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日本野外教育学会第 16 回大会	 報告	 

	 

◆	 日本野外教育学会第 16 回大会を終えて	 

大会実行委員長	 	 遠藤	 浩（京都教育大学）	 

	 

	 日本野外教育学会第 16 回大会は 2013 年 6 月 22 日～

23 日の 2 日間、京都市の京都教育大学を会場として開

催いたしました。大会参加者は 175 名（うち学生会員

30 名）で、自主企画シンポジウム（3件）、基調講演（3

名）、懇親会（137 名参加）、研究発表（合計 65 題）

を実施いたしました。	 

	 今回の大会で京都らしさをどう打ち出すかを準備委

員会の先生方と相談してきました。学会テーマを「京か

ら明日へ－京都の伝統・文化から明日の野外教育を考え

る－」としましたが、日程やその他の関係で金曜日のエ

クスカーションは実施できないと判断し、このテーマの

中核を基調講演にしようと考えました。3名による講演

という今までにない形式を計画しました。京都は古き良

き文化が残っている都市ですが、同時に大学が多く、研

究者・学生が多くいる学問の街でもあります。古い文化

を新しい視点で広げている京都人 3名の講演は、古き良

き物を活かして新しい教育を模索する野外教育に通じ

るものがあると思ったのです。	 

	 

	 

	 
	 

	 

	 梶田さん（法然院貫主）は仏教の考え方に基づきなが

ら、「法然院森のセンター（共生き堂）」を作り大学の

専門家とも共同しながら環境学習活動を行っています。

仏教の世界における「愛と慈悲」や「願と行」の話にと

ても感銘を受けました。浜崎さんは華道本能寺家の華道

家でありながら大学で心理学を学んだ心理カウンセラ

ーでもあり、「フラワーサイコロジー研究所」の所長と

して花を用いたセラピーを行い、不登校児やＤＶ支援に

も取り組んでおられます。「価値のない花や人はなくて、

一輪の花の命と個性を尊重し、存在価値を認めていくこ

とを通して人も同じであるということに気づく」との言

葉は野外教育に通じるすてきな言葉でした。長澤さんは

1988 年より有機農業をはじめ、作った野菜は京都の超

一流の料理人から高い評価を得ています。50 歳を過ぎ

てから大学院で勉強し、現在は大学の嘱託講師として農

業塾も開講しています。また小学生を持つ親子対象の総

合的な食育としての食農体験プログラムも実施してい

ることなどをお話いただきました。	 

	 野外教育の世界にすてきな刺激を与えて下さった 3

名の講演は参加した学会員からも高く評価していただ

き、私も大変うれしく思っております。時間の関係で講

演後の質問の時間はとれなかったのですが、懇親会にも

参加していただき、学会員との交流もしていただきまし

た。浜崎さんは講演会後に懇親会会場で花を飾っていた

だき、長澤さんからはおいしい野菜をご提供いただきま

した。	 

	 もうひとつ、実行委員会として心がけたのは、「おも

てなし」（今流行の言葉ですが）の心です。大会プログ

ラムとしては例年の大会と比較して目新しい物もなく、

小さな大学での開催でご不便をおかけしたことも多か

ったとは思いますが、実行委員会メンバーだけでなく、

学生スタッフも学会員の皆様に気持ちよく大会を過ご

していただくよう心がけました。京都らしい雰囲気を味

わっていただくためにもっといろいろなことができた

のではないかと反省することも多くありますが、多くの

方々のご支援もあり無事実施できたことで今はほっと

しております。	 

	 第 16 回大会を終えて、学会に参加していただいた

方々に御礼を申し上げます。また学会大会に協賛いただ

いた団体・個人の皆様、自主企画シンポジウムを提供し

ていただいた先生方、会場である京都教育大学の関係者、

そして献身的に大会をサポートしてくれた各大学の学

生諸君にも実行委員会を代表して心から感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。	 
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◆	 基調講演	 

	 京都市内にある法然院は、境内をアーティスト達の発

表の場や、市民団体のシンポジウムや講演会講座の場と

して開放している。1年を通して様々な人が自由に利用

できるお寺となっている。	 

	 日本には多くの神社が存在し、お盆や法事など多くの

宗教行事に参加するが、日本人の多くは特定の宗教をも

たない「無宗教」と答える。しかし、日本には古来より

先祖教という宗教が存在し、亡くなった先祖を弔うこと

により、先祖が生きている私たちを守ってくれるという

宗教である。例えば、お墓参りをして墓石に水をかける

際は地元の水がふさわしいと言われており、その行為に

は、亡くなったご先祖様にふるさとを思い出してもらう

という願いが込められているからなのである。	 

	 仏教には輪廻の考え方があり、現世は人間だが前世は

牛だったかもしれないし、来世は木になるかもしれない

という考え方である。つまり自然と人間を区別するので

はなく、この世のもの全ては生きていると考えることが

大切であり、 低限の殺生で生きていくということであ

る。これこそが人間に求められるもっとも自然な生き方

である。本来人間が物事を捉える際は、その事象に対し

「善悪」という概念を持って関わっていた。しかし、そ

の概念が変化し、今ではその事象に対し「損得」という

概念を持って関わることが多くなってしまっている。さ

らに、自分にとってマイナスな事象が起こると「運が悪

かった」という感覚になるが、それは「運」がなかった

のではなく「縁」がなかったと考えるべきである。	 

	 

	 	 	 	 

	 花は誰もが身近に感じることができるものである。

そしてその花にまつわる経験は、人それぞれであり、

だからこそ花を生ける行為は自己表現がしやすいので

ある。また花は、人の五感を刺激するもので、人と同

じ生命体であるからこそ時間とともに変化してゆく。

花が枯れる事実は、自分だけでなく他者もが共有でき

る事実である。	 

	 
	 

	 華道精神に「価値のない花や人はない。一輪の花の

命と個性を尊重し、存在価値を認めていくことを通し

て、人も同じであることに気づく」という考え方があ

る。どんな花でも、花をいける人の工夫によって美し

い見栄えになる。これは心理学的なカウンセラーの態

度条件と一致することから、セラピーに花を取り入れ

た。そのひとつに認知症ケア「いけばな療法」がある。

認知症高齢者がいけばなで自己表現することで、日常

の BPSD が緩和される。施設に飾るいけばなを作成する

または世話をすることで、認知症高齢者は自分の役割

を持つことができ、介護者や家族の認知症高齢者に対

する捉え方も、いけばなを通した感動体験により変化

する。介護者や家族の変化が施設全体に影響し、ケア

の質、環境がより良好になる。結果的に良い循環がで

き、認知症高齢者に及ぼす効果をさらに増加させるこ

とができる。いけばなをすることによって、いける人

と観賞する人や植物、器などとの出会いがあり、その

出会いが認知変容につなげることができる。このよう

な出会いを提供する場として、「Tutti	 Casa」を設立

し、多くの出会いを提供している。無理なく生活の中

に花を取り入れ、一輪の花と向き合うことで意識して

いなかったことに気づくことができ、新たな自分に出

会うきっかけになってくれる。	 

「日本人の自然観～佛教と先祖教」	 

梶田真章（法然院	 貫主）	 

「花のある暮らしを取り入れ、心豊かに生きる」	 

浜崎英子（フラワー・サイコロジー研究所	 所長）	 
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	 私たちが生存し成長していくためには食は欠かせな

いものである。しかし近年その食を生産している農業が

危機的状況にある。食糧自給率は低下しつづけ、人工的

食品は増加しており、より安全な食品が求められる。自

身も農家を継ぐが、自身の体調の変調を機に化学肥料や

農薬を使う慣行農法に疑問を抱いた。1988 年には有機

農業へ転換したが、約 10 年間は、暗闇の中で模索する

農業が始まった。痩せた土や虫の影響で市場に卸せる野

菜は皆無だった。辛うじて売れそうな野菜を軽トラック

の荷台に乗せて妻と2人で売り歩く時期が約5年続いた。	 	 

	 その後、野菜問屋に継続的に売れるようになったが、

見た目が美しくない等の理由から、農薬を使っていた時

の半分にしかならなかった。赤字脱却まで 5年、まとま

った収穫を得るのに 7・8 年、継続的に市場へ出荷させ

るようになったときには、すでに 10 年が過ぎていた。	 

	 その後は、吉兆を筆頭に多くの有名老舗と取引をする

ようになった。超一流料理人たちから高い評価を受ける

ようになったが、そのノウハウは一切隠さない。輸入野

菜が多く出回る市場では普通の日本産の野菜では通用

しない。付加価値の高い日本の有機栽培野菜を作るため

の役に立つためなら何でもするという立場である。月に

1度でもよいから少し高い野菜を食べてもらいたい。そ

してその野菜の生産者に思いをはせながら味わうこと

が、日本の食を支えていくことになる。	 

	 

	 	 	 	 	 

	 

	 3 名の講師とも直接的に野外教育に関わる方々ではなかったものの、私たちにとってその大切さを再認識させて

下さる、そのような講演内容でした。	 

報告者：石田頼識（福岡大学大学院）、山下就仁（福岡大学４年生）、築山泰典（福岡大学）	 

［以上の詳細は、次号の野外教育研究に掲載予定です。］	 

	 

◆	 自主企画シンポジウム	 

	 本企画では、大きく分けて①ウィルダネス教育及びウ

ィルダネス教育協会（以下、略称 WEA）とは何か、②2013

年 3 月に開催された資格認定コースの概要と特徴につ

いての報告、③WEA のカリキュラムの普及活動を展開す

ることを目的とした日本ウィルダネス教育協会（以下、

略称 WEAJ）の活動について、④今後の WEAJ の展望につ

いてのディスカッション、といった 4つのテーマから次

のような報告と議論がされました。	 

	 WEA とは、1977 年にアメリカで設立された野外教育団

体です。ウィルダネス環境を活用した教育を主張し、野

外教育者・指導者を養成しています。本企画では WEA

の本資格認定コースについて、基礎資格となる

Wilderness	 First	 Aid のことや、学習の中心となる 6

つの教育要素（①野外生活、②行動計画、③リーダーシ

ップ、④リスクマネジメント、⑤自然との共生、⑥教育）

があること、当日の行動や意志決定に関わる日替わりの

リーダーや SPEC モデルを意識した指導実習が課される

こと、リーブ・ノー・トレイス（以下、略称 LNT）の技

術を学びトレーナー資格が取得できること、などが報告

されました。特に LNT についてはワークショップ形式で

「いのちと食をつなぐ有機農業」	 

長澤源一（京都太泰「長澤農園」	 園主）	 

「日本ウィルダネス教育協会の活動と今後の展望を考える」	 

	 	 コーディネーター：西島大祐（鎌倉女子大学短期大学部）	 

	 	 話題提供者：濱谷弘志（北海道教育大学）	 豊田啓彰（Wilderness	 Medical	 Associates	 Japan）	 

	 	 	 	 	 梶尾広美（かごしま野遊人の会）	 大杉夏葉（大阪体育大学大学院）	 

	 	 指定討論者：岡村泰斗（backcountry	 classroom	 Inc.）	 
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実践するなど、会場の皆さんと一緒に LNT に対する理解

を深めることができました。また、わが国で WEAJ が立

ち上がり、WEA のカリキュラムの普及活動を展開し始め

たことや、2013 年 9 月には WEA の資格認定コースを国

内で初めて開催することなどが報告されました。 後は

今後の WEAJ の展望について会場の皆さんからご意見・

ご質問をいただき議論することもでき、有意義なシンポ

ジウムとして幕を閉じることができました。	 

報告者：西島大祐	 

	 本企画では、筑波大学の渡邉仁先生に、長期移動型キ

ャンプに参加した不登校生徒について発表いただき、事

例検討を行いました。参加者は、発表者を含め 22 名で、

プログラムに関すること、クライエント理解に関するこ

と、あるいは事例のまとめ方など様々な観点から活発な

質疑応答が行われました。この企画を始めた 4 年前から

比べると、参加者の方々の事例検討への理解が少しずつ

深まってきたように感じました。	 

	 指定討論者の杉岡先生には、事例理解のための貴重な

コメントをいただきました。プログラムの中で、私たち

カウンセラー（指導者）が目を向けていなければならな

かった点など多々気付かされました。また、アセスメン

トのために描かれたクライエントの描画（風景構成法）

の解釈についても、初学者の方々にも分かりやすくコメ

ント下さいました。事例の発表時間等が長かったので、

杉岡先生のコメントが短くなってしまったことが残念で

した。今のところ、このシンポジウムの事例検討では、

実際のカウンセリングに役立てるという側面が強いので

すが、さらに、事例から研究（事例研究）につながる知

見を見出し議論できることが課題であるように感じまし

た。	 

報告者：坂本昭裕	 

	 「体験の風をおこそう」運動は、子どもの健やかな成

長に、体験がいかに大切かを広く発信し、社会全体で体

験活動を推進する機運を高める運動で、平成22年より国

立青少年教育振興機構が各青少年団体と連携して取り組

んでいます。今回の自主企画シンポジウムは、大学関係

者、民間事業者、青少年教育施設関係者など様々な立場

の人たちが集まる学会において、体験活動を地域や社会

に普及させていくためにはどうしたらよいのか、地域や

社会を巻き込みながら、“体験の風”をおこしていくた

めにはどうしたらよいのかについて、互いの役割につい

て考えたり、それぞれの持ち味を生かした連携の方策な

どが出しあうことによって、体験活動をより広げていけ

たらという思いから、企画しました。まず、話題提供と

して、青少年教育施設の事例を機構本部の山本裕之氏、

国立赤城青少年交流の家の髙瀨宏樹氏に、地域に根ざし

た事業を展開している民間の事例を NPO 法人信州アウト

ドアプロジェクトの島﨑晋亮氏、近隣の施設や団体と連

携して実習を行っている大学の事例を淑徳大学の瀧直也

氏に、それぞれが行っている事例を発表してもらいまし

た。それから、参加者約 20 名が 2 グループに分かれて、

それぞれ自身が所属している立場（大学、民間（地域）、

青少年教育施設、学会など）から、互いの立場の強みや

課題を出し合い、関係するものをつなぎ合わせる作業を

行いました。話し合う時間が少なく、テーマも幅広かっ

たため、意見をまとめるまでは至らなかったのですが、

それぞれの立場の強みを生かしていくことの重要性や課

題を補うために連携をしていくことの可能性に気づくこ

とができたと思います。	 

	 学会は研究の場ではありますが、野外教育学会の研究

の場は、体験活動の実践の場でもあります。さらに、体

験活動を実践していくことは、それ自体が体験活動を普

及していくことにもつながると思います。これをきっか

けに、学会という幅広いネットワークを生かして体験活

動の普及が推進されていくことを期待しています。	 

報告者：齋藤雄	 

「野外教育における心理臨床的アプローチ	 〜事例に学ぶIV〜」	 

	 	 企画者：坂本昭裕（筑波大学）	 話題提供者：渡邉仁（筑波大学）	 

	 	 指定討論者：杉岡品子（北翔大学）	 司会者：吉松梓（駿河台大学）	 

「体験活動への入り口はどこ？いつ？誰と？	 

	 ～体験の風をおこしていくためにみんなでできること～」	 

	 	 司会者：藤江龍（国立三瓶青少年交流の家）、齋藤雄（国立青少年教育振興機構）	 

	 	 話題提供者：山本裕之（国立青少年教育振興機構）	 高瀬宏樹（国立赤城青少年交流の家）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 島﨑晋亮（NPO法人信州アウトドアプロジェクト）	 瀧直也（淑徳大学）	 
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◆	 2nd	 International	 Research	 Forum	 
	 昨年、国際交流小委員会主催にて行った国際研究集会

（IRF）は、今年は企画委員会の主催で開催されました。

昨年からの継続の国内外参加・発表者に加え、これまで

JOES と関わりのなかった海外研究者、また昨年度発表者

の教え子の大学院生が海外から発表に挑戦したことなど、

新たな輪が広がったことが今回の喜ばしいことでした。

当日はアメリカと台湾からの発表が 5 題、国内からが 3

題となり、バライティに富んだ演題が揃いました。特に

初参加であったアメリカのベテラン教授のユニークな着

眼点や、2名の台湾の大学院生が、非常に緊張しながらも

一生懸命努力して準備してきた演題について発表する姿

に、皆引き込まれました。質疑応答においては、日本語・

英語・中国語を織り交ぜながら、お互い通訳しながらア

ットホームな雰囲気の中、国際集会ならではの多文化的

な視点でディスカッションが進行し、IRFという場を持つ

意義を再確認できました。語学の難しさよりも、自国内

ではなかなか気づけない新たな視点や発見をする喜びを

共有し、お互いの世界を広げる、そういった世界へつな

がる一つのステップとしての IRF の今後のさらなる発展

を期待しています。	 

報告者：林綾子（びわこ成蹊スポーツ大学）	 

	 

	 	 	 	 
	 

◆	 参加者の感想	 
●「野外は人を育てる」その信念の基、野外教育を行っ

ている。ただひたすら参加者の事を考えて、プログラム

を考える。野外活動を通して参加者たちは何かが変化を

していて、そしてそれはきっと望ましい変化である、と

感覚的には感じていても、実際にはそれがどんな変化な

のか、良い変化なのかは明らかではない。野外教育とい

うものに魅せられ活動していく中で、日に日に野外教育

の効果を感覚的なものではなく、根拠のあるものとして

実証しなければならないと強く感じていた。そのような

中で、日本野外教育学会に参加をした。さまざまな研究

手法を用い、独自の目線で、さまざまな視点から野外活

動を見つめていた。そのどれもが新鮮で、研究手法や結

果から、改めて自分の行っている野外教育とは何なのか、

ということを見つめなおすことができた。また、多くの

「同志」がいることを知った。各施設、各大学、日本全

国で野外教育の可能性を信じ、活動している方々がいる。

互いに自分の考えを共有する中で、共感する事や、自分

が見えていなかった野外教育の一面、深みを知れたこと

は大きな財産となった。日本野外教育学会を通して、「野

外は人を育てる」という信念を実証する可能性、そして

多くの「同志」との繋がりを感じ、さらなる野外教育の

発展に従事したいと強く思った。	 

徳田真彦（大阪体育大学大学院）	 

●前回の沖縄大会に引き続き、今回も北海道教育大学岩

見沢校アウトドア・ライフ専攻のゼミ生 9 名で参加させ

ていただきました。シンポジウムでは３人の方のお話を

うかがい、それぞれの方の自然へのアプローチのあり方

について学ぶことができました。自然へのアプローチは

多種多様で、さまざまな方法があり、それでいて老若男

女の幅広い世代の方々が自然と関わることのできるきっ

かけづくりになるものだと感じました。研究発表では、

昨年参加した時よりも野外教育とその研究に対する理解

が深まりました。そして、今後の残りの大学生活に向け

て良いモチベーションをつくることができました。学会

に参加することにより、新しい「野外」について知るこ

とができました。常に変化していく自然環境の中で日本

の野外教育も変化し続けていくものだと感じました。そ

のアプローチの仕方には多くの種類と考え方があるのだ

と思いました。多くの方々と交流し、意見交換ができる

場である学会で今回もたくさん学ぶことができました。

社会人になっても日本の野外について目を向けていける

「大人」になりたいと思います。今大会の実行委員の皆

様の力があったからこそ充実した学会大会になったのだ

と思います。	 

	 本当に、ありがとうございました。	 

村上俊貴（北海道教育大学岩見沢校４年生）	 
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日本野外教育学会	 中国・四国ブロック会議	 報告	 
	 

テーマ：「スカウト活動とジャンボリー大会」	 

日	 時：2013 年 8月 3日(土)	 10 時 30分〜17時 00分	 

参加者：15名（学会員9名、一般参加者6名）	 

●中国・四国ブロックには40余名の会員が所属しており

ますが、エリアが広範囲であり一堂に会する機会を逸し

てきました。しかし、今回日本ボーイスカウト連盟に協

力･支援をいただき、8 月 3 日、山口市きらら浜で開催さ

れた第 16 回日本ジャンボリー大会（兼第 23 回世界ジャ

ンボリー大会プレ大会）にゲスト参加し、ジャンボリー

大会での様々なスカウト活動プログラムの視察、体験の

機会をいただくとともに、大会主催者やボランティアス

カウト指導者の方々との、研究的視点をもった意見交換、

協議の場を持つことができました。今回、我々学会員か

ら見たジャンボリーの多用な「感覚」の共有ができたの

ではないかと思います。また国立青少年教育振興機構研

究センターの調査研究について、担当者からの報告もあ

り、成果を測定する客観的指標についての意見交換も行

うことができました。中国・四国ブロックは、2年後の世

界ジャンボリー時に研究会を開催する予定です。	 

報告者：清水幸一（四国学院大学）	 

 
●参加者の感想 
	 日本ジャンボリーの視察は、スカウトの基本的な理念

や組織づくり、活動内容などについて、まさに驚かされ

ることばかりでした。“よき社会人であれ”というスカ

ウトの 大の目標に向かって青少年のさまざまな教育活

動が行われていました。スカウトには年齢ごとに段階が

あり、小学5、6年生から中学生までを“ボーイスカウト”

と呼び、ジャンボリーにはこの年齢の子どもたちが参加

しています。また、今大会はアジア太平洋地域スカウト

ジャンボリーと同時開催でアジア各国からの参加者も多

く、それを支えるボランティアスタッフ（高校、大学生、

成人）を含めて総勢14,000 人という規模で動いていまし

た。2年後の世界ジャンボリーは3万人規模に…。日本ジ

ャンボリーは、今回を期に日本独自のジャンボリー運営

から世界基準の運営方法に変更され、日々様々な課題、

問題が生じているということでしたが、その課題にパワ

ーとバイタリティ、裏打ちされた経験で立ち向かう大会

スタッフの方々の姿が印象的でした。開かれたスカウト

を感じた2日間でした。 
手島史子（山口短期大学）	 

	 

日本野外教育学会	 関東支部勉強会	 報告（第2報）	 
	 

	 2012	 年	 11	 月より開催している関東支部勉強会の第 4

回までの様子をニュースレターNo.63 にてご報告させて

いただきました。毎回、活発な意見交換が行われていま

す。今回は第 2 報といたしまして、第 5 回・第 6 回勉強

会の様子をご報告させていただきます。	 

○第 1回（2012 年 11月 6日）	 

	 布目靖則氏(中央大学)による「野外活動中の事故判例」

から活動の責任および安全対策について、多田聡氏（明

治大学）による「障害児・者と野外教育研究と実践」	 

○第 2回（2012 年 12月 12日）	 

	 千足耕一氏(東京海洋大学)による「水辺に関する研究

内容と研究デザインについて」	 

○第 3回（2013 年 1月 29日）	 

	 渡邉仁氏(筑波大学)による「地域性とキャンプ事業」	 

○第 4回（2013 年 3月 7日）	 

	 関東近辺大学の卒業生・修了生（筑波大学、東京学芸

大学、淑徳大学、常葉学園大学）による野外教育関連論

文発表会	 

○第 5回（2013 年 4月 16日、参加者16名）	 

	 坂本昭裕氏（筑波大学）による、「事例研究の方法：

行動観察や語りに基づく事例研究について」として、事

例研究という方法の原理や事例研究のための覚え書き、

事例を客観化するための方法などについて、いくつかの

事例をふまえながら解説をしていただきました。特に、

固有性や多義性、主観性を研究として成り立たせるには

どのような手続きが必要なのかといった、質的研究を取

り扱う際に考えさせられる問題に多くの質問や意見が交

わされていました。	 

○第 6回（2013 年 5月 23日、参加者8名）	 

	 井上真理子氏（森林総合研究所多摩森林科学園）によ

る、「野外教育と森林教育」をテーマに森林教育からみ

た野外教育について話題提供をいただきました。森林教

育をめぐる近年の動きや森林教育の内容などを解説して

いただき、その中での野外教育との関連を紹介いただき

ました。	 

	 京都教育大学における学会大会の後、第 7 回目の関東

支部勉強会の日程はまだ未定となっております。決定次

第学会 HP にてお知らせ致しますので、詳細は HP にてご

確認ください。今後も、学会関係者や外部講師を招いて

情報交換を行っていく予定です。その他、参加者からの

野外教育に関わる話題提供、研究報告など、お持ちの情

報があれば、お持ちいただけると幸いです。	 

報告者：蓬郷尚代（東京海洋大学大学院）	 


