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巻頭言	 	 第７期理事会の３年間をふりかえって	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 星野	 敏男（日本野外教育学会理事長、明治大学）	 

 
	 日本野外教育学会の会員の皆さま、日頃から当学会活

動に対しましてご理解とご協力、ご支援をいただきまし

て誠にありがとうございます。今回は、学会理事の改選

時期にもあたりますので、この巻頭言ページをお借り致

しまして、今期（第7期理事会）3年間の学会運営のご報

告や、学会が現在抱えている課題、今後の展望などにつ

いて、理事会を代表致しまして一言述べたいと思います。	 

１）学会事務局体制について	 

	 早いもので、私たちが第 7 期の理事会役員に就任致し

まして間もなく 3 年が過ぎようとしています。今期理事

会として最初に着手し検討しましたことが、今期の学会

事務局をどこに置くかという点でした。と言いますのも、

野外教育学会が発足して以来、学会の事務局は、ずっと

筑波大学野外運動研究室の先生方が担ってこられました。

その間、事務局の事務作業量も増えると共に、ますます

一極集中化し、筑波大学の先生方には、長年に渡り、多

大なご負担を強いることとなってきていました。理事会

の中では、学会事務局を他大学に移管してはどうかとい

う意見も出されていましたが、学会本体の事務局を他大

学で引き受けていただくためには、いつでもお手伝いや

作業ができる学生や院生が複数名いることが望ましく、

そのような形でなおかつ野外教育関係の教員がいる大学

も限られてくるため、事務局本体を他大学に移転すると

いうことに関しては次回以降の検討課題とさせていただ

きました。	 

	 まず、今期は、事務局を引き受けられています筑波大

学の先生方のご負担を少しでも軽減させるため、学会本

体の事務局と学会理事会運営の事務局を分離させること

としました。理事会の運営は、理事長のいる明治大学が

担い、学会の会員情報管理や財務管理など、総務にかか

わる本体の部分は、従来通り筑波大学事務局での管理運

営とし、筑波大学と明治大学で連携しながら学会全体の

運営を進めることと致しました。具体的には、総務委員

会等の会議や理事会打ち合わせは筑波大学で行い、年間

数回の学会理事会や常任理事会の開催は明治大学で開催

する方式をこの3年間とってまいりました。	 

	 ただし、この方式がベストというわけでもありません

し、いつまでも筑波大学の先生方にご負担を強いるわけ

にもいきませんので、事務局のあり方については新たな

事務局の候補選びも含めて、今後も継続審議とし次の理

事会に引き継ぎたいと考えています。	 

２）各委員会の事業運営について	 

	 総務、広報、企画、編集などの各委員会と特別委員会

（表彰委員会、選挙管理委員会）による事業運営につき

ましては、後日各委員会代表者から総会等の席上やニュ

ースレターでもこの 3 年間の総括がなされるかと思いま

すが、ここでも簡単に各委員会に関わる事業について触

れておきたいと思います。	 

	 前述しましたように、今期の理事会体制では、総務に

関わること以外でも、筑波大学事務局のご負担を可能な

限り減らし仕事を分散することを試みました。学会ニュ

ースレターに関しましては、広報委員会が編集から発送

業務まですべてを担うような形をとりました。また、ニ

ュースレターの電子配信も2014年度秋号からスタートさ

せました。ニュースレターは、今後は年間 3 号とし、そ

のうち、年に2回は電子配信でお届けする予定でいます。

但し、学会の ML(メーリングリスト)を利用して配信いた

しますので、学会事務局に皆さまのアドレスが登録され

ている必要があります。もしも、ニュースレターの電子

配信版が届かないという方は、一度事務局にアドレスの

ご確認、ご登録をお願い致します。広報委員会からも後

日詳しく紙面等を通じてご報告いただけるかと思います。	 

３）研究誌「野外教育研究」の発行について	 

	 学会の研究誌「野外教育研究」は、編集委員会が投稿

原稿の受付から発刊まですべてを担当し、現在第18巻ま

でが発刊されています。こちらも大変な作業量を抱えて

おりますが、これまで歴代編集委員の方々の大変な努力

によって支えられて来ています。年間2号（2冊）を毎年

発刊していますが、これを毎年継続していくことが難し

いという現状も抱えています（途中、投稿原稿の数が集

まらなかったことと同時に、査読が通過しなかったこと

などの原因が重なり現在1号分発刊がずれてきています）。

これらの問題を何とか解決しようと編集委員会、理事会

で討議していますが、なかなか簡単に解決できない状況

が続いています。その原因としては、投稿論文の数がま

だまだ少ないことに加え、査読審査に時間がかかること

などが指摘されています。この問題を少しでも解消すべ

く編集委員会では、投稿から発刊への道筋が少しでも早

く進められるように電子投稿システムを採用するなどし

て、鋭意努力されております。しかし、実際には、査読

が終了するまでにまだまだ時間もかかっているなどの問

題もあり、具体的な解決には至っておりません。この問

題は、今後も継続し審議していくこととなっていますが

早急に何らかの対策を立てなければなりません。とは言

え、何よりもまずは、会員の皆さまからの積極的な原稿

投稿があって初めて解決への糸口が見えてきます。皆さ

まからの投稿を今後も期待しますと同時に、投稿する側

から見て、何らかの「投稿のしにくさ」があるようであ

れば、投稿と査読の仕組み自体を積極的に改良していく

必要もあるかと思われます。会員皆さんのご意見も伺い

ながらこの点も理事会で引き続き検討していきたいと思

います。	 

４）学会大会について	 

	 学会大会は、2015 年度が第 18 回目の開催となります。

各学会大会を引き受けていただきました実行委員会関係

の皆さまに支えられて過去17回いずれも大きな問題なく

実施されてきました。おそらく、それぞれの大会では、

さまざまな問題も生じたものと思われますが、野外教育

に携わる人たち特有の臨機応変に対応できる能力をもっ

てこれまで対処されてきたものと思われます。	 	 

	 企画委員会では、これまで各地で実施されてきた学会

大会の運営ファイルを整備して「学会大会	 開催手引き」

を作成されました。この手引きでは、どこでも、誰でも

が大会を運営できるように、学会大会を引き受けてから
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大会開催までの流れや必要な手続き、準備委員会や大会

実行委員会などの持ち方などについて、時系列的に手順

が丁寧に説明されています。とても良く整備された内容

になっていますので、今後とも各所属組織や団体におい

て積極的に学会大会開催をお引き受けいただければと思

います。どうぞよろしくお願い致します。	 

	 企画委員会では、できる限り 3 年先までの学会大会会

場を決定しておき、あらかじめ皆さまにお知らせできる

ようにいたしました。また、第 18 回大会から 20 回大会

まで「社会との連携」という統一テーマを掲げて第20回

大会まで継続してシンポジウムを続けていく企画をたて

ています。間もなく設立20周年を迎えようとしています

日本野外教育学会のありかたについて、社会との連携と

いう視点から学会のあり方を皆で再考していく良い機会

ではないかと思います。	 

	 また、企画委員会では、支部支援活動も積極的に進め

ています。今回の理事選出選挙も支部の会員数を元に各

支部の理事定数が決められています。今後ますます支部

活動が活発になっていくことを期待したいと思います。	 

	 また、これは今後の課題ともなりますが、学会ではこ

れまで優れた研究論文の表彰を行ってきていますが、野

外教育学会の所属会員の中には、民間団体で活動されて

いる方も多く、優れた実践者が多数おられます。研究論

文の表彰ばかりでなく、優れた実践の表彰制度を設けて

はどうかという意見も出されています。学会独自の書籍

や記念誌等の発行物についての検討も行われております

ので、これらも含めて実現に向けた前向きな審議を今後

も続けていければと考えています。	 

５）学会としての課題と展望	 

	 私たちが日本野外教育学会を立ち上げましたときに、

現会長の飯田稔先生の計らいで、Betty	 van	 der	 Smissen

博士が日本にお祝いに来られて基調講演をしてください

ました。博士はアメリカで何十年も野外教育を研究され

ている大変著名な方ですが、その基調講演で「アメリカ

でも日本でも、私たちが行っている野外教育には大きな

課題が三つあります」という話をされました。一つ目は、

「体験を中心とした教育の領域を研究分野として確立し

ていくためには、野外教育が何を目標とする教育なのか

（教育としてどういう目標を持つべきなのか）」を明ら

かにすることの必要です。それから二つ目は、「野外教

育はどういう教育方法なのか。ほかの教育方法とは違う

独自の教育方法はどこなのか」を明らかにすべきことで

す。さらに、三番目に強く言っておられたのが

「experience（体験）の意味を明らかにすること、一体、

野外体験というのは人間にとって何なのかということを

明らかにしていくことが課題として残されています」と

いう話をされていたのがとても印象的でした。	 

	 日本野外教育学会ではこれまでに何度か「野外教育の

体系化をめざして」というテーマに基づき皆さんと議論

を進めてまいりましたが、学会として野外教育をどう考

えて行くか、更に深く掘り下げた議論が必要ではないか

と思われます。以下、簡単にではございますが、少し私

見を述べさせていただきたいと思います。	 	 	 

	 「野外教育」の研究領域の中で、キャンプや冒険的活

動、各種の野外活動や環境教育的活動、森林環境教育活

動など、さまざまな活動に参加した者が、その体験され

た内容がどのような教育効果をもたらしたのかについて

さまざまな視点から研究、分析がなされてきました。学

校教育や体験活動の教育目標とキャンプや野外活動体験

などの教育効果の関係、冒険教育における体験学習法を

はじめとするさまざまな指導法や教授法も研究されてき

ています。しかし、Betty	 van	 der	 Smissen 博士が言われ

ていた experience（体験）を学会として、あるいは研究

者、実践者としてどう考えるのか？という根本的な議論

や研究についてはまだまだ緒に就いたばかりで、不十分

なような気がしています。	 

	 「体験とは何か」、「野外教育において、我々は、体

験をどのように捉えるべきか」といった、いわば「体験」

そのものについての研究は、これまで、野外教育を研究

領域とする分野においては、多くの研究がなされている

とは言えません。おそらく、研究数が少ないことの要因

の一つには「体験」概念の曖昧さも関係しているものと

思われますが、野外教育の研究にあって、体験とは何か

について学会としても今後更に論考を進めておくことが

きわめて重要かと思われます。	 

	 学会全体のこれまでの研究傾向でも、原理的、哲学的

研究や歴史的研究が未整備であるとの指摘も以前から報

告されています。野外教育という独自の研究領域を確立

していくためには、野外教育のなかで扱われている「体

験」とは何か「野外教育では体験をどのように位置づけ

ていくか」を明確にしていく必要があります。学校教育

と体験との関係についての研究では、John	 Dewey によっ

てなされた研究が最も良く知られており、John	 Dewey の

教育論や経験論については、これまでも多数論じられて

きています。しかし、野外教育学会が設立されて以降、

野外教育という研究領域において、その最も基盤となる

べき「体験」を我々はどう考えどのように捉えるべきか

という議論が充分に尽くされていません。	 

	 野外教育研究で著名な D.R.Hammerman 博士は、かつて

Teaching	 In	 The	 Outdoors の著書の中で、野外教育の意

義の一つして、「学校の教室内では身につけることがむ

ずかしい本物の概念が体験を通して身につくこと」とし、

それを野外教育の強みの一つとして挙げています。「あ

ることばを知っている」ことと「そのことばの意味を理

解している」こととは等価ではありません。「キャンプ

という言葉を知っている」ことと「キャンプをするとい

うことがどういうことかがわかっている」には、とても

大きな違いがあり、体験をするかしないかによってその

文字やことばが持つ意味的背景も大きく異なってきます。	 

	 日本野外教育学会では、学会の性格付けを「野外教育

を学際領域と位置づけ「自然」「人」「体験」の 3 つの

キーワードを柱とします」と自らのホームページでも標

榜しています。今後、「自然」と「人」と「体験」この3

つのキーワードの関連性をみなさんの研究や議論を通し

て、一つ一つ丁寧に解きほぐしていくことが、いま学会

としても重要ではないかと思われます。	 

	 野外教育の意義やその有効性を広く国民の皆さまに理

解、認識していただくためには、野外教育そのものの定

義や意味付けを平易な言葉で表現できることも肝要かと

思われます。学会員の皆さまと更に深く議論を掘り下げ

ていくと同時に、一人ひとりの研究の積み重ねを通して

はじめて見えてくるものがあるはずです。野外教育とは

何か、体験と何かについて、今一度、原点に立ち返って

研究や議論を今後も進めて行ければと思います。	 
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日本野外教育学会	 第 18 回学会大会のご案内	 
	 

大会実行委員長：久保田	 康雄（国立阿蘇青少年交流の家）	 

	 

大会テーマ：地域の資源を活かす－人・フィールド・施設－	 

	 第 18 回～第 20 回に亘る、日本野外教育学会大会の統一テーマ「これからの野外教育の発展に向けて」を踏まえ、

第 18 回の大会のテーマを「地域の資源を活かす」－人・フィールド・施設－としました。	 

	 野外教育の事業を展開する際、地域にある資源を認識し、それを活用することが大切であると考えます。この地

域における資源を、地域で暮らし活動している「人」、地域の自然環境や特性を生かした「フィールド」、そして

地域に存在する「施設」と具体的に捉え本大会テーマとして設定しています。	 

またこの際、重要なことは、これらの資源を「どのように繋げ(紡ぎ)活用していくか」ということであり、その

具体的方策として、野外教育者が地域の方々と共に「自然体験活動プログラムの開発」や、「自然体感活動を通じ

た人材育成」、そして「自然体験に関する様々な情報の発信」等が考えられます。	 

第 18 回学会大会では、国立阿蘇青少年交流の家を実施会場としながら、熊本そして阿蘇といった地域との連携

の事例を具体的に提示しながら、これから求められる野外教育の発展の形について“地域”を切り口に展開を図り

たいと考えています。是非、ご参加下さい。	 

	 

１．期日	 

	 2015 年 6 月 19 日（金）〜	 21 日（日）	 

２．会場 
	 国立阿蘇青少年交流の家	 

	 〒869-2692 熊本県阿蘇市一の宮町宮地 6029-1	 

	 http://aso.niye.go.jp	 

	 

３．大会日程	 

◎第１日目：6月 19 日（金）	 

17:00～	 	 	 	 	 	 受付	 

(17:30～	 希望者は食堂にて夕食※要事前申し込み)	 

19:00～	 	 	 	 	 自主企画シンポジウム	 

◎第 2日目：6 月 20 日（土）	 

8:30～	 	 	 	 	 	 受付	 

9:00～	 	 	 	 開会式	 

9:15～11:45	 シンポジウムⅠ(学会企画)	 

	 	 	 	 	 	 	 昼食及び休憩	 

13:15～14:15	 基調講演	 

	 	 	 	 	 	 	 講師:佐藤義興氏(阿蘇市市長)	 

14:30～15:45	 研究発表（口頭発表①）	 

16:00～	 	 	 	 研究発表(ポスター発表・実践報告)	 

17:00～	 	 	 	 総会	 

18:00～	 	 	 	 懇親会（食堂）	 

◎第 3日目：6 月 21 日（日）	 

	 8:30～	 	 	 	 受付	 

 9:00～10:15	 研究発表（口頭発表②）	 

10:30～12:00	 研究発表（口頭発表③）	 

	 	 	 	 	 	 	 昼食及び休憩	 

13:00～15:00	 シンポジウムⅡ(実行委員会企画)	 

15:00	 	 	 	 	 閉会式	 

※オプショナルプログラムは学会ウェブサイトにて	 

	 ご案内いたします。	 

４．参加費・懇親会費	 

①参加費（大会参加費＋研究発表抄録集代）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 事前納入	 	 	 当日納入	 

	 一般会員	 	 	 5,000 円	 	 	 	 6,000 円	 

	 学生会員	 	 	 3,000 円	 	 	 	 3,000 円	 

	 団体会員	 	 	 5,000 円	 	 	 	 6,000 円	 

	 

	 非会員	 	 	 	 ［一般］	 	 	 	 ［学生］	 

１日目のみ	 	 2,000 円	 	 	 	 1,000 円	 

２日目のみ	 	 2,000 円	 	 	 	 	 	 	 1,000 円	 

３日目のみ	 	 2,000 円	 	 	 	 	 	 	 1,000 円	 

	 ３日間とも	 	 4,000 円	 	 	 	 	 	 	 2,000 円	 

	 ※非会員は、研究発表抄録集代は別に 2,000 円	 

②懇親会費	 

	 	 	 	 	 	 	 	 事前納入	 	 	 当日納入 
	 一般会員	 	 	 3,000 円	 	 	 	 	 	 	 3,500 円	 

	 学生会員	 	 	 2,000 円	 	 	 	 	 	 	 2,500 円	 

	 団体会員	 	 	 3,000 円	 	 	 	 	 	 	 3,500 円	 

	 非会員	 	 	 	 3,000 円	 	 	 	 3,500 円	 

	 

５．プログラム・研究発表抄録集の頒布	 

	 1 部 2,000 円で頒布いたします。同封の参加申込書に

て注文し、指定口座に代金を振込みください。	 

	 

６．大会参加費等の納入方法	 

	 同封の振込用紙を用いて、下記口座に振込みください。 
	 振込先	 郵便振替口座	 

	 口座記号番号：０１７６０－３－１６６０１４	 

	 名前	 日本野外教育学会第１８回大会実行委員会	 

＜他の金融機関から振込みの場合＞	 

	 銀行名：ゆうちょ銀行	 

	 店番：７１８	 普通	 口座番号：０１３７４８７	 
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７．大会参加申込	 

	 原則として、第 18 回学会大会専用ウェブサイトで申

込みをして、参加費等を納入してください（郵便または

FAX の場合、「参加申込書」に必要事項を記入して大会

事務局にお送りください）。	 

【申込期限：2015 年 5 月 8 日（金）】	 

※4 月 13 日（月）より受付けを開始します。	 

※5 月 8 日（金）までに納入確認できない場合、当日参	 

	 加料金をいただきます。また、一旦納入された参加費	 

	 等の返金はしません。	 

	 

８．研究発表・実践報告の申込および原稿提出	 

原則として、第 18 回学会大会専用ウェブサイトで申

込をしてください（郵便または FAX の場合、「参加申込

書」に必要事項を記入して大会事務局にお送り下さい）。	 

	 また、それぞれの「抄録原稿提出要領」に従って抄録

原稿データを提出してください。	 

【申込・原稿提出期限：2015 年 5 月 8 日（金）】	 

※4 月 13 日（月）より受付けを開始します。	 

☆発表資格および注意事項	 

◆発表の資格に関すること	 

１．筆頭者および演者は、正会員、名誉会員、団体会員	 

	 	 （一般）、賛助会員、および大会実行委員長が認め	 

	 	 た者とする。ただし、非会員であっても外国人研究	 

	 	 者に関してはこれを認める。	 

２．共同研究者には、非会員が名前を連ねても差し支え	 

	 	 ない。	 

３．筆頭者および共同研究者に関して、会員は年会費を	 

	 	 期日までに完納していること。また非会員は所定の	 

	 	 発表投稿料（3,000 円）を期日までに納付すること。	 

◆発表の方法等に関すること	 

１．原則として未発表の研究に限る。	 

２．筆頭の発表（口頭発表、ポスター発表、実践報告）	 

	 	 は、1 回の大会において 1 題目に限る。	 

３．発表の言語は、日本語あるいは英語とする。	 

４．やむをえない理由で演者が発表できなくなった場合、	 

	 	 事前に大会実行委員長の承認を得て、共同研究者に	 

	 	 よる代演を認める。	 

◆抄録原稿に関すること	 

１．一度提出した抄録原稿の訂正はしない。	 

２．発表された抄録は、学会ウェブサイトに掲載する。	 

◆その他	 

１．本学会が定める倫理規定を順守すること。	 

２．以上の発表要件に満たない研究は、発表を取り消す	 

	 	 場合がある。	 

	 

９．自主企画シンポジウムの申込および原稿提出	 

	 「自主企画シンポジウム」とは、18 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	 

者等を設定して実施されるシンポジウムです。	 

	 企画を希望する会員は、原則として、第 18 回学会大

会専用ウェブサイトから申込みをしてください（郵便ま

たは FAX の場合、「自主企画シンポジウム申込書」に必

要事項を記入して大会事務局にお送りください）。	 

	 また、「自主企画シンポジウム抄録原稿提出要領」に

従って抄録原稿データを提出してください。	 

【申込・原稿提出期限：2014 年 4 月 24 日（金）】	 

※4 月 13 日（月）より受付を開始します。	 

	 

１０．食事及び宿泊について	 

	 施設内の食堂及び宿泊施設がご利用頂けます。但し、

事前に「参加申込書」で申込み、代金を振込みください。	 

夕食（1 日目のみ）：700 円、宿泊（1 泊朝食付き）：600

円、昼食（1 食）：500 円	 

	 

１１．会場までの交通機関	 

	 国立阿蘇青少年交流の家	 

	 （http://aso.niye.go.jp/access/index.html 参照）	 

◆JR(豊肥本線)	 

	 JR 熊本駅から普通電車で約 90 分	 

◆バス(やまびこ号)	 

・熊本空港から JR 宮地駅前まで約 50 分	 

・熊本交通センターから JR 宮地駅前まで約 100 分	 

◆タクシー	 

・JR 宮地駅から 3.3km 約 6 分(徒歩約 40 分)	 

◆自動車	 

・熊本 I.C.から国道 57 号線で約 60 分	 

・熊本空港から国道 57 号線で約 45 分	 

・JR 熊本駅から国道 57 号線で約 90 分	 

※熊本空港から無料バスを往路復路各一台用意します。

希望者は事前に申し込み下さい(50 名までとなります)。	 

・6 月 19 日は熊本空港 16:00 発	 

・6 月 21 日は交流の家 16:00 発	 

	 

１２．第 18 回学会大会専用ウェブサイト	 

	 各種申込や原稿提出は、下記 URLから行ってください。	 

http://joes.gr.jp/aso2015/	 

	 

１３．その他	 

	 託児用の部屋をご用意します。	 

	 

１４．大会事務局・問い合わせ先	 

	 〒814-0180	 福岡市城南区七隈 8-19-1	 

	 福岡大学	 スポーツ科学部	 築山研究室	 

	 日本野外教育学会第 18 回学会大会事務局	 

	 築山泰典	 

	 TEL：092-871-6631(代表)(内線 6719)	 

	 FAX：092-865-6029(スポーツ科学部事務室)	 

	 メール：18th@joes.gr.jp	 
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研究発表（口頭発表・ポスター発表）	 抄録原稿提出要領	 
	 

１．原稿枚数：口頭発表はA4版 2頁、ポスター発表はA4版 1項とします。原稿は、白紙を縦置きにし、天地左右に25mmの余白を設

定し、ワードプロセッサ等で作成してください。	 

２．演	 題：（14 ポイント・ゴシック体）演題は 1 行目（必要があれば２行目まで可）に、副題がある場合は改行してそれを記載し

て下さい。また、演題（あるいは副題）の下の行に、英文タイトルを記載して下さい。	 

３．氏	 名：（12 ポイント・明朝体）英文タイトルの下に 1 行空白を設け、その下の行に氏名と（	 ）内に所属を記載して下さい。

また、共同研究者も同様に連記し、演者氏名の前に○印をつけて下さい。	 

４．キーワード：（10ポイント・明朝体）氏名の下に1行空白を設け、その下に発表内容のキーワード（2〜5個）を記載して下さい。	 

（例）キーワード：○○○○、○○○○、○○○○	 

５．本	 文：（10 ポイント・明朝体）キーワードの下に 1行空白を設け、その下から本文を記載して下さい。本文は、1行あたり 20

～22文字の2段組とし、１頁の行数は、演題の行を含め40行程度とします。	 

６．図・表および写真：図・表および写真は、原稿に直接挿入し、「通し番号」と「見出し」をつけてください。	 

７．提出方法：原則として、学会大会専用ウェブサイトから、PDF形式の原稿データを提出してください。なお、原稿の校正は行わず、

そのままオフセット印刷で抄録集に記載します。	 

８．原稿締切：平成27年 5月 8日（金）必着	 

９．その他：上記の提出要領に沿わない原稿は受付けません。	 

	 

	 

実践報告	 抄録原稿提出要領	 

	 

	 抄録集に実践報告の概要を掲載します。以下、原稿の作成・提出の要領、留意事項をご確認ください。	 

１．原稿内容	 

	 ・「演題」「英文タイトル」「氏名と所属」「概要（200字以内）」を作成して下さい。大会実行委員会で編集し、抄録集に掲載し

ます。	 

	 ・演者氏名の前に○印をつけて下さい。	 

２．提出方法	 

	 ・原則として、学会大会専用ウェブサイトから原稿内容を提出して下さい。	 

	 ・原稿締切は、平成27年 5月 8日（金）必着	 です。	 

３．発表方法	 

	 ・当日の発表は、研究発表（ポスター発表）に準じた形式となります。	 

	 

	 

自主企画シンポジウム	 抄録原稿提出要領	 

	 

	 抄録集に自主企画シンポジウムの紹介文を掲載します。以下に、原稿の作成・提出の要領、留意事項をご確認ください。	 

１．原稿内容	 

	 ・「シンポジウムテーマ」、「テーマの英文」「企画担当者（役割も含めて）」「企画の趣旨（400字程度）」を作成してください。

大会実行委員会でA4版 1/2頁程度に編集し、抄録集に掲載します。	 

	 ・企画担当者については、氏名の後に（	 ）を記し所属を記入してください。また、役割については、企画者、コーディネーター、

話題提供者、指定討論者など、ご自由に設定してください。	 

2．提出方法	 

	 ・原則として、学会大会専用ウェブサイトから原稿内容を提出して下さい。	 

	 ・原稿締切は、平成27	 年 4月 24日（金）必着	 です。	 

３．留意事項	 

	 ・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、5月上旬に申込者に決定連絡する予定です。	 

	 ・テーマや趣旨が本学会の趣旨と著しく異なっていたり、事前の申込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、十分にご留意ください。	 

	 ・原稿提出後に、企画内容・場所・機材等について、申込者にメール等で連絡調整をする予定です。	 
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2014 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・大学院生が今年度執筆し

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。2015 年 2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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カンファレンス・シンポジウム	 参加報告	 

多田	 聡（明治大学）	 

	 

	 日本野外教育学会に関連する 2 つの会合に参加してき

ました。私の他にも多く学会員の方々が、様々な関連行

事に参加されているようですので、是非、ニュースレタ

ーやＨＰ上で会員間の情報共有ができればと思い、今回

投稿させていただきました。	 

	 

International	 Adventure	 Conference	 

	 このカンファレンスは、今回が 3 回目と新しいミーテ

ィングです。これまで 2 回はスコットランドで行われ、

今回初めてノルウェーでの開催となりました。私の場合

は、ノルウェーの自然思想に関心がありましたので、ノ

ルウェー開催という点をみて、とりあえず参加してみま

した。アドベンチャーツーリズムに関わる研究者、教育

者、実践者などが参加しています。今回のテーマは、ア

ドベンチャー活動で起こる人間と自然との関わりでした。

アドベンチャーツーリズムという大きな枠で捉えること

で、様々な関わりの人たちが集まっている事に意味があ

るように思いました。	 

	 2014年11月24日から26日までノルウェーのソンダル

で行われ、29 カ国から 300 名の参加者がありました。日

本からの参加は自分一人だけでした。前々日の22日から

プレイベントがあり、私は氷河でのスキーと北欧の野外

生活体験（フリルフスリフ）のワークショップに参加し

ました。事例報告や研究発表については、英語力の問題

もあり十分に理解できない部分もありましたが、プレイ

ベントで多くの方々と触れあうことができ有意義な時間

を過ごせたように感じます。日本野外教育学会の大会で

も、プレイベントのような活動が会員間の距離を近づけ

るために必要だなと、改めて実感しました。	 

	 次回は、2015 年 9月 9日から11日の日程で英国、シェ

フィールドで開催される予定です。	 

※参加するための最大の壁は費用です。ノルウェーの場

合は、物価が日本の 2 倍程度の感覚です。その上、参加

費だけで6、7万円、交通費、宿泊費、プレイベント参加

費などを含めると大変な出費となってしまいました。覚

悟が必要です。	 

	 http://adventureconference2014.no/	 

	 http://dev.adventureconference2015.co.uk/home	 

	 

	 

	 

	 

国際シンポジウム ESD と場の教育	 

	 2015 年 1 月 11 日、12 日、東京・代々木の国立オリン

ピック記念青少年総合センターで「ESDと場の教育」と題

して国際シンポジウムが開催されました。このシンポジ

ウムは、日本野外教育学会も後援となっている企画です。

ESD(Education	 for	 Sustainable	 Development)	 は、すで

に周知の通り「持続可能な開発のための教育」であり、

「国連 ESD の 10 年」（2005 年〜2014 年）として、取り

組みが進められてきました。昨年11月には、名古屋での

ユネスコ国際会議において、その後継プログラムとして

「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）」

が開始されることが報告されています。場の教育とは、

PBE（Place-Based	 Education）の日本語訳で「地域に根

ざした教育」とすることもあるようです。「ある場所に

注目し、そこにある暮らし、社会、経済、事業、自然環

境、動植物、文化、芸術、伝統、光景などすべてを、全

体として学びの場とすること」と説明されています。野

外教育に通ずる考え方として、以前から関心がありこの

シンポジウムに参加しました。	 

	 1日目は、海外からのゲストによる各国における持続可

能性に関連した教育の現状についてお話を聞きました。

スコットランドからはエジンバラ大学のピート・ヒギン

ズさん、ニュージーランドからはマオリの野外活動家イ

ヒ・ヘケさん、タイからはチェラロンコン大学講師でニ

ュースキャスターでもあるというジェサダ・サラトーン
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さんによる基調講演が行われ、その後、会場からの質問

に回答してもらう形式のパネルディスカッションとなり

ました。	 

	 ヒギンズさんは、スコットランドにおいて持続可能性

のための教育が公教育の一つの柱とされる上で重要な役

割を果たした人物で、それまでの経緯や考え方などにつ

いて講演されました。現実の例を知ることでイメージを

強くすることができました。	 

	 ヘケさんは、マオリ族としてのアイデンティティを継

承するための教育を実践されている方で、実際にニュー

ジーランド内においても成果が上がってきているといい

ます。大きくてがっちりとした体格からも雰囲気を感じ

ましたが、マオリ族の考え方を明確に伝える姿勢に感銘

を受けました。この様な力強さが必要なことなのかもし

れません。	 

	 サラトーンさんは早稲田大学で博士号と取得しており、

4 年間日本で生活していたということです。タイおよび

ASEAN における環境教育の現状について報告してくれま

した。タイでは、国王の先導で以前から環境教育、特に

農業に関連したものが進められているといいます。また、

ASEAN 諸国は国としては様々な違いがあるが、お米を主食

としている点で共通しており、日本も参加している米を

題材にした ESD ライスプロジェクトについて報告があり

ました。	 

	 2日目は、まず、エネルギー自給率が160％の町、岩手

県葛巻町長である鈴木重男さんの講演がありました。若

者が都市に流出してしまう問題は深刻で、地域を活性化

してくための様々な取り組みについて紹介がありました。

若者を都市に流出させてしまう近代教育の在り方に問題

があるという指摘もありました。	 

	 その後、以下の 3 つのテーマに分かれて分科会が開催

されました。	 

①暮らしと学び：トランジションタウンの試みなどから	 

②野外教育・自然体験と地域：自然体験に社会の視点を	 

③公教育と地域：新潟県立長岡中学校などを事例に	 

	 私は②の野外教育に関連した分科会に参加しました。

北海道教育大学岩見沢校の前田和司先生、玉川大学の難

波克己先生、本学会理事長・明治大学の星野敏男先生か

ら話題提供の後、6から 7人のグループに分かれてディス

カッションが行われました。前田先生のお話の中で、環

境学、野外教育、冒険教育、野外活動、環境社会学とい

った分野において主となる「場」とは、どのような場で

あるかというような問いが投げかけられました。野外教

育における場とは、「キャンプ場」なのではないかと・・・・。

日本野外教育学会としては、もう少し社会との関わりを

探りながら展開を考えて行く必要があるのではないかと

考えさせられました。限られた時間の中での議論はいつ

もそうですが、時間不足となった気がして、残念でした。	 

報告はエコプラスのWEBサイト	 

http://www.ecoplus.jp/top.php?lang=ja で紹介され、ま

たより詳細な報告書も作成されるとのことです。	 

	 

	 

日本野外教育学会	 第４回中部・甲信越ブロック会議	 報告	 

「育ちの場としての野外教育」	 

遠藤	 知里（常葉大学短期大学部）	 

	 

	 日本野外教育学会中部・甲信越支部では、平成26年 11

月 29日（土）に「育ちの場としての野外教育」をテーマ

に、第４回中部甲信越ブロック会議を開催しました（於：

国立中央青少年交流の家）。当日は、学会員 9 名（大学

院生 2 名を含む）、一般 4 名（野外活動施設や自然学校

の関係者）、学部学生 13 名の計 26 名が集い、「指導者

として育つということ」について、世代や立場を越えて

語り合う場となりました。	 

	 今回のテーマについてですが、「野外教育の場は参加

者の育ちの場でもあるが、指導者の育ちの場でもある。

しかし、指導者自身が自分自身の成長に目を向けること

は少ない（が、それは結構大切なことなのではないか）」

という問題意識がまずありました。このブロック会議は

学生の参加が多いので、「学生の少し前を歩いている」

といえる年代の野外教育指導者として、朝霧高原をフィ

ールドとして活動されてきた 3 名（常葉大学教育学部・

太田正義さん、常葉大学教育学部・白木賢信さん、静岡

県立朝霧野外活動センター・櫻井良樹さん）と、富士山

周辺で活動されているホールアース自然学校の松本美乃

里さんに、ご自身の経験を中心とした実践提案（今回の

場合は、「野外教育指導者に“なった”自分のことを話

す」ということ）をしていただき、最後に参加者どうし
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が自由に討議するという形式でのミーティングとなりま

した。引き続き行われた夜の交流会でも、文字通り膝を

交えての語りあいが続きました。	 

	 今回のブロック会議で特に印象的だったのは、自然学

校の方と若い学生の交流です。また、3000m 級の山に隔て

られているためか、これまでなかなか出会えなかった静

岡県の仲間と信越の仲間が語り合えたことも有意義だっ

たと思います。お互いの間にたくさんの「たね」が埋め

られたように感じます。これから、いろいろな芽吹きが

あることを願っています。	 

	 翌日のオプションツアーでは、実践提案をしていただ

いた皆さんを案内人に、静岡県立朝霧野外活動センター

とホールアース自然学校を見学しました。富士山東麓で

ある御殿場から、富士山の南側をぐるりと回って西麓へ

と具体的に場を移し、さらにはそれぞれの団体の「家（ホ

ーム）」ともいえる施設や周辺の自然にお邪魔させてい

ただくことで、前日の実践提案に対してもう一度思いを

向けることができました。個人的な感想ですが、案内人

と共にその人のフィールド（ホーム）でもある自然の中

に入ることで、その人の経験と自分自身の経験の接点と

を、自然な形で発見できたような気がしました。	 

	 最後になりましたが、参加者の皆さんのご協力により、

充実したブロック会議を行うことができました。心から

感謝申し上げます。	 

	 

	 	 	 

                          膝を交えて語り合う                                    フィールド見学ツアー（ホールアース自然学校）  

 


