
日本野外教育学会ニュースレター	 No.66	 (Vol.17，No.3)	 JAN.31.2014	 	 	 	 	 2014 年 1 月 31 日発行	 

	 

 
 
 

	 自然・ひと・体験 
 
	 	 	 	 編集：日本野外教育学会広報委員会	 
	 	 	 	 発行：日本野外教育学会事務局	 
	 	 	 	 〒305-8574	 つくば市天王台 1-1-1	 筑波大学体育系野外運動研究室内	 
	 	 	 	 	 TEL&FAX.029-853-6339	 

 

 
  

魚とりに熱中	 ー	 子どものように、わくわくしよう（保育内容研究の授業より）	 

 
 

	 	 特	 集	 	 	 国際野外教育研究会議の動向から 
 
巻頭言	 「たくわえられるもの」に目を向ける	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 遠藤	 知里	 	 	 ２	 

	 

特集	 	 国際野外教育研究会議の動向から我が国の野外教育研究を考える	 	 	 	 	 	 	 ３〜５	 

	 

ブロック会議	 報告と案内	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ５〜７	 

	 

イベント情報	 事務局便り	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ８〜10	 



日本野外教育学会ニュースレター	 No.66	 (Vol.17，No.3)	 JAN.31.2014	 	 	 	 	 2014 年 1 月 31 日発行	 

 

 2	 

巻頭言	 	 「たくわえられるもの」に目を向ける	 

遠藤	 知里（常葉大学短期大学部）	 

 
	 私は保育者養成校の教員をしています。この職を選

び 6 年が過ぎようとしていますが、野外教育と幼児教

育の間には多くの接点があり、日々楽しく仕事をさせ

て貰っています。	 

幼児教育の分野では「後伸びする力を培う」という

表現に時々出会います。先日、本学の専攻科研究発表

会でも、学生 S 子さんが発表の中でこの言葉を使って

いて、印象に残りました。ちなみにこの言葉は、いろ

いろな場面で使われていますが、「子どもを取り巻く

環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方につい

て」という答申 1)の中にもあります。	 

ここでは、「幼児教育は、目先の結果のみを期待し

ているのではなく、生涯にわたる学習の基礎を作るこ

と、『後伸びする力』を培うことを重視」し、幼児期

に「身体感覚を伴う多様な活動を経験すること」が、

「豊かな感性」を養い、「好奇心や探究心（生涯にわ

たる学習意欲や学習態度の基礎となる）」を培い、さ

らには小学校以降における教科の内容等について「実

感を伴って深く理解できる」ことにつながるという考

え方が提示されています。S 子さんは、幼児期の充実

した直接体験がその子の人生の中でいかに重要である

かということの根拠のひとつとして、これを引用した

のでした。	 

これらの説明は、野外教育にもそのまま当てはまる

ように感じます。野外教育の場では、参加者が子ども

であっても大人であっても、身体感覚を伴う多様な活

動を通して自己が充実することが大切で、その経験が

将来的にさまざまな事象の意味理解を支えるというの

は、よくわかる説明です。S 子さんの話と相似の構図

ですが、野外教育が持つ意味の一部分をよく表してい

ると思います。このように「体験を通して」たくわえ

られるものは、人が生涯発達していく上で、今よりも

一段高いところへ上がる力の源となるものなのでしょ

う。	 

さて、私の仕事の場にも、同じ学びの構図がありま

す。知識の詰め込みだけでは、専門性は育ちません。

非常に短い養成課程の中で、上記と同様の機会を学生

に対して十分に提供できているかを自らに問いながら、

日々の授業を行っています。しかし、これを教室とい

う制限された条件の中で実践するのは相当工夫が必要

で、容易ではありません。そこで実感するのは、自然

体験の持つ総合性の有用さです。この総合性は、「環

境を通して」、「生活の中で」、「遊びを中心として」

行う教育である幼児教育の考え方となじみが良く、わ

ずかでも自然体験の要素を導入した授業は、実感を伴

う理解につながりやすいように感じています。実際、

キャンプをはじめとした活動は、かなり前から保育者

養成や教員養成課程の大学等で実践されています。体

験を学びに変えるには、自らの学びの道すじに気づく

ことが大切かと思います。これは、子どもたちの学び

の道すじを見通すことにもつながるでしょう。しかし

ながら、こうした授業の意味に迫る研究はあまり多く

ないのではないでしょうか。これは他人事ではなく、

私にとっても重要なテーマなので、今後深めていきた

いと思っています。	 

ところで、先ほどの S 子さんの研究は、子どもたち

の砂場での活動を継続的に観察したものでした。S 子

さんはこの研究を通して「子どもの主体的な活動は環

境によって引き出されること」を確認し、さらには「適

当な環境を構成する」ということに保育者の専門性が

総合的に表れることを実感して、卒論を書き終えた様

子でした。その S 子さん自身も、4 月からは保育者と

して歩み始めます。ここにも同じ構図の学びの道すじ

がありました。	 

実感を伴う理解が、S子さんの身体感覚に還流され、

子どもの身体にも伝わっていくことを期待します。S

子さん自身が自らの体験の中でたくわえた「後伸びす

る力」が、S 子さんの身体を通して表現されること、

つまり保育者として子どもたちにかかわる日々の中で

大いに発揮されることに信頼を寄せたいと思います。	 

1)「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方に	 

	 ついて」（中央教育審議会答申・2005年 1月）	 
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特集	 国際野外教育研究会議の動向から我が国の野外教育研究を考える	 

	 

第 6回国際野外教育研究会議（International	 Outdoor	 Education	 Research	 Conference）	 

日時：2013 年 11月 26日〜29日	 

場所：オタゴ大学（デューンディン、ニュージーランド）	 

テーマ：野外教育研究の変革と視点の未来（Future	 faces:	 Outdoor	 education	 research	 innovations	 and	 visions）	 

◆	 国際野外教育研究会議	 報告	 

柳	 敏晴（神戸常盤大学）	 

	 

	 第 6 回国際野外教育研究会議が、ニュージーランド

のオタゴ大学で開催されました。この学会は2002 年に

第 1回が英国で開催され、第2回も英国、以降第3回、

第 4回がオーストラリア、そして第5回が 2011 年デン

マークで開催されました。先回は 7 月でしたが、南半

球ということで、冬を避け11月という配慮であったの

でしょう。しかし、到着した25日は寒く、殆どの人達

がコート（ダウンが多かった）を着用していました。

夏ということで、殆ど半袖を準備していたのが、バッ

サリと裏切られました。	 

	 学会は、先回の参加者に地元ニュージーランドの研

究者が増え、逆にヨーロッパからの参加者が減ってい

ました。日本からは高野孝子さんと私の 2 名でした。

アジアからは、シンガポール 8 名、インドネシア 1 名

でした。106 の発表題目で、参加者は約 150 名ほどで

した。デューンディンはニュージーランドのエディン

バラといわれるところで、大学を中心とした古い街並

みが素晴らしい感じです。	 

	 学会大会は、マウリ語の“Kia	 ora,	 welcome”で始

まり、マウリの言葉が多く出てきて、オリジナルの文

化を大切にするというこの学会が持つ野外教育文化を

表していました。多くがヨーロッパとカナダ、オース

トラリア、ニュージーランドからの参加者で、アメリ

カ人が殆どいないのがこの学会の特徴であるかもしれ

ません。日本の野外教育は、アメリカの影響を大きく

受けていますが、この学会の雰囲気や感覚を取り入れ

る必要もあると考えます。次回はカナダで2015 年に開

催される予定なので、参加して、世界の野外教育の潮

流を知っていただきたいと思います。	 

	 

◆	 場所の野外教育研究：機能主義論を越えて	 

前田	 和司（北海道教育大学岩見沢校）	 

	 

先日、第 6 回国際野外教育研究会議がニュージーラ

ンドのオタゴ大学で開催されました。今回は参加しま

せんでしたが、第 2 回と第 3 回で報告したことがある

ので懐かしく、また現在の研究の動向が気になってウ

ェブページをのぞいてみました。	 

この国際会議の目的は、野外教育の批判的検討と研

究交流の促進にあります。私の理解が間違っていなけ

れば、野外教育の機能主義論的な研究から脱却しよう

とする研究者たちによって、この国際会議が立ち上げ

られました。機能主義論をごく簡単にいえば、全体で

ある社会や組織の中で、その部分である集団や個人、

下位組織がどのように機能すれば、全体を効率よく動

かすことができるかという物事の見方をする研究上の

立場です。機能主義論は、全体のために部分が機能す

るとみるので、全体の現状を問い直したり反省したり

しない傾向があります。野外教育研究に置き換えてみ

ると、野外教育を全体として、その目標を達成するた

めに、部分であるスタッフや参加者はどのように機能

すべきか（どのような経験をすべきで、どのような態

度を身につけるべきか）となり、当の野外教育自体の

あり方を相対化して問い直す契機を失います。	 

海外における野外教育研究は、かつて機能主義論か
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ら抜け出せない時期があったのだと思います。もちろ

ん、純粋に機能主義論だけで物事を考える研究者など

いませんから、野外教育の現場で直面する様々な問い

や課題を、機能主義論以外の言語で語る方法を見いだ

せなかっただけでしょう。自然、人間、社会の関係、

それらをつなぐ文化、そこにおけるプログラムされた

経験と生きられた経験の葛藤など、野外教育研究者が

現場で遭遇する問いは、既存の学問でさえ説明しきる

枠組みを持ちえていないかもしれません。それだけに、

この国際会議に集った研究者たちの挑戦は非常に刺激

的で、アウトドアを専門に学ぶ学生たちに教える者と

しても、常に目を離せない最前線となっています。	 

アブストラクトも読んでいないので紹介する資格は

ないのですが、今回の会議の報告のタイトルをみて気

になることをひとつだけ挙げてみたいと思います。そ

れは、場所（place）に着目した研究が一定の潮流を作

り出しつつあるということです。たとえば、「旅を通

じて、場所に感応する野外教育と21世紀を生きる能力

を発達させる（Kim	 Seng）」、「アウトドア・クラブ：

場所との結びつきを構造化する（Philip	 M.	 Mullins）」、

「野外学習を研究するための場所に感応する方法論の

提案（Jonathan	 Lynch）」、「砦と沼地：非植民地化、

再移住、場所に根ざした教育（John	 Telford 他）」、

「Djurite/Arapiles 山と野外教育：場所に感応する教

育機会を求めて（Alistair	 Stewart	 &	 Peter	 Holmes）」、

「Foraging	 and	 wildcrafting（山菜採り？）：場所へ

の感応性への道（Steve	 Parker）」、「センス、身体、

場所とアウトドア・ラーニング：理論を実践に移す。

プレゼンテーションのパラドックス（Barbara	 

Humberstone）」などです。この場所への着目も、place	 

responsive	 outdoor	 educationとplace-based	 outdoor	 

education の二つの流れがあるように思います。訳し

方が難しいのですが「場所に感応する野外教育」と「場

所に根ざした野外教育」になるでしょうか。	 

野外教育研究において、明確に場所の問題を取り上

げたのはオーストラリアのAndrew	 Brookes でした。彼

は、この国際会議の中でも批判的研究の第一人者であ

り、機能主義論的研究からの脱却を最も志向している

論客です。彼は、2005 年の「自然と社会という文脈に

おけるアウトドア・アクティビティ（『スポーツ社会

学研究』第 13 巻所収）」という論文において、20 世

紀初頭のメルボルンのブッシュウォーキング（森林ト

レッキング）クラブは、メルボルン周辺の森林地帯の

知識を体験的に蓄積することを目的としていたと述べ

ています。しかし、1970 年代以降、ブッシュウォーキ

ングが学校教育に組み込まれると、それは地図とコン

パスを使うためのスキルトレーニングに変わってしま

います。つまり場所が目的から手段へと転換されてし

まったのです。さらに別の論稿では、野外教育指導者

は参加者の社会化過程に着目するあまり、野外教育が

行われる場所を「empty	 space（何もない空間）」とみ

なす認識傾向があるとも書いています。場所を手段化

すると、場所そのものへの感覚が鈍化するのかもしれ

ません。	 

こうした Brookes の議論以降、場所に着目した研究

が増えてきています。自然環境の危機に対する認識と、

私たちの（先進工業社会の）社会・経済・文化のあり

方が社会と自然、人と人の関係をも危ういものにして

いるという認識が国際的に高まりをみせる中、「私た

ちの文化」のひとつである野外教育は従来の伝統的な

あり方を前提にしたままではいられなくなりました。

野外教育研究における場所（＝自然環境かつ私たちの

社会・経済・文化が現実に展開する場）への着目は、

変化し続ける世界の中に野外教育を位置づけ、その再

創造を試みる非常にパワフルな研究を生み出し始めて

います。	 

この国際会議でも報告しているBrian	 Wattchow（豪）

は、『A	 Pedagogy	 of	 Place:	 outdoor	 education	 for	 a	 

changing	 world』を 2011 年に Mike	 Brown とともに出

版し、今年にも『The	 Socioecological	 Educator:	 A	 21st	 

Century	 Renewal	 of	 Physical,	 Health,	 Environmental	 

and	 Outdoor	 Education』の代表編者として、精力的に

「場所」と野外教育の関係について議論を展開してい

ます。前出のAlistair	 Stewart は Brookes の同僚であ

り、以前は地理学的認識に導かれた野外教育の提案を

していました。個人的にはSteve	 Parker の研究が気に

なります。私自身、山菜採りの実習を学生にやらせて

いるからなのですが、その土地のものを採って食べる

というのは、からだで自然を知ることになりますし、

地域固有の生活文化とも結びつき、地域の人たちとの

共同が容易になるからです。	 

また日本でも、もう少し広範な教育の文脈において、

岩崎正弥・高野孝子著『場の教育：「土地に根ざす学

び」の水脈（2010 年）』がこのテーマに正面から取り
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組んでいます。高野さんは、今年の国際会議において

も報告をしています。Wattchow の著作は読み始めたば

かりですが、「場所に感応する野外教育」の流れにあ

って、現象学を議論の下地にしていると思われ、やや

観念的です。岩崎・高野の著作はもちろん「場所に根

ざした野外教育」の側であり、日本の農山村という地

域社会の現実から、場所に根ざした教育の必要性と実

践理論を提示しています。観念的な思索と現場での認

識は相補的な関係にありますから、今後のこの分野に

おける議論の発展が楽しみです。	 

今回の国際会議において場所に関する研究の他にも、

魅力的な報告が数多くあります。今さらながら参加し

ておけばよかったと後悔しています。	 

（引用は、University	 of	 Otago,	 6th	 International	 Outdoor	 Education	 Research	 Conference.	 

	 http://www.otago.ac.nz/ioerc2013/）	 

	 	 	 	 	 
（撮影：柳敏晴）	 

	 

日本野外教育学会	 関東支部勉強会	 報告（第3報）	 

蓬郷	 尚代（東京海洋大学大学院）	 

	 2013 年 11月 15日、明治大学和泉校舎リエゾンセン

ターにて、第7回関東支部勉強会が開催されました（参

加者は 8 名）。6 月の京都での学会大会や夏休みを挟

んで 6 ヶ月ぶりの開催となったことから、今回は各参

加者が関わった夏の活動報告を行いました。活動はフ

ィールドや参加者をみてもバラエティーに富んだもの

で、仲間が関わっている活動を知る良い機会となりま

した。	 

第7回「夏の実践・研究報告」	 

（2013 年 11月 15日、参加者8名）	 

○東京海洋大学・淑徳大学・亜細亜大学における実習

紹介（千足耕一・蓬郷尚代・瀧直也・土方圭）：それ

ぞれの大学で実施された実習紹介・報告が行われまし

た。水辺における実習に対しては、山をフィールドに

している参加者から指導者の人数や安全管理、荒天時

の対応などについて活発な質問が交わされました。ま

た、実習を伴う授業について各大学が抱えている現状

や課題のほか、授業内でキャンプインストラクター認

定を行うことなど、今後の展望などについての情報交

換を行いました。	 

○夏の活動報告からの話題提供（多田聡・高村直成）：

子どものキャンプの場合、キャンプの様子をブログで

報告をしてほしいなどの要望があるなかキャンプ中の

親への報告はどうしているか、携帯電話等の取り扱い

はどうするべきか、キャンプ中の火傷事故について、

採取したものを食材の一部にするにあたっての放射線

公表数値に関する指導はどの程度行う必要があるのか

など、この夏の活動における出来事から話題提供をし

ていただきました。	 

○International	 Camping	 Fellowship 参加報告（針ヶ

谷雅子）：10 月 18 日〜21 日オーストラリアにて開催

されたアジア・オセアニア地域キャンプ会議の様子が

紹介されました。2014 年はトルコ、2016 年は日本にて

国際キャンプ会議が開催されるそうです。	 

	 次回の第 8 回関東支部勉強会日程は未定です。詳細

は学会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。学会

員の皆様方のご参加をお待ちいたします。	 
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九州キャンプミーティング	 過去３カ年の実施報告と今年度開催のお知らせ	 

築山	 泰典（福岡大学）	 

	 

はじめに	 

	 九州・沖縄地区ブロック会議として、2010 年度より

過去３カ年「九州キャンプミーティング」を、本学会

の支援を頂き実施してきました。九州地区全体として、

日本野外教育学会会員相互研修の場、また「キャンプ

に関わる多くの方々が集う場を」との考えから、熊本

YMCAの協力を得て地理的に九州の中心に位置する熊本

市で開催してきました。	 

	 例年、2 月最終週に実施してきており、年度末の慌

ただしさの中、ニュースレターでの実施報告のタイミ

ングを逸してきました。今回、過去 3 回分の報告と今

年度 2014 年 2 月 22 日に開催する事業の案内をさせて

頂きます。	 

第1回「これからの日本のキャンプを語る」	 

於:熊本中央YMCA	 

	 参加者数は64名、6演題の実践・研究発表と、順調

なスタートを切ることができました。また、事例発表

2 題と研究発表 4 題がそれぞれ発表され、出席者と発

表者との間で、活発な討議が展開されました。その後、

日本キャンプ協会専務理事・日本野外教育学会副理事

長(当時)星野敏男氏による、現状の日本のキャンプに

関する基調講演「日本のキャンプを語る」が展開され

ました。	 

	 

第１回基調講演	 星野氏	 

	 

	 星野先生には、短時間にもかかわらず、日本のキャ

ンプの今日までの歩みと、現状の課題を分かりやすく

ご講演頂きました。その後、九州で活躍する若手 3 名

をシンポジストとして招聘し、日本のキャンプと私た

ちが関わる「九州のキャンプ」について、それぞれの

実践事例を報告しながら、活発な意見公開が展開され

ました。	 

第2回「九州のキャンプ、その独自性を探る！」	 

於:熊本中央YMCA	 

	 参加者数 34名、事例発表2題と研究発表3題がそれ

ぞれ発表され、出席者と発表者との間で、活発な討議

が展開されました。特に実行委員長でもある熊本YMCA

の久保誠治氏の被災地支援プログラムの実践報告に関

しては、一括りに被災地として捉えるのではなく、福

島、宮城とその現状に対する適切な対応が提示された

ことが印象的でありました。その後、沖縄キリスト教

短期大学張本文昭氏に、沖縄での16年に及ぶ実践活動

を中心に基調講演を頂きました。その後、シンポジス

ト 2 名により九州地区における多様な実践の報告から、

全体として九州の独自性の討議が展開されました。	 

	 

	 

第２回基調講演	 張本氏	 

	 

	 

第２回シンポジウム	 
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第3回「阿蘇・くじゅうから、九州のキャンプを語る！」

於:阿蘇 YMCA	 

	 参加者数 20名と、阿蘇の地とのことで自家用車での

参加が必要であり、また降雪の心配もあったため、参

加者数が少なく残念でした。今回で、九州キャンプミ

ーティングも 3 回目の開催となりましたが、九州での

キャンプの在り方を問う形式で、毎年展開してきまし

た。	 

	 

第３回シンポジウム	 

	 

	 そして、今回は「阿蘇・くじゅうから、九州のキャ

ンプを語る！」とのテーマで開催することとしました。

開会に続き、早速、話題提供＆シンポジウムとして「強

制の時代から共生の時代、そして共成の時代をめざし

て－振興と信仰、そこから考えるこれから－」を実施

しました。話題提供およびコーディネーターは築山が

担当し、九州でのキャンプ等の自然体験活動は、信仰

としての実践が最初ではないかと提起しました。その

上で、シンポジストとして法華院温泉山荘主の弘蔵岳

久氏と、熊本YMCA 本部事務局長の久保誠治に登壇頂き

ました。弘蔵氏からは、信仰の場としてのくじゅう、

そして、天台宗の寺社としての法華院の歴史と、山荘

としての現状、さらに病気を予防する「未然の場」と

しての発展の方向性が示されました。そして、自然環

境を保つためのワークとしてのキャンププログラム展

開の事例が報告されました。また、久保氏から、昨年

の九州北部豪雨災害への対応として、復旧段階には阿

蘇YMCA キャンプ場が、ボランティア基地としての機能

を、その後の被災者ケアとしては、その場に子ども達

を招き、キャンプを通じた支援の事例を報告いただき

ました。その後、コーディネーターの立場から築山が、

スポーツ基本法におけるキャンプ等の自然体験活動の

在り方が、スポーツ振興法の段階から、40年を経ても

変化していないこと、その中で、確実に変化している

キャンプの在り方が今日では、自然と人そして指導者

養成の観点からも「共成」の段階に変化しているので

はと提示しました。その後は、事例発表１題と研究発

表2題がそれぞれ発表され、出席者と発表者との間で、

活発な討議が展開されました。最後に多くの参加者は

宿泊し、翌日まで懇親の時間が持たれました。以上の

第 3回は阿蘇 YMCA キャンプ 60 周年の記念事業の一部

として、支援をいただきながらの開催となりました。	 

今年度	 第 4回九州キャンプミーティング	 

	 福岡県キャンプ協会の協力を得て、初めて福岡県下

で開催することとなりました。例年、福岡県キャンプ

協会では「キャンプアカデミー」を開催してきたが、

その代わりも兼ねて「第4回九州キャンプミーティン

グ」を開催します。今回のテーマは、国や地方公共団

体等が主催して実施する野外教育の意味を再度認識し

たいと考え、「公的施設がキャンプを実施する意味」

と設定しました。そのため、広く我が国のキャンプ実

施状況を理解され、今は国立青少年教育振興機構の職

員である高瀬宏樹氏に講師を依頼しており、本テーマ

に関する貴重な情報が提供されることと期待していま

す。また、当日は九州地区の公的施設で展開される事

業に関する情報提供も、シンポジウム等で活発に展開

されるよう、企画を進めて行きたいと思っています。

2014年 2月 22日 13時から16時 30分に福岡県社会教

育総合センターにて開催いたします。参加を希望され

る会員の皆様は、築山までメールを頂ければ、開催要

項を添付させて頂きます。よろしくお願いいたします。

（築山泰典E-mail:	 tsukiyama@fukuoka-u.ac.jp）	 

おわりに	 

	 私が関西から九州に赴任する際、九州キャンプミー

ティングの実施を私の使命の一つ考えていました。そ

して、関係各団体の協力を得ながら、5 年目にやっと

開催することが出来ました。野外教育学会会員の方々

を中心に、広く九州でキャンプに関わる方々に、また

野外教育を学ぶ学生たちの相互交流及び刺激を与え合

う場として、今後も継続していきたいと思っています。

この活動が九州地区の本学会員増加につながればとの

願いもあります。今後も、この事業を継続・発展させ

ていきたいと考えています。	 

	 


