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実施プログラム一覧    

                                                                                                      

（１）開会式 

開会宣言 

実行委員長挨拶 

来賓メッセージ（長野県教育長・小諸市市長）代読 

（２）ワールドカフェ 

テーマ：自己紹介＋外あそびを広げるためにしていること、したこと 

（３）野外アクティビティ 

[講師：宮下晃・有賀岳・岩切研二・齋藤晴彦・萩原正道・森川優正] 

①ECOラフティング ②戸隠流忍者体験 ③ノウハウ共有散策 

（４）ワークショップ  

テーマ：子ども達が外あそびを日常化していくために、私たちは何をしていく？ 

（５）アウトドアクッキング交流会 [講師：田中ケン・田中翔] 

 

（６）朝のアクティビティ 

（７）２日目開会式 

実行委員長挨拶 

小諸市教育長挨拶 

（８）パネルディスカッション 

“なんで？今さら外あそび？ふんとかいディスカッション！” 

≪パネラー≫河原塚 達樹（公益財団法人日本ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会／ｽﾎﾟｰﾂ振興政策関連事業ﾁｰﾑ MG） 

岡田 真平（公益財団法人身体教育医学研究所所長） 

半田 裕（あそび屋わにわに／日本冒険遊び場づくり協会 運営委員） 

栁澤 光（佐久城山小学校教頭） 

小林 可奈子（MTB ｱﾄﾗﾝﾀｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手／MTB ｸﾗﾌﾞ安曇野主宰） 

    ≪コーディネーター≫田口眞嗣（信州外あそびネットワーク代表） 

（９）ワークショップ  

テーマ：信州外あそびマニフェスト・アクションプラン作成 

（10）クロージング 

外あそびネットワークのこれから 

講評 

閉会・記念撮影 

１日目 ９月２９日 (日)  

 

２日目 ９月３０日 （月)  
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実行委員長挨拶 
 

 

信州外あそびネットワークは、昨年白馬村で開催された『信州発全国アウトドア＆ネイチャ

ーフェスタ 2012 in信州白馬』で誕生しました。その時のテーマが “今こそ外あそび” 外

あそびの重要性をテーマにしました。そこで残してきたもの、解決していないことを、ネット

ワークを立ち上げて、何か形にしようという趣旨で信州外あそびネットワークを立ち上げまし

た。今回は第一回目なので、参加者の会話の中から何か生まれてくるものがあればと、期待し

ています。 

 

なぜ今外あそびミーティングが必要なのか？ 子どもが外でにぎやかにあそんでいる姿を見

かけない、公園までも立ち入り禁止と書いてある所がある、子どもが群れてあそぶ姿が少なく

なっている、無邪気にあそんでいる光景が減ってきています。                 

子ども達を外に出していかないと予期せぬことが起きるのではないかと危惧され、ネットワー

クを立ち上げました。 

個人でできる事、ネットワークで出来ることを区別して考えながら、パワーを持って皆さん

と一緒になって活動したいと思います。 

最近の子どもは変化しています。長年キャンプを実施していますが昔と違います。大学受験

で躓く子どもは、必ず 10歳前後で何かが起きていることがわかってきています。故に教育は

10歳くらいまでに何かをしておかないと、大学に行こうとしても躓きが起きます。その手段と

して自然体験もその一つではないでしょうか。何か自分で道を切り開いたり、あそび心で何か

を解決する事が非常に大切であると考えます。 

そういった思いの中での今回の開催ですが、忍者あそび、川あそび、山に入ったり、夜には

Guestによる野外炊飯の技を披露して頂きます。あそびの中で知恵を絞って頂きたいと思いま

す。 

今回素敵な川に行く川あそびもありますが、子どもはあそんでいません。河辺まで車で行け

るのにもかかわらず子どものあそぶ姿が見えません。そこに何か問題があるはずです。そこで

子どもがあそんでいる状況に無いのは、家庭が問題か、子どもが問題か、地域が問題か、その

辺をテーマにミーティングを行いたいと思います。交流を深めつつ形にしていきましょう。                                     

       平成 25年 9月 29日                            

第１回信州外あそびミーティング実行委員会                                                                                         

実行委員長 田口 眞嗣 

１日目 
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来賓あいさつ   

●長野県教育長 伊藤 学司 様よりメッセージ  

 信州小諸の地にて「第一回信州外あそびミーティング」

が開催されますことを、心からお喜び申し上げます。 

自然は子ども達のために、大人がお膳立てして 用意

した世界ではありません。 

やさしい恵みを子ども達に与えるとともに、時として

厳しい顔を見せるものです。そんな自然の中で、成功も

失敗も、喜びも悔しさも体験しながら、子ども達は多く

のことを学んでいきます。 

現代社会を生きる子ども達に決定的に不足している、そんな本物の体験を、仲間と協力しな

がら、信州の大自然の中で存分に味わい、かけがえのない経験を積んでいくことを期待してい

ます。                                           

平成 25年 9月 29日                                       

長野県教育長     

伊藤 学司  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日目 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fxojmJSIMHP5eM&tbnid=tUql0IReuvQvMM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.asahi.com/edu/articles/TKY201303060516.html&ei=vB9eUu-AL8KGkAXT_4HYDQ&psig=AFQjCNGiAmuX_mQg7RUoisEmb4WYQYGl5w&ust=1381986620806690
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●小諸市市長 栁田 剛彦 様よりメッセージ 

皆さん、こんにちは。小諸市長の栁田剛彦で                      

ございます。                                       

本日は、第１回目となる「信州外あそびミー                                            

ティング」が多くの皆様のご参加のもと、                             

この安藤百福記念自然体験活動指導者養成                        

センターで開催されますことを心からお慶び                              

申し上げます。 

小諸市は、北に雄大な浅間山がそびえ、                         

南から西へ清流千曲川が流れるなど自然                               

環境に恵まれ、最近では自然体験活動や環境保全活動のフィールドとして、企業や関係の皆様

から高い評価をいただいているところでございます。                                            

さて最近は、子ども達が以前のように、外であそぶ姿を見ることがめっきり少なくなりまし

た。家庭用ゲーム機やパソコンの普及、もしくは外的要因からの安全性の確保等ということか

らも、外で子どもだけであそぶことがなくなってきているとは思いますが、これはとても残念

なことであり、不幸な環境であると思います。自然の中で自分たちであそびを見つけて、思い

切り体を動かしてあそぶことは、子どもの体力向上だけでなく、創造力やコミュニケーション

能力の向上につながり、子ども達にとって、とても大事なことであると思います。 

小諸市では、「未来をになう子ども達は、小諸の宝、日本の宝」という考えのもと、今年度

から保育園や小学校に、体力の向上と脳の発達を高めるための「運動あそび事業」を導入いた

しました。これは、あそび感覚で体を動かすことにより、周りとのコミュニケーションも活発

となり、「心」と「体」が育まれることを期待して実施しているところです。                                                      

このようなことからも、この度、第１回となる「外あそび」の指導者のためのミーティングが

開催されることは大変有意義であり、小諸市といたしましても、大いに期待をするところです。 

私は、本日、別の公務があり参加することはできませんが、野外アクティビティ体験やワー

クショップ、パネルディスカッションなど 2日間にわたり、様々なメニューが予定されている

とのことですので、参加者同士の交流も深めていただく中で、実のあるミーティングとなるこ

とを期待しております。 

結びに、主催者である信州外あそびネットワー

ク様の益々ご発展と、ご参会の皆様のご健勝をご

祈念申し上げ、挨拶とさせていただきます。                                                

平成 25年 9月 29日        

小諸市市長 

栁田 剛彦 

 

１日目 
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ワールドカフェ 

自己紹介＋外あそびを広げるためにしていること、したこと 

                                 

（１） “外あそびについて” ざっくばらんな情報交換会を行いました。自身の活動や自己紹

介にプラス、外あそびを広げるためにしたこと、したいことを、６グループに分かれて

話しあいました。自分のポジションを知り、周りの人に伝えるためにポジショニングマ

ップに、参加対象者の視点から、身近な人／都市部の人・自然豊かな場所／身近な場所

を発言しながら記入しました。３回テーブルを入れ替わって行いました。 
 

（２） まとめ                                         

様々な人たちと話すことにより新たな自分に気づく、午後の自然の中のアクティビティ

で更に多種多様なものを見たり気づいたりすることが大切です。 
 

（３） 記録より                                         

①参加者より出てきたキーワード 

親 ・経験 ・体験（やったことがないと出来ない、やってみて感じて判断する、き

っかけ作り） ・すり込み体験 ・大人 ・シニア ・まずは大人が外に出る（外に

出ると叱られる/20代←→外あそびいっぱいしたい 60代） ・大人があそびたい（お

金を使わないあそび） ・顧客の囲い込み ・本物の体験、楽しい(楽しむ)、生き方

を楽しむ ・大人が楽しむ ・平日をターゲット ・つながり ・親のプライド ・

安全管理 ・団体同士のつながり ・参加者を送り合う ・親子 ・学校や先生を対

象に ・都市部ではあそぶ環境がない ・公園でもあそべない ・頭と、心と、体を

育てる ・「当たり前」は、一人一人価値観が違う ・体験の必要性 ・体験者の経

験のレベルの違いによる、伝え方、伝わり方 ・指導者の経験の違い ・アウトドア

アクティビティの宝庫としての長野県の魅力発信 ・大人の都合 ・危険＝楽し

さ ・多年齢のグループ活動のメリット ・教育力 ・家族で自然体験の楽しさ ・

アウトドアに対するお金のかけ方 ・危険認識に対しての自覚の少ない未経験 者・

地域への交流と都会から来られた方の対応 ・外あそび体験活動の考え 方 ・大人

から変える ・親をどう自然体験させるか ・あそびを知る（危険だからと最初から

やらせないのはダメ！） ・大人と子どもが、コミュニケーションを図れない。 

 

 

 

 

 

   

１日目 
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②参加者の様子                                   

学生の立場で参加された方から積極的な発言があり、それぞれの思いを自由に話してく

れました。自己紹介の時間が長かったです。1人の話す時間に差がありました。3回目は

自然にまとめの話になりました。自己紹介の中から会話が進み、盛り上がることがよく

ありました。全体的に積極的な方が多かったです。→みな多くの思いを持っている事に

気がつきました。話し合える場になってとても良い機会になっていました。意見交換が

活発にされて、楽しい話が出来ました。今までの経験、アドバイスの交換が出来ました。

非常にトークが弾み良かったです。 

③ワールドカフェの改善点・感想等                                 

(1)参加者同士コミュニケーションをとる良い機会になるものだったと思います。               

(2)参加者が話す内容が時間的に短く、良いところで終了となってしまいました。                                                 

(3)初めてのファシリテーターだったので、要領がつかめませんでした。                    

(4)一人一人の話をじっくり聞きたかったが、話しを切り上げるのが難しく、1人の話し 

に差が出てしまいました。                                            

(5)雰囲気は 3回とも和やかで、いろんな意見が出てよかったと思います。司会者が最初 

に「1人○○分で」と言っておいたほうが良かったと思います。1回目は、大人をど 

のように外あそびに連れ出すか、2回目は安全管理、自然学校(何でも屋）の妥協に 

ついて、3回目は、都市部の子どもは外であそぶ場所がないなど、違うテーマで話し 

ていました。 

各回の内容をシェアする時間がなかったのでもったいないと思いました。                   

(6)3回目が行われたときに、どんなことが話し合われたのかのグループシェアの時間が 

ほしかったと思います。                                             

(7)全体的に自己紹介で終わってしまいました。                                

(8)自身の体験をふまえての話しが聞けたので、自分にも勉強になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日目 
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野外アクティビティ 

                            

弾ませる 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

キメッ！！ 

この差は？？ 

この無邪気な顔？

顔！？ 

１日目 
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●ECO ラフティング 

① 活動内容 

・運行区間 小諸市内千曲川上流域                        

小諸大橋上流部〜県道 142号線もどり橋上流部 

・区間距離 約 5キロ 

・実施時間 約 30分（ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 50分） 

・白馬ライオンアドベンチャーラフティングボート 

使用 

 

② 参加者の表情                                            

ラフティング自体が初めての方が多く、終始笑顔でした。                  

特に波しぶきが来たとき、岩に故意に当った時などは子どものような笑顔でした。それ

とは対照的に、ボート、川の説明を聞いている時の顔は真剣そのものでした。参加者の

言葉(意見)として、「とても楽しかった。」「またやりたい」と言ってもらえました。 

 

③ ファシリテーターの所感等 

今回のラフティングガイドをさせてもらい、とても充実感でいっぱいです。     

今までに多くのラフティングに参加されたお客様をガイドさせてもらってきましたが、

本イベントは参加者の方々がガイドされる立場の方がほとんどで、川に出ているときに

も皆で意見を言い合い、自分の知っている事を積極的に話していました。また自分が川

の説明をしているときには、しっかりと耳を傾けてもらい、質問をしてどんどん自分の

ものにしていこうと言う姿勢が見えました。自分ももっと色々なことを学んでいかなけ

ればと思える、とても良い経験をする事ができました。 

      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日目 



   10 

 

●戸隠流忍者体験 

①活動内容 

・安藤百福記念自然体験活動指導者養成センター敷地内               

・区間距離 約 1.6キロ内のアクティビティエリア 

・実施時間 約 50分 

 

② 参加者の表情 

戸隠流忍術の現継承者である宮下 晃さんによりセンター              

周辺の環境を利用した忍術指導は、年齢に関係なくみん              

なが興味を持ち楽しめるアクティビティでした。棒術は、年配の方が殺陣なども知っ

ており後輩にかけ声で指導する姿など、非常に盛り上がっていました。手裏剣投げは、

的がたたみだったため刺さりにくく、いい意味でやはりそう簡単にはいかないかと参

加者にその奥深さを感じさせていました。みなさん少年少女に戻ったように笑顔で楽

しまれていました。 

 

③ 参加者の言葉(意見) 

「忍者の体験は初めてだったので感動した」 

「手裏剣が思った以上に難しかった」 

「なんと石を素手で割ってくれた！」 といった驚きのコメントを頂きました。 

 

④ ファシリテーターの所感等 

戸隠流忍術の現継承者 宮下晃さん（武号：青龍照）による、手裏剣投げや棒術、剣術、

甲冑を着ていた場合の歩き方、自然の中にあるものを武器として使う指導などをして

いただきましたが、宮下さんによる”石割り”のデモンストレーションには、やはり

みなさん度肝を抜かれていました。普段から長野市門前の「忍者道場」に通っている

ちびっこ忍者も駆けつけてくれたので、１時間では足りないくらい充実した内容でし

た。忍者 宮下さんが持参してくれた普段は持ち慣れない武器を前に、みなさん年齢関

係なく少年に戻ったようにあそんでいました。 

 

      

１日目 
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●ノウハウ共有散策 

① 活動内容 

安藤百福記念自然体験活動指導者養成センター内にあ 

る散策路、区間距離 約 1.6キロ、 実施時間 約 50分 

② 参加者の表情 

お互いの知識やノウハウを生かし、その場にあるもので                 

楽しむというアクティビティでしたので、参加者のメン 

バー構成によって全く違った内容となりました。ある人が珍しい植物を見つけて別の人

がそれを解説するといった知識共有型の班もあれば、ドングリやマツボックリを拾った

りエノコログサを鼻につけてみたりという収集型の班や、木の渡し棒から落ちずに左か

ら背の順に並び直すという行動型の班もありました。年齢や地域、職業が全く違うメン

バーでも同じフィールドで時間を過ごすことによって簡単に打ち解けられた様子でした。 

③ 参加者の言葉(意見) 

「自分の知らない山の知識をたくさん知れた」、「別の分野の人の視点で見ると、自分

では気づけないところに発見があった」 「新しく得た知識を自分のフィールドで生か

したい」といったコメントを頂きました。 

④ ファシリテーターの所感等 

今回の参加者のみなさんが普段から指導者として活動している方たちという普通のトレ

ッキングとは違う試みでしたので、アクティビティが始まるまでは不安でいっぱいでし

た。でも参加者同士で知っている知識を披露することをためらうこともなく、率先して

情報を交換している様子が印象的でした。そして、参加者のみなさんは自然の中の楽し

ませ方を普段から熟知する一方で、自分自身が楽しもうとする素直さと積極性も学ばせ

て頂きました。 

今回のアクティビティは、様々なフィールドで得てきた知識やノウハウを共有できる良

い機会だったのではないかと感じました。自然の中で楽しいことを発見できる柔軟な視

点を持つと同時に、必要な知識を学んでいけば、もっともっと参加者の方たちに喜んで

いただけるのではないかと思いました。とても良い経験をする事ができました。ありが

とうございました。 
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ワークショップ 

子ども達が、外あそびを日常化するために、私たちは何をしていく？ 

（1）行政→学校→企業地域の大人の意識を変えるために子ども達が集まる場を作る。                           

（2）大人に外あそびを教える（親、先生、周りの人たち）外あそびの情報発信基地（ネット

ワークを活用）外あそび DAYを作る。 

（3）2015 年、長野県は教育県から「アウトドア県」

になります。                                

大人（指導者）の体験、経験値を増やすことが

大事です。                                

どのようにすれば子ども達の「外あそび」が日

常化できるか？                           

⇒今時の子ども達が、外に出たくなる仕組みを

作ることが大事です。⇒まずは大人が行動を起

こす事です。 

（4）信州で出来ないことを→信州でしかできないことを    地域・行政・楽校・家族 

                               ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・指導者・場所  

（5）発信（行政･口コミ）多方面へ参加させる、参加するつながりの活用、特技、継続 

(6)ワークショップで出てきたキーワード 

・外あそびの達人（大人のあそびを取り入れる） ・お年寄りの活躍 ・子ども達のあ

そぶ環境を整える ・信州外あそびの日（イベント） ・ガキ大将を育成 ・子どもの

書いたポスターを掲示  ・子どものプレイパーク ・カリスマ外あそび人を作る✧駅

前テレビなどで取り上げてもらう ・ノーゲーム、ノーテレビ Dayではなく、外でいっ

ぱいあそぶプラス思考 ・安全を求めるとニートになる ・家の中から外へ出て、子ど

も達がいろいろな人達と関わることで、生きる力、養うことが出来る ・外あそびアプ

リを作る ・子どもにちゃんと聞く・このようなワークショップを子どもと一緒にや

る ・若いお父さんたちへの教育、魅力の発信、戦略と戦術 ・外あそび×内あそび 

(7)参加者の様子 

一つのテーマを話し合いながら、そのテーマの

内容を詰めていき、良いものが出来ました。実

現可能だと思えるビジョン、ありきたりなビジ

ョンではなく「とっぴ」な意見を出そうという

方向で、みんなから出たアイディアを整理し、

スムーズにまとまりました。戦略と戦術と言う

キーワードを踏まえて、活発な意見を出し合う

ことが出来ました。 
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自分の振返りの時間となって良かった。テーマに到達する前の話しが多かった。そんな

時間が必要なのかもしれません。世代の異なるグループだったので、色々な意見が出て

まとまりにくかったが、結果的には良かったと思いました。 

 

 (8)ワークショップの改善点・感想等                             

ワークショップに円滑な話しがこれからの勉強

になる。うまく話しを落ち着けることが出来な

かった。もう少し時間があればよかった。思想

や哲学っぽい話になり、3本の柱を出すことが

出来ませんでした。（引っ張られた） 

 

アウトドアクッキング交流会 

快適生活研究家“田中ケン・翔”の、カンタン・激ウマメキシカン！ 

 

 

 

 

夜はお待ちかね、田中ケンさん・翔さんによる「アウ

トドアクッキング」の時間！ケンさん・翔さんご指導の

もと、メキシカンディナーを調理。分厚いポークとビー

フ肉を炭火で焼き、刻んだタマネギ・トマト・ピーマン

で作る「ワカモーレ＆サルサソース」をトルテイーヤで

包む絶品バーベキュー。加えて、予めケンさんが仕込ん

で来て下さったトロトロの「チュラキレス（チキンのト

マト煮）」。ミーティング運営チームにより地元食材を

使ったメニュー（小諸の馬鈴薯を使ったポテトサラダな

どなど）で、みなさん最高の笑顔でした。 

 

 

 

 

田中ケン：1964年東京都生まれ、小学生よりはじめたサッカーで高校生の時には全国大会

出場。高校卒業後は、メンズ雑誌のモデルとして活躍。25歳で父親となり、アウトドアに

再会、海外の過酷なアウトドアレースを経て『アウトドアを取り入れることで、生活はも

っと快適になる』と、快適生活研究家として活動。北軽井沢にプロデュースしたキャンプ

場『out side BASE』を持ち、アウトドアイベントも数多く手掛けている。 

１日目 
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お腹がふくれたら、ケンさんのスライドショー。28才の時に出場した人間版パリダカールラ

リー、世界一過酷なサバイバルレースと呼ばれる「レイドゴロワーズ」に日本人チームとして

初出場した時の話しをしていただきました！2週間かけてクライミングやカヌー、乗馬、キャ

ニオニングをして 450kmを進む！これがアウトドアに目覚めたきっかけだとか。約２時間半に

渡りとても楽しい交流会でした！田中ケンさん・翔さんありがとうございました！ 

みなさん料理に夢中で飲み物の減りがスロー…、外あそびの会話も弾み気がつけばお開き。

初日のみで帰る参加者を見送り、翌日のスケジュールを連絡して交流会は散会となりました。   

 

 

 

 

 

 

朝のアクティビティ 

朝活整体 

 ①活動内容 

２日目の朝、安藤百福記念自然体験活動指導

者養成センター敷地内（キャンプサイトの芝

生）にて、自分の歪みを チェックした後、ペ

アになって野外整体を行いました。 

 ②参加者の表情 

受ける側は気持ち良さそうに目を閉じて完全

にリラックス状態に、やる側は思いやりの気

持ちを持って優しい表情でマッサージされて

いました。 

   ③参加者の言葉(意見) 

  前から整体には興味がありましたので自分の歪みのチェックができて良かったです。 

体を野菜に例えて、カレーを作る要領でマッサージをしたので、覚えやすかったです。 

あそびながら整体の知識を学べました。 

人に触ってもらうことが、どんなに気持ちの良いことか、あらためて実感しました。 

＜あるペアの会話＞                                                                               

  女性Ａさん：「すっごくお上手ですね～。本当に気持ちがいい～」 

  女性Ｂさん：「私もさっきやってもらって気持ち良かったから、そのお返ししなく 

       ちゃと思って」 

 

２日目 

１日目 
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 ④ファシリテーター所感等 

前夜の懇親が盛り上がって深夜まで続き、翌朝の７時半の活動なので、参加者はほとんど

いないと予想していましたが、２０名の参加がありました。晴天だったので、青空の下で

行うことが出来ました。 

私が所属する整体で実施している「親子整体」を今回は大人向けに行ったので、幼稚な内

容になるかと心配していましたが、指導者の立場だけあって皆さんの「自らが楽しむ力」

で、和気あいあいと楽しい雰囲気になりました。２日目ということもあって、ペアになっ

た人とはある程度親しくなっていたので、アイスブレーキングの必要もありませんでした。 

アクティビティの担当になり、「『外あそび』をするには体が歪みなく健康でいる事が大

事だ！」と強引に、整体と外あそびを関連づけてみましたが、参加者の方に喜んで頂けて

良かったです。私の整体へのモチベーションも上がりました。ありがとうございました。 

 

実行委員長挨拶 

１日目のふりかえり、２日目に向けて 
  みなさん、おはようございます。信州外あそびミーティング２日目がはじまりました。 

昨日の様子をスライドで見ながらふりかえり、それをパネラーや参加者のみなさんと共有

して、２日目に入りたいと思います。 

自己紹介、ワールドカフェ、野外アクティビティ 、外あそびを日常化する為には「何が必

要」で、「どういうことをしないといけないか」、その為に３本柱を考えようとディスカッ

ションを行いました。結果、出てきたテーマは、 

⑴ 大人の体験が不足している。・・・大人に対してのアプローチが必要 

⑵ 地域の意識を変えて行く必要がある。 

⑶ 子どもの集まる場所を作る、子どもが何をしたいのか子どもに耳を傾ける事が大切。 

⑷ 学校、行政、地域、ファミリーと関わっていく、連携を組まないといけない。      

どうアピールしていくか考える。 

⑸ キーワードは、大人、子ども、学校、行政、地域とどうかかわっていくか？       

そこにどんな問題があるか？ 

⑹ 信州でしかできないこと、信州だからできる事をテーマにして、子どものあそび場を作り、

あそべる環境を作っていくのがよいのではないか。 

⑺ ネットワークを利用して外あそびの情報発信をどうしていくか考えていく。 

 

昨日出たテーマ、キーワードをもとに、教育長、パネリストの方と一緒に考えていく一日

にしたいと思います。 

 

２日目 
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来賓挨拶 

小諸市教育長 柳沢 惠二 様 

第一回の信州外あそびミーティングを小諸で開催頂くことを             

歓迎します。                                       

最近の子どもたちは、多動で集中力がなく、授業が受けられない                  

軽度発達障害が増えていますが原因を考えると、小さなころの                        

外あそびの経験が不足しているのではないかと考えます。                      

例えば、かつての子どもは一日１万歩から１万５千歩歩いて              

いたが、２千歩３千歩で終わっています。それはなぜか。                    

「おとなしく TV、ゲーム、DVDなどしている子は良い子だ」 

と言って育てて来ている結果ではないか、または、子どもたちはなんでも興味を示して活

動しようとするのを大人が止めているのが原因ではないかと思います。                                    

小諸市では支援員を設けていますが、対処療法で根本的解決になっていません。４月 

から「運動あそび」という授業を始めました。入学前の子どもたちをもっとあそばせる、

あそび好きの子どもたちにさせる、運動保育士を導入してあそぶ、というものです。 

運動の体験不足だった子どもが、あそびを通してコミュニケーションの力がつき、運動

を通じてトラブルを起こしても自分で解決する事によって社会性が身につきました。 

半年後には成果が表れ、待つことが出来る子どもが増えました。運動あそびの中で、ル

ールで順番を覚え、待つ姿勢も良くなりました。 

一番の成果は、あそびを通して脳が活性化され、発達が促されました。科学的にも「10

歳までに運動経験をさせることによって脳の活性化がはかられる」ことは証明済で、小諸

市では取り組んでいます。 

５年 10年後には小諸市の子どもは変わっているはずです。 

運動好きな子どもが増え、色々な面で社会貢献できる人が育っていると思い期待してい

ます。外あそびは、今の子どもたちに欠けている、基本的な教育をして行く事が大事だと

思います。行政としても大いにバックアップして、かつての良さを取り戻して頂きたいと

考えています。 

集まった皆さんは、『子どもたちの育ちの基本的な部分を何とかしなくては』との思い

があると思います。ぜひ、今回のミーティングで学んだことを、広く活かして頂くことを

期待します。 

 

２日目 
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パネルディスカッション 

なんで？今さら外あそび？ふんとかいディスカッション！ 

（１）パネラーの活動 

① 河原塚達樹・・・公益財団法人日本レクリエーション協会                      

スポーツ振興政策関連事業チーム MG                       

平成 25年 4月現在、子どもの人口は 1,649万人、32年間            

連続で減少、子どもの割合は 12.9％、39年間連続で減少。 

顔面の擦り傷や、骨折など手首の怪我が多くなっています。 

高血圧、糖尿病など生活習慣病が増加しています。また、 

小学生の 5割以上が疲れやすいと訴えています。30年前の 

平均歩数 27,000歩に対して、7年前においては 17,000歩に減少。 

外あそびの平均時間は 44.8分しかありません。外あそびが減って、 

室内や人工的な場所であそぶ子どもが増え、メディアに接する 

時間が増え、睡眠時間も 6時間を切る子どもがいます。              

同学年・同クラス、室内 2,3人、TVゲーム、漫画、おしゃべりなど、共感、達成感、 

体感、競争心、克己心とは無縁の世界になっています。 

体と心の危機が来ています。大人が、子どもたちのひずみを生みだしている面がある。

子どもの身体と、こころに様々な危機的な状況が生まれています。 

子どもの育ちや問題点を関連付けて、生活全体をトータルに捉えて行く事が大切です。

大人が子どもに提供できることは、安心して、心からのびのびと、思いっきり体と心を

はずませて、友達とぶつかり合いながら、あそびに没入する体験が必要です。 

（参加者より東村山市の事例紹介） 

大人と子どもが様々な体験を楽しく重ねながら、学びを深めて行く事が大切です。 

多くの地域で活動が生まれてくることを願っています。 

 

② 岡田真平・・・・公益財団法人身体教育医学研究所所長                                        

子どもを中心とする活動と、生活習慣予防、介護予防、障害 

者スポーツについて、地域で取り組んでいます。 

子ども達の 外あそびの習慣、都会の小学校より、環境が恵

まれている田舎の子どものほうがあそんでいない現実がありま

す。外あそびが減っている現実はあるが、一方都会では野球の

打順待ちで携帯ゲームをしている光景を見て疑問を感じました。 

小学生へのアンケートによると、あそびで比率が高いのが、

ゲームで、ゲームに勝てないのが外あそびです。 

文科省の取り組み調査、授業の時間以外で体を動かしている 

子どもで 60分を切る比率が高く、やる子どもとやらない子ども

の体力の格差が出てきています。 

東御市の園児を対象に調査した結果やはり格差が出ています。

背景には動きを身に着けにくい子どもがいます。 

発達障害など、どう支援していくか、子どもに関わる人間が考えていかなければなりません。 
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楽しくない、できない、やらない、の悪循環を作らない方法を考えて、どう作っていくかが

このミーティング、ディスカッションで考えていくべきことではないでしょうか。 

静と動、動きと生活リズムは子どもたちの成長に直結していきます。 

全国ガイドラインを参照頂き 1日 60分以上体を動かすことを薦めています。場づくりも大切

である。東御市の取り組みでもモデル小学校、幼稚園で場づくり取り組んでいます。 

グリーンエクササイズ、運動の良さと自然の良さをマッチングさせることにより、得られる

効果を考えています。保育園も大事ですが、親子のかかわりも大切です。 

ゲームより外あそびという事をどう考えていくかの会にして頂きたいです。 

熱心な家庭とそうでない家庭の格差をどう縮めて行くかも考えてほしいです。 

やらせる運動あそびをしないで頂きたいです。 

 

③ 半田 裕・・・・・あそび屋わにわに／日本冒険遊び場づくり協会 運営委員 

                              

リヤカーにより外あそびを推奨しています。 

『NPO法人横浜にプレイパークを創ろうネットワーク』に在

籍、「自分の責任で自由にあそぶ」大人、地域、学校、誰か

が責任を取るのではなく、子どもたちがやりたいことをやっ

て行くためのモットーを掲げて活動中で、住民が運営してい

ます。 

行政主導ではない、子ども達が自由に、子ども達の意思を

尊重したあそびを行っています。 

（子ども達のあそび風景を紹介） 

大人がやらせると効果が薄い、子どものやる気を引き出し、

場所を提供することです。 

 

④ 栁澤 光・・・・・佐久市立城山小学校教頭    

「自己責任であそぶ」今の学校では難しい事です。                  

外あそびを推薦したいが学校では逆のことをやっているのが現状です。                     

外あそびをさせたいのにできない現状があります。 

学校の隣に児童館があります。そこを利用する児童は平均 122名            

学校の約 3分の１が利用しています。                                                                     

施設の狭い場所でも外あそびをしたがる児童がいます。 

一方社会体育（野球、バスケットボール、ソフトテニス）に加盟 

している子どももいます。 

学校で何に取り組んでいるか、外あそびもその一つで、次に栄養

（朝食抜き）、偏った食事、睡眠時間、あそびの内容、外あそびに

代わる運動サプリを考えています。 

偏った運動、指導を受ける運動をしている子どもがいる一方、組織に入らず児童館などを利

用しないと生活できない子ども、出来る場所が学校だが、集まってくる。 

２日目 
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そういう環境に触れることのできない子どもをどうするか？ 

やはり授業の中で運動量を増やす、クラブ活動などを自由に行える場所、自然の体験をさ

せて、大人が怒って、叱るのではなく、子どもがどうすれば生きて行かれるか、そういう事

を自然の中であそびを通して学ぶ、そういうものをどこへ盛り込むか？を考えています。 

保護者には睡眠、栄養、運動を指導する一方、保護者にはいかに内発的に運動に取り組む

か？授業を受けている子どもにいきわたる、網羅できる授業を目指しています。 

子どもが脳を活発に動かして楽しかったと言える授業を推奨しています。 

そのために取り組んでいます。  

           

⑤ 小林可奈子・・・ＭＴＢアトランタオリンピック日本代表選手  

ＭＴＢクラブ安曇野主宰  

 

信州の自然がいつも当たり前にあると思っていない、6年生

と 3年生の母親の立場です。 

子どもを学校に行かせていて感じる何故？ 

例えば、子どもたちの優秀な成績連絡はあるが、外あそびに

ついての連絡は一度もない。 

宿題は 70分間机の前に座ることに疑問を投げても、父兄から

疑問の声は上がらないのが現実です。 

あそびを推奨する先生もいますが、父兄から宿題が少ないの

で塾通いをさせていますという家庭もあります。今の母親は、

勉強をしている“ふり”でも良いからしていてほしいという気

持ちです。 

アスリートとしてやり残したことをやる為に、全日本に復活しました。自分を磨くために必

要なことは、子どもから褒められる喜びを感じ、子どもを褒めたい。 

母親が、人として前を向いて生きる事が自分の子どもにできる事と思います。親が子どもに

してあげる事、子どもためにしてあげられること、実はないのではないでしょうか。子どもは

生きる力を備えていて、大人はそれを見守る。かっこ良い大人の背中を見せる事、そこが大事

ではと思っています。 

ＭＴＢクラブを設立して、安曇野の里山、故郷をいつまでも子どもたちが大切に思える心を

大切にしたいと思います。を整理し、スムーズにまとまりました。戦略と戦術と言うキーワー

ドを踏まえて、活発な意見を出し合うことが出来ました。 

 

（２）ディスカッション 

女性：栁澤先生、長野県体育センターの講師の内容、活動は先生しか受講できないですか？ 

栁澤：誰でも参加できます。夏休みに受講できます。苦手な子どもを生まない体育指導！など

です。 

２日目 
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男性：３歳から９歳の子ども指導のスタッフとして活動中です。（スキーなど）都会の子ども

の親から自分の子どもの能力を心配する声があります。親が子どものあそぶ場所を見る

ことができません。先生がたの現場でもあることでしょうか？                                  

（大人が子どもを知っていない、理解していない。）                

栁澤：学校は授業を公開する場所です。色々な手法で公開しています。いつでも可能な時期も

ありました。包み隠さず見せる事を行っていました。                  

今の学校もそうするべきと思いますが、できていないのが現実です。        

社会の価値観が全体的に変わらないと難しいと思います。                

高度成長の時は勉強をさせるのが当たり前で、子どもは外あそびが普通だったからでは

ないでしょうか。時代は変わったのに、その時代の価値観を引きずっていると思います。

人間で有る以上、体を動かすことは当たり前と思いますが、社会の価値観が変わってい

ない。打破する価値観を見出してほしいと思います。  

小林：安曇野ＭＴＢは親が一緒に活動することを義務付けています。            

子どもの達成感を見てほしいと思います。                    

子どものパフォーマンスの良かったところを評価して伝えている。また、日常生活に 

置き換えた時に、ここを変えたら出来るかもしれないとヒントを与えています。             

（親は子どもの過程を見なければいけない）親に最後まで関心を持たせる手段として、

マイクを持って子どもの名前を連呼することも一つの手段です。 

岡田：親が子どもを見る場が大切です。褒めることの大切さ。あそび運動の効果の一つに自尊

心を高めることがあります。                          

言葉一つで親がブレーキをかけてしまうこともあります。 

渡辺：（東御市幼稚園を事例に）保護者に見てもらう事、理解する時間、発信することが大事

です。年少、年中、年長に入る時点で運動能力のレベルの差があります。         

解決するには親の意識改革が必要です。 

保護者のいない空間、子どもだけのあそびの時間、空間を作ることです。「キラキラ

（2歳児）、ドキドキ授業」親が子どもと向き合う時間を作る。保護者の感想を文章で

求めるなど子どもに目を向ける時間を作ってもらう。発達障害、苦手を抱えている子ど

もの、変化を親に伝えることです。 

女性：体験の少ない人、経験値の無い人、こういった活動を苦手としている人に対して、どう

したら一歩踏み出せるようになるか、ヒントをお聞きしたいです。 

半田：プレイパークは会員制ではないので自由参加、時間帯によって来る人が変わります。 

午前は未就園の子どもの母親、昼頃に幼稚園児、３時くらいに保育園児、夕方小中学生、

場合によっては年配者も参加します。 

大人の意識を変えていくのが難しいので、子どもの意思で選べる場所が有る事が大事。

迎えに来た保護者があそぶ場合もあり、おとなが足を運べる場所にすることが大切です。 

河原塚：行政、民間に危機感がないので、問題を認識してもらい、発信をすることが一つの突破

口になるのではないかと思います。 

２日目 
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岡田：実際に当てはまるか、もっと研究するとよいと思います。             

福井県では体力、学力が高いと評価されています。（学会でも発表されている）   

森の幼稚園では、時間がかかるが検証してみようという動きがあります。       

科学的根拠を発信できると悩みの一つを解決できると思います。（是非やって欲しい） 

河原塚：徳島のフリースクールで実施中、30年ほどやっています。            

小学校での学校の授業を受けていない子どもの進学率が高いという事例があります。   

もっと事例を集めるとよいと思います。 

男性：行政について伺います。                            

自然体験活動を進めて行く上で、もう一つのブレーキは保護者の考え方、学校の先生、

親、社会風潮など考えられますが、そちらから盛り上げてもらわないと解決していかな

いのではないでしょうか。                            

小諸のある学校は、学校登山を中止しました。 

柳沢教育長：現役時代に宿題は出しませんでした。今の先生にはプロとして自負が足りなくなってい

るのではないでしょうか？今の子どもに不足していることは体験、さらには先生たちに

不足しているのも体験ではないでしょうか？                               

長野県の教員試験は難しく、勉強しないと教員になれない。刃物などを使って物を作る

ことが出来ない先生が増えています。体験していないから指導できない、山登りも同じ

ことが言えるのではないでしょうか。先生たちにも、そういった経験をしてもらわなく

てはいけないと思います。体験によって、創造性や、応用のきく人間になっていくと思

います。今の子どもはそういったことがないので新しいことが出来ない。小諸市ではそ

ういったところを大切にしていきたいと思います。                   

（体験学習のノウハウと学校を結びつける取り組みはいかがですか？） 

柳沢教育長：先生たちが学ばなければいけません。                      

予算もつけて体験するなど幅広く学ぶことを指導しています。                

先生たちのやりたいことを後押しするのが教育委員会と思っています。 

男性：教育学部では 2泊 3日のキャンプ実習を行っています。野外体験もしてもらっていま

す。少なくとも 40歳以下は変わっていくと思います。学校登山については 95%以上あり

ましたが、現在は 90%以下になってしまったと思います。理由は、時代に合わせて行う

必要があるからではないでしょうか。先生と父兄だけに頼っているだけではだめで、民

間とタイアップして実施することも考えて行かないといけないと思います。                                       

今回のミーティングで学校登山をテーマに入れても良いのではと思いました。    

全市町村で実施しやすいのは学校登山なので、これを機会に持ち掛けることも良いでは

ないでしょうか。 

（学校登山が先生の負担になっているならば、我々がサポートしたらいい形が出来るので

はという提案をいただきました。先生のリスク意識が強いのではないでしょうか） 

 

２日目 
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男性（教師）：先生がこういう所に来ることが望ましいと思います。それぞれの立場(パネラー

のみなさん)で夢をお持ちでしたらお聞かせ頂きたい。 

河原塚：任意団体を NPO化して活動していきたいと思います。              

３年前から有機無農薬野菜を栽培しているが、子どもたちの体験活動と結び付けられ

てらと思っています。                                   

陶芸も、子どもの体験活動に結び付けたいと思っています。 

岡田 ：職業柄、運動の嫌いな子どもをゼロにしたいと思います。格差を埋めて、全員が関わ

れるきっかけ作りをしたい。その仕組みを考えたいと思います。 

半田 ：自分が年老いても関われる場所を作りたい。同じ志を持った人が職業化できるように

していければと思います。 

栁澤 ：子どもたちが心幸せに、人権を保障されて、一人一人が自己肯定感を高める、学校が

楽しい場であり、教育の力で差別をなくす取り組みをしていきたいと思います。  

日が暮れるまで外あそびのできる施設を作り、運営したいと思います。        

睡眠を学ぶ、保育を学ぶ、家事、炊事、農業、の出来る教員採用を提案したいです。 

小林 ：子どもと関わり合い、ワールドカップ、五輪の経験から、競技を見てほしい。   

世界との接点を持つために、自分の作ったコースで子どもたちが選手の活躍を見て、

夢を語ってくれる、そんな子どもを育てたい。                     

長野県のすべての人が楽しめる自転車のフィールドを作りたい。自分の街をホットな

街にしていきたいと思います。 

（学校を出た後のいろんなあそび場、冒険あそび場協会の活動について） 

半田 ：全国に 500近く存在し、冒険あそび場協会のリーダーとして活動中です。     

長野県は子どもたちへの注目度が高く、子どもの育ちを支えるしくみを考える検討委

員会が県の組織にもあります。                                    

県でバックアップしていく、松本市に子ども条例も設置、全国から注目されています。

10月 19日 20日には松本市Ｍウィングで、全国自治体シンポジウムの予定です。 

    （コラボして推進可能？プレイパー

クというより、冒険あそび場のほ

うが響く。この後プランニングを

行うが、アクションプランを小諸

市に提案しに行きたいと思います） 

柳沢教育長：ありがたく、歓迎します。 

 

 

２日目 
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ワークショップ 

信州外あそびマニフェスト・アクションプラン作成 

（１）昨日のワークショップの振返り                         

①信州で子ども達が外あそびを日常化する為に我々は何をして行くかの、方向付けを      

行いました。                                         

②信州で出来る事行動。（スケジュール）                             

③さらにプラスで何が出来るか。                                           

④実情に沿った仕掛け、子ども達を取り巻く環境、地域の団体とのかかわりが大切、    

親のかかわり家庭での外あそび、外あそびにブレーキ、大人の外あそび PR、あそびで 

交流があげられました。 

（２）1日目で出てきたキーワードをもとに、より具体化する作業を行います。       

①1年後、3年後、5年後、さらにその先を見据えてディスカッションを行います。    

②(1)地域の大人の意識を変える。(2)大人に外あそびを教える。(3)行政、学校、企業に   

ついて。(4)子どもに聞く、子どもの集まる場所を作る。(5)外あそびの日を作る。(6) 

信州で出来る事、信州で出来ないこと。(7)2015年長野県をアウトドア県に変える。 

について、それぞれのグループでディスカッションをしました。 

（３）各グループの発表                               

各グループの発表の後、さらに具体的に進める提案を出して頂き、今回の成果がでるよ

うにして頂きました。 

①行政、学校、企業ついて                             

どのように発信していくか、学校を動かしていきたい中で我々はどのような活動が必要

か？我々が行政を動かすアプローチをして行きます。                 

首長を出すことにより、行政や学校を動かすことを理想とします。            

そのためには、行政を巻き込んだミーティングを定期的に行います。          

情報交換、その為には、行政にアピールできる外あそびを行うことによる、教育効果、

子どもの変化をシェア、共有することが大切です。                

個人、団体のスキルアップをし、行政から信頼される信頼されることを目指します。 

信州で出来るあそびを地元の子どもたちがやっていない現実を変えるためにも上記アク

ションは大切と思います。                               

行政に近づくこと、行政にアピールできる体制にすることが大切に思います。 

②地域の大人の意識を変えるために、大人に外あそびを教える                   

行政の働きかけ方と似ていますが、地域のイベント（お祭り、商工会、青年会等）が

マンネリ化している中から発展、親を変えないと子供が変わらない、地域の人たちが

楽しくあそぶ。 木のぬくもりを子どもにすりこむ。 大人にあそばせる為には子ど

もにあそばせる。 教員免許の更新研修会で外あそびを行う。 今あるイベントにプ

ラスして外あそびを入れる。 問題や危機感をしっかり認識する（アレルギー、生活

習慣病）。鬼ごっこなどプログラムで、より自然にあそぶ。 アウトドアと結び付け、

相乗効果を求め、最終的に外あそびに結び付ける。 

 

２日目 
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そのためには、外あそびネットワークのブランド化、信頼性を上げることが大切です。 

また、収集した情報を共有する手段を確立していかなければならないと思います。   

イベント一つ一つの積み上げにより、実績を作り上げ誰でも知っている外あそびネトワ

ークにしましょう。 

地域のイベント、練馬区では子ども祭りに入り実績を作っています。個人の活動がネッ

トワークの情報で広がりました。（人と人との繋がり） 

③子どもに聞く（傾聴）                             

1年以内に子どもをよんで子どもとあそび、ヒントを得ます。ミーティングを子ども参 

加型にする。次回開催の提案です。 

信州の実態を考え直す手段手法を考える。信州をキーワードに、信州にとどまらないよ

うにしたい。企業、塾、姉妹都市、行政へのアプローチを考えます。                 

子ども会議を参考にして、そこからの提案を大人が実現します。 

④長野県はアウトドア県になる                           

「長野県アウトドア県宣言！」をキーワードにします。              

長野あそび場プランを作り、信州外あそびネットワークで実現します。             

東京ではできない特化した、情報ネットワークを確立していきます。           

外あそびは、企業や行政、教育機関もキーワードとして数多く話題となっているので活

用していきます。                                   

自然教育とアウトドアレジャーを切り離さないネットワークを構築します。     

信州へ来る人への魅力発信。自然ガイド、多彩なフィールドの活用を行います。    

プログラムをつなげて商品にします。                          

マスメディアを活用します。 子どものときにあそばせます。 子どもたちが地元であ

そぶ癖をつけます。 大人になってもあそぶことが出来、他府県からの観光客とも一緒

にあそびます。  

⑤観光地でありながら、外あそびに目が向いていない現実があります。「長野県アウトド

ア県宣言」を実行することにより、教育、農業、産業等長野県 Totalして生きて行きま

す。そこまで広がりがある所が、長野県の文化です。 

⑥外あそび Dayを作る。子どもたちの集まる場を作る。                                                                                                                                                                                 

直近 1年以内に個人でできる事として、「誰かを誘って公園に遊びに行こう」公園に行

ける雰囲気を作って頂きたい。 ネットワークとしては、様々なイベントで「信州外あ

そびネットワーク」のブランドを掲げて、イベントを開催します。そして外あそび Day

の設定、外あそびミシュラン（外あそび Map）を情報誌などで発信していきます。   

5年後は、ネットワークに企業やスキー場を解放してもらい企業にも参加してもらいま

す。シルバー層などの協力によるイベント開催します。                

外あそび Day を作り、生活の中にあそび場をつられたらよいと思います。キャラクター、

ブランド、外あそび認定マーク、カタログにも記載、スタンプラリーなども良いと思い

ます。 

２日目 
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クロージング 

外あそびネットワークのこれから・講評・閉会 

≪田口実行委員長≫ 

○ ワールドカフェに始まり、アクティビティ、夜は田中ケン氏のアウトドアクッキング、

キーワード「大人が背中を見せて生きる、アウトドアクッキングは、身近なものと愛

で出来あがります。 

○ 大変レベルの高いミーティングに感謝しています。続ける事が一番。色々な壁があり

ますが、それには理由があります。外あそびネットワークも緩やかに、無理のない程

度に続けていきたいと思っています。今日出てきた内容は実現していきましょう。み

んなが考え、この仲間で実現して頂きたいと思います。強制ではありませんが、責任

をもってやっていきましょう。 

○ 一つの思いを持ち、一つのテーブルで真剣に話し合った事を無駄にしないようにしま

しょう。このメンバーならば実現できると確信しています。緩やかな情報交換を行い、

新たにネットワークに参加いただき活動をお願いしたいと思います。 

○ 信州外あそびネットワークの繋がりでひとつずつ皆さんと一緒に実現して頂きたいと

思います。2日間ありがとうございました。 

≪鈴木副実行委員長≫ 

○ これからも様々な形で情報発信しますので、信州外あそびネットワークへご入会頂

き、仲間として参加ください。登録、メッセージをお願いします。 

≪講評：加々美貴代（やまぼうし自然学校 代表理事）≫ 

関係者の皆様の力で実現できましたので感謝し

ます。 

面白いこと、楽しいこと、辛いことを共有でき

る仲間が集まる場所だと思います。緩やかにつな

がって、年に 1回でも 2回でも集まり、充電して

元気を補充してそれぞれの地域に帰り、やりたい

こと、思いを遂げて頂きたいと思います。 

 

また成果をもって笑顔で結び付ける仲間でありたいと思います。 

 

これからも緩やかにつながって、信州のアウトドアを活発にしていきましょう。 

 

２日目 
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アンケート集計・まとめ 

※設問№は、当日配布のアンケートに沿っています（前後あり）  

資 料 
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寄稿 

 

今回は信州外あそびネットワークとしての初めてのミーティングでもあり、信州の子ども達

の未来への布石となりうるきかっけとなる事を願ってこの会の実行委員に参加させていただき

ました。                                         

役割として総合司会・進行という大役をいただき非常に恐縮しました。しかし、今回は広い

信州の中で自分が一番遠い所からの参加で地道な事務局仕事にあまり協力出来ず心苦しかった

のですが、逆に一歩離れて全体を見る事が出来たような気がしましたので、その役割も必要な

のかと割り切らせていただきました。              

途中なんとなく其々の役割がうまく理解されていないのではないかとか、夏休みシーズンで

皆が多忙な時期と重なり想定通りに進行していかないのではと心配する時もありましたが、そ

こはさすが百戦錬磨の皆さんの猛チャージであっという間にあらゆる準備が進み当日を迎える

事が出来ました。 

当日は幸いに晴天に恵まれ野外アクティビティも絶好の条件で楽しんでいただけました。   

外あそびの魅力を自ら再認識していただけたのではないかと思います。 

本題でありますワークショップにつきましても其々の担当が参加者からの想いや考えをしっ

かりと引き出す事が出来たかと思います。  

今回溢れだした外あそびへの想いをしっかりと受け止め実行に移していく事が大切かと思い

ますが、継続して行くには大変な労力が必要になってくるかと思いますが皆の想いを合わせて

緩やかにしっかりと続けて行ける事を願っています。                          

                                         副実行委員長  鈴木道郎 

 

『外あそび！』子ども達がアウトドアフィールドであそぶこと、楽しむこと、学ぶこと。 

五感を使って自然の豊かさを感じ、人が自然と共存するために作り上げてきた知恵を学ぶ。   

それこそが、未来を創っていく子ども達への贈り物、財産です。      

信州という恵まれた自然環境と豊富な体験素材（アクティビティ）、そして豊かな人的資源

（素晴らしい指導者の方々）。  

お互いが知り合い、想いを共有して、次なるアクションを起こしていく、具体的な目標を定

めつつ、それに向かってゆるやかなネットワークが組織され、動いていく…そんな素敵な機会

であったと確信しています。 

今後の活動に、大いに期待をしています。    

                              副実行委員長 田村恵子 
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開会までの来訪者の駐車場案内をしました。 

ライオンアドベンチャーのスタッフに手伝ってもらって、左右に分かれて車で来られた方を

駐車場まで誘導しました。 

 特別、これと言ったトラブルはありませんでしたが、荷物の多い人なども会場から遠いい駐

車場に誘導してしまった事もあって大きな荷物を持って歩く姿を見たときは、もう少し、気を

使って一度、会場近くまで誘導→荷物を降ろしてしたから広い駐車場への案内でもよかったの

かも。 

 開会後にも車での来訪もあり、その時のスタッフ不在も反省する点でもありました。 

 開会から３０分過ぎるまでは一人でもスタッフを入り口に配置しておくべきだったと、後か

ら思います。 

この反省点を今後、活かせたて行きたいと思います。 

一日目の午前のワールドカフェ、午後のワークショップ。二日目のワークショップのグルー

プ内のファシリテーターをしました。 

 初日では自己紹介をしながらの外あそびについての思いなどを話しつつ意見を、交わしてグ

ループ内のテーマが出にくい結果を導いてしまいました。 

 時間が無かったにしろ、これから役立つ話や意見なども聞けたのでこれはこれで、いい結果

だと思います。 

 ワールドカフェについては、本来の意味とはかけ離れた感じだと、参加者から指摘を受けま

した。 

 二日目のワークショップでは前日の反省を活かして、自己紹介などを手短にして、前日に提

案されたテーマについて意見の交換を積極的にしました。 

 時間は多少オーバーしたものの一番最初に、テーマについて発表出来た事がグループ内のま

とめたときの早さを伺えました。 

                                 中村晃二 

ＥＣＯラフティング、子どもに返ったようにはしゃぎ、楽しみました。 

川岸の浸食、甌穴など地上からは見られない景色を堪能し、もっとゆっくり見たいとの声も。 

今回のイベントのために開発したコースとのことでしたが、途中各所に「ピンボ                           

ールの瀬」などワクワク感を演出するような名前が付けられていて楽しさが倍増しました。 

移動中に説明が行われ、短い体験時間を有効に利用できるスケジュールになっていて無駄が

ありありませんでした。 

ライオンアドベンチャーのスタッフに感謝！ 

忍者体験、宮下さんの実演に驚きながら、参加者それぞれに手裏剣など未知の世界を堪能し

た様子｡  

グループに分かれていろいろな種目に挑戦したが、指導者がひとりだけで目の届かないとこ

ろではどうすればいいのかわからないの声も。  

1回目のグループと場所を変えたため（広さを求めて？）、指導者が道具の移動でその場を

離れることがあったり、グループごとに 3種目を体験したためどうすればよいのかわからなく

なる場面があったりしました。                                     

全体的には普段触れる機会のない忍者の世界を垣間見て楽しみました。 

                                  村重恵美 

資 料 



   31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主催】信州外あそびネットワーク 

 

 

[第１回 信州外あそびミーティング実行委員会] 

実行委員長：田口眞嗣  副実行委員長：鈴木道郎・田村恵子 

実 行 委 員：奥村万希子・杉山隆・瑞慶覧明子・中村晃二・畠山桂・廣田美和子・ 

藤村哲・古川誠・松沢正仁・村重恵美・屋田翔太・山岸惇・山田勇 

事  務  局：降幡光幸・小島真一・山田直美  

協      力：有限会社白馬ヤマトヤ・酒井産業株式会社・ミヤコスポーツ 

白馬ライオンアドベンチャー 

講      師：有賀岳・岩切研二・岡田真平・河原塚達樹・小林可奈子・齋藤晴彦・ 

田中ケン・田中翔・萩原正道・半田裕・宮下晃・森川優正・栁澤光 

【後援】長野県・長野県教育委員会・小諸市・小諸市教育委員会・ 

ＮＰＯ法人自然体験活動推進協議会 

【会場】安藤百福記念 自然体験活動指導者養成センター 

 

2012 年 10月に開催した『信州発！全国アウトドア＆ネイチャーフェスタ in 信州白

馬』をきっかけに発足したネットワーク（代表：田口眞嗣 登録メンバー：80名）。

本事業の実施にあたっては、ネットワーク内で実行委員会を設置、企画・運営した。 

 

第１回 信州外あそびミーティング 

2013.9.29～30 

 

子どもゆめ基金助成活動 
 


