘大学）、渡邉仁（筑波大学）

9 月 18 日（土）

計 10 名

必ず、大会専用ウェブサイトにて参加申し込み後、
参加費等を納入してください。

10. 大会事務局・問い合わせ先

なお、期限を過ぎますと、期限後料金となりますの

〒168-8555 東京都杉並区永福 1-9-1

でご注意ください。

明治大学和泉キャンパス研究棟 113 土方研究室
日本野外教育学会第 24 回大会事務局（土方圭）
E-mail：24th-meiji@joes.gr.jp
※お問い合わせは、E-mail でお願いいたします。
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