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子ども達に、また、大人達にも外あそびの楽しさを見直してもらい、もっともっと

外あそびを日常的に行ってもらおうという想いから発展し、企画した今回のミーティ

ング。実際にどんな『あそび＝アクティビティ』をしたら楽しめるのか? どんな紹介

の仕方、どんな発展をさせるとより楽しめるのか? というのは、指導者の悩みかつ、

腕の見せ所です。各講師により、様々な切り口から外あそびを紹介する『外あそびの

見本市』を開催しました。 

《総合ディレクター》■どあい冒険くらぶ 大浜崇 

■ぐるったネットワーク大町・ＴＬＣ 百瀬千代子 

① となりの散歩、長野県林業総合センターに行ってみよう！（参加者数：9 名） 

■長野県森林インストラクター会 村重恵美 

②の『ノルディック・ウォークプログラム』と合同で、林業総

合センターを散策するネイチャーウォークを行いました。森林

内の様子、植物など、五感を使って観察、体験し、施設紹介（一

般利用可能キャンプ場、展示館、研究棟等）もしました。積極

的に体を動かし、見て、感じている様子で、「もっと歩きたかっ

た」「奥まで行ってみたかった」などの声が聞こえてきました。 

② ノルディック・ウォークを体験してみませんか? （参加者数：9 名） 

■白馬ヤマトヤ・ノルディック・ウォークインストラクター 松沢正仁 

①の『となりの散歩プログラム』と合同で、ノルディッ

ク・ウォークの効果と歩き方の説明の他、ポールを使っ

たウォーミングアップ、クールダウンの指導も行いまし

た。森林の中では、ツールとしてのポールの良さが実感

できました。ポールを使うことで、いつもの散歩に効率

良く運動効果と楽しさをプラスできました。 

③ Let’s   Challenge!! 木登り（参加人数：12 名） 

■上越からの山あそび達人 秋山奈々 

木登りは外あそびの基本のようなものです。参加者に、それぞ

れ登りたい木に登ってもらいました。アカマツの大木のような

低位置に枝のない、登るのが難しい木には道具（幹に巻き付け

る足場、木は傷めない）を利用して登りました。身体を全部使

い、自分を感じていたと思います。「もっと上の方まで登りた

い」という声も。また、道具に興味を持つ人もいました。 

ウォーミングアッププログラム『外あそびの見本市』 
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④ ビーリャスであそぼう！（参加者数：8 名） 

■ＮＰＯ法人浅間山麓国際自然学校 杉山隆 

『ビーリャス』とはスペインのボーリング風のゲームで、大

人も子どもも同時に楽しめるゲームです。参加者全員がビー

リャス初体験という事もあり、ルールを理解したり慣れるま

でに多少時間がかかりましたが、みんな楽しんでいました。

使用する道具もシンプルで、間伐材の活用にもつながるアク

ティビティなので、興味を引いていました。 

⑤ 昔あそび ～ベーゴマ大会～（参加者数：30 名） 

■持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪ 山田直美 

ベーゴマ、皿回し、けん玉、フラワースティックなど、昔あ

そびを自由に挑戦してもらいました。「けん玉、何年振りだ

ろう」「ベーゴマを床(とこ)で回すのは初めて」という声も

聞こえてきました。練習して、できた時に「できたー！」と

喜びの声。できるようになった人が初めての人にコツを教え

ている姿もあり、参加者同士の交流が進みました。 

⑥ 釣りキチ三平ゲーム＆ガサガサ道具と魚展示（参加者数：5 名） 

■川職人 中村晃二 

釣りキチ三平ゲームは、釣竿(ルアーロッド)を振って、ルアーを目

標物の近くに落とす、キャスティングをゲームにしたものです。ル

アーロッドを初めて扱う参加者もいて、操作方法の指導も行いまし

た。みなさん夢中になって楽しみ、「実際にフィールドに出て釣り

をしたい」という方もいました。ガサガサ道具を使って田川でとっ

た、魚や水生生物の展示もしました。 

⑦ 自然の素材を使用したクラフトプログラム（参加者数：11 名） 

■ＮＰＯ法人やまぼうし自然学校 古川誠 

“やまぼうし自然学校”で実施している体験学習のク

ラフト見本市です。『とちのみぼうや』『くるみのスト

ラップ』『ドリームキャッチャー』を作りました。作り

方だけでなく、材料の調達や保存の仕方などの質問を

受けました。また、同じようなクラフト体験を行って

いても、ちょっとした部分で違いがあるなど、ノウハ

ウの交換も行うことができました。 
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⑧ プロジェクト WET ＆ WILD（参加者数：5 名） 

■体験創庫かけはし 藤村哲 

「地球に存在する水と陸はどのような割合なのか？」

を、地球型ビニールボールをお互いに投げ合って、数

学の「確率」の概念を取り入れ、子ども達に学びと気

付きを得てもらう、プロジェクト WET のアクティビテ

ィ『青い惑星』を体験しました。併せて WET や WILD

といった環境教育プログラムの紹介を行いました。 

⑨ 不思議な…エアサーフグライダー（参加者数 38 名） 

■木工職人 川上真潔 

薄くそいだ発泡スチロールを、自由な形に切り、重心を合わ

せてグライダーを作りました。飛行機、鳥、蝶々の形など、

形と重心の調整で、大きさも飛び方も色々なものができて楽

しめました。ずっと飛ぶ…とまでは上手くいきませんでした

が、簡単で面白い、飛びモノができました。飛ばし方、追い

かけ方なども工夫しました。 

⑩ 写真と動画で見る“アウトドア王国”長野県（参加者数：５名） 
■ナガノアウトドアレジャーガイド“goat” 山岸惇 

日本百名山のうち約 50 座にアクセスできる山岳フィール

ド長野県。“アウトドア王国”長野県で活動している、トッ

プレベルのアスリートやプレイヤー、アウトドア好きな方々

の最先端のあそび方を、写真と動画で紹介しました。他のア

クティビティに参加している人達も、ダイナミックな写真と

動画に、つい足を止めていました。 

⑪ 展示 プラダンカヤック ■木工職人 川上真潔 

値段が高く、個人で持つにはハードルが高いと思われるカヤッ

クを、プラスチック製段ボール（プラダン）を使って作りまし

た。総費用約１万円。４月には諏訪湖で進水式を行いました。 

⑫ 展示 マイ箸づくりキット ■酒井産業株式会社 

ヒノキの間伐材を使って、世界にひとつ自分だけのオリジナル

箸を制作するキットです。治具を使うのでカンナで削る作業も

安全に行うことができます。 
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■第２回 信州外あそびミーティング 2014 実行委員長 田口眞嗣あいさつ 

こんにちは、実行委員長の田口と申します。日頃は、白馬村を中

心に体験学習のプログラムの企画運営をする会社を経営していま

す。さて、本日は“第２回 信州外あそびミーティング 2014”に

ご参加いただき、ありがとうございます。 

子ども達の外であそぶ姿をとりもどすために、いま何が足りなく

て、何が必要で、どんな仕組みが必要なのか…そんな事を２日間、

しっかり親睦を図りながら、議論し、科学し、そして具体的に、

組み立てていきたいと思っています。 

昨年は小諸市にある安藤百福記念自然体験活動指導者養成センターにて、実際に外あそ

びをしながら、情報交換をして次に繋げる議論をしました。今回は、昨年生まれたアイデ

ィアをさらに深め、実施に向けてさらにステップアップすることを願っています。様々な

分野から講師をお招きしています。豊富な知識や情報を、得ていただけたら嬉しく思いま

す。2 日間、楽しく外あそびについて語り合いましょう。よろしくお願いいたします。 

■長野県教育委員会教育長 伊藤学司様よりメッセージ 

信州塩尻の地にて「第２回信州外遊びミーティング」が開催されま

すことを心からお喜び申し上げます。 

外あそびは、自然や友達とかかわる大切な体験活動であり、子ども

の成長に欠かすことのできないものです。しかしながら、豊かな自然

に恵まれる信州においても、子ども達のこうした体験活動の不足が課

題となっているところです。 

そのような中で、学校・家庭・地域がつながり、子ども達の外あそびを蘇らせるために

何ができるのかを目的に、このミーティングが開催されることに大きな意義を感じるとと

もに敬意を表するものです。このミーティングのご盛会を心より祈念申し上げます。 

■長野県生涯学習推進センター 中澤美三様よりごあいさつ 

このセンターは子ども達の勉強だけではなく、将来に向けて学んで

行く施設として、色々な講座を設けています。子ども達が、大人と関

わって“あそぶ”ことの大切さを学ぶ講座もありますし、自然体験や

体験活動の大切さを学ぶ講座もあります。 

子ども達の外あそびを大事にしないと、地域づくりにも繋がりませ

ん。将来の子ども達が、持続的な社会を作っていくことに繋げてくだ

さい。本日はおめでとうございます。 

 

オープニング  
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■塩尻市長 小口利幸様よりごあいさつ（２日目） 

今日は子ども達も集まってのミーティングと思い来場しまし

たが、指導者のミーティングでした。以前は子ども達の魚とり、

川あそびなど外あそびに関わっていましたが、最近はそういっ

た環境が少なくなっています。 

ここのすぐ近くで進んでいる、“信州エフパワープロジェクト”

の目的も、枝葉の部分では外あそびの一端があります。『森を再

生しながら自らも元気になって行くプロジェクト』なので、材

料を切って燃やして、発電して売って終わりではありません。 

木を切って運んだ後､作業者どうしで当地のワインを飲んで、消費量を増やすなど考えられ

ます。外あそびがまちづくりに繋がっていくのです。 

子ども達が多くなってくれることを望んでいます。例えば市役所でも婚活ワインパーティ

ーなどを行い、小さな努力を積み重ねています。そういった小さな努力を積み重ねていかな

いと、理想を追いかけても実現できません。みなさんの活動ステージも同じ事が言えると思

います。小さなことから取組んで、子ども達の無限の可能性を、みなさんの知恵と技と信念

ですくすくと育ててください。このような立派な施設も有効に活用してください。塩尻市主

催の「こども未来塾」のプランも検討しています。 
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前回のミーティングでは、外あそびをもっと広げていくための方針をみんなで考え

ました。しかし、それぞれの人が実際にどんな外あそびを展開しているか、知る時間

を持つことができませんでした。 

そこで、今回はミーティングに参加しているみなさんが、普段どのような外あそび

をしているのかを共有し、お互いをもっと知り合うことを目的に「私の一押し外あそ

び！」と題してプレゼン大会を開催しました。自分が楽しんでいる一押し外あそびや、

大人や子ども達にプログラムとして提供している一押し外あそびを、それぞれ６分程

度で発表しました。 

■公益財団法人身体教育医学研究所 渡邉真也 

『子どもの主体的なあそびに寄り添う』 
現在、幼少期から体を動かすことが得意な子と不得意な子の

二極化が進んでいます。この差を縮めたいと思い、あそびなが

ら体を動かすプログラムを用意して、小学校や保育園に関わっ

てきました。しかしあそびを提供していると、自ら考えてあそ

ぶ『参加型』ではなく、『受身型』の子どもが増えてきていると、

感じるようになりました。そこで、まずは「体を動かしたい」

と心を動かすことが大事ではないかと考えました。 

そして、実際に体を動かしてみて、楽しいと感じればどんどん繰り返していき、運動効

果が高まっていく。“東御の子どもの元気な育ちを支えるネットワーク”をつくり、子ど

もが「あそびたい！」と思える環境づくりを進めています。保護者にも子どもと向き合っ

てもらい、子どもがやることに対して「ダメ！」と言わないよう、子どもがあそびこめる

ようにします。自然の中であそびこむことで、身体能力が高まるだけでなく、工夫をする

知性も、思いやりや協調性も高まります。そんな『お散歩』が私の一押し外あそびです。 

●大浜崇さん 

子ども達はそれぞれにやりたいことを持っているので、こちらが提供するプログラムよ

りも『自由時間』を大切にしています。その中で人気なのが『石交換』。河原で石を探し

て交換するだけではなく、ハンマーやタガネを使って石を割って観察している子もいます。 

●横山いずみさん 

野外保育で行っていた『雨降り散歩』が一押しです。きちん

と支度をすれば、雨でも思いっきりあそぶことができます。醍

醐味は、いつもと違う景色を見られること。雨の音も心地よく、

最初は抵抗感があっても、実際に外に出ると、子どもも大喜び

であそんでいます。 

私の一押し外あそび！ 

 

話題提供 

参加者の発表 



第２回 信州外あそびミーティング 2014 

 

 

9 

 

●矢野 正さん 

セカンドライフワークとして、セカンドハウスで新たにいろんな『挑戦』をしています。

浅間山麓国際自然学校でインタープリターに挑戦。そして、キノコ、山菜採りや、浅間山

の登山への拠点としてハウスを開放し、仲間や会社の人達にも使ってもらいます。 

●新美亮介さん 

子ども達は、遊具があったとしても、自分達なりのあそび方を考え出して楽しんでいます。

自然がいっぱいあれば、自分で『あそび』をどんどん見つける。大人が提供する『あそび』

よりも、子ども達から生まれる『あそび』の方がおもしろいと思います。 

●太田洋平さん 

保育園では毎日、自由あそびの時間がありますが、子ども達がいつも『どろんこあそび』

をしています。『どろ団子づくり』も人気で、乾かしてこするとぴかぴかの団子ができま

す。年長さんは何日もかけてぴかぴかにし、年下の子達のあこがれの的になっています。 

●畠山桂さん 

じゃんけんで５人に勝ったらイスを移動して輪になって座り

ます。一席空いているので、空いた席の両隣の人が、手をつ

ないでその席に座る人を探しに行きます。座りっぱなしの時

間が続いたので、少し動いた方が良いなと思い、ちょっとし

たレクリエーションをしてみました。 

●長岡賢司さん 

外あそびの体験が大事で、昔はテレビもゲームもなかったので、ノコギリやナタ、ナイフ

を持って山や川に行ってあそんでいました。今は、子ども達と一緒に山を整備した時に、

切った木の枝の年輪を数えてみたり、その枝を使ってクラフトをしたりしています。 

●山下幸雄さん 

子ども育成会では、地域の子ども達は地域で育てようと、子ども達の成長を見守っていま

す。カルタや餅つき大会、流木アート等、子ども達といろんなあそびをしてきました。子

ども達はあそぶ天才です。自分達の思いのままに、あそぶことができると感じています。 

●鈴木道郎さん 

『自転車』が一押しです。中川村の村道 230km を一年間かけて走りました。そのこと

で、地域の人達とふれあうことができ、さらに、地域のことを知るきっかけにもなりまし

た。保護者もリーダーになって、今は天竜川を下って太平洋を目指しています。 

●山田直美さん 

たくさんの人に外あそびをしてほしいと思い、キャラクターを活用した『昔あそび』イベ

ントをしています。身近な公園で、キャラクターと一緒にベーゴマや鬼ごっこなどをして、

楽しいと思った人が、豊かな自然の中で『外あそび』につながっていく事を願っています。 
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■公益財団法人身体教育医学研究所 岡田真平 

『外あそび』の価値を考える 
そもそも『あそび』とは、誰かに強制されるものではなく、

自主的な活動です。その中に自由や創意という要素があり、い

つもとは少し違う非日常的な時間だとも言われています。外あ

そびを『している子』と『していない子』の違いが明確になる

ことで、ただあそんでいるだけではなく、『外あそびの効果』を

世間に伝えることができるようになります。 

インターネットで『あそび・研究』で検索してみると、より楽しいあそびの紹介はそれ

なりに見つかりますが、あそびの成果に関する研究は、しっかり積み上がっていません。

研究は、仮説を設定することから始まります。外あそびをすることによって、子ども達が

どう良くなるのだろうか？まずはその仮説を持ち、それを測って検証します。子どもの成

長には食、生活や家庭環境など様々な要素が絡み合っているので、この検証がなかなか難

しいのです。それでも、どのように外あそびの成果を測っていくのかについても、ネット

ワークで議論していき、研究機関と現場とが連携していけば良いと思います。 

長い目で見て、外あそびを『している子』と『していない子』の成長を追っていくこと

ができれば、長野県全体として、外あそびの成果を PR できるのではないでしょうか。 

■森環境教育事務所・相模原市小学校教諭 板倉浩幸 

『学校教育における外あそび』 
『あそびが学びにつながり、あそびが学びを支える』ということ

を意識してください。意識することで学校や保護者に向けて、今

の活動をアピールすることができます。学校の授業は学習指導要

領によって決まっていて、100 円未満で購入できるので、ぜひ読

んでみてください。外あそびは、特別活動などの教科外の活動に

位置付けられます。 

体験活動や外あそびの中にも、科学の仕組みがあるので、普段の活動をその科学の仕組

みにつなげる視点を持つことも重要になります。たとえば、どうすればブランコを早くこ

ぐことができるのか、水はどのように流れていくのか、火が燃えるためには何が必要なの

か等、体験を通して感じることが多々あります。これらと学校での学習内容とを結びつけ

ることで、学校と外あそびとがつながりやすくなります。 

プログラムがない自由なあそびが子ども達には人気とのことですが、自由なあそびを通

して、子ども達がどのように成長するのか。その成長を目的として明示することで、学校

の授業として扱ってもらうことができるようになります。そして、まずは大人が楽しんで

やってみることを忘れないようにしましょう。肥後守など、大人が使っていることで、子

ども達も興味を持ち、使うきっかけになります。楽しみながら、夢を持って活動をしてい

くことで、その夢を実現していく。その過程で子ども達自身も、楽しみながらいろんなこ

との真理を学んでいく。そんな輪が広がるネットワークになるといいですね。 

講評 
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■実行委員長 田口眞嗣 
私の一押し外あそびで、いろんな外あそびを聞くことがで

きました。本当に全部やりたいと思います。こういった活動

は、良いことをしているのだけど、発信力がなく知ってもら

うことができていない。どうやって発信していくべきかにつ

いても、考えていく必要があると改めて感じました。 

文部科学省も子ども達の体験を促進するために、様々な取

り組みをしています。でもなかなか家庭にまでは伝わってい

ません。今年、新しく「子どもと自然をつなぐ地域プラット 

フォーム形成支援事業」というのを始めています。これを各地域で行ってほしいとのこと

ですが、まさに私達が取り組むべき事業だといえます。 

学校教育と社会教育、そして、家庭教育をつなげていくことが、ますます重要になって

きています。どうやって情報を広げ、つなげていくかをこれからも考えていきたいと思い

ます。 

■特別講評：自然体験企画 桜井義維英 
さすがに長野県は良いことをしているなと思いました。で

も、みなさんは本当に外あそびを多くの子どもや大人に広げ

たいと思っていますか？ 自分がやっている団体の活動に、も

っと人が来て欲しいと思ってはいませんか？ 自分の団体に

人が来れば、日本中の人達が外あそびをするようになるだろ

うというのが、今までの理屈でした。 

でも、実際にはそうなりません。日本中の子どもや大人が、

外あそびをするようになった結果として、自分達の団体にも

人が来るようになるのです。 

20 人の子ども達が同じことをすれば、みんながみんな楽しいと思うことは、まずあり

ません。ひとつの体験に対して、本当に喜んでいるのはひとり。ということは、20 人を

喜ばせるには 20 の体験を用意する必要があるのです。そこで、みんなでネタを出し合う

ことが必要になります。信州はみんなでネタを共有していて、面白い活動があるというこ

とを伝えていきましょう。 

とりあえず、気軽に身近な公園でできる体験でも良いし、山が近い地域でできる体験で

も良いので、世の中の子ども達が「楽しい！」と思うネタを全国で何十万と創りましょう。

その中で、信州でやったほうが面白いという地域の特性が活きるネタも出てくる。 

せっかく集まっている信州外あそびネットワークなので、もう一歩前に進んでどんどん

ネタを共有してほしいと思いました。 
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■津村農園 津村孝夫 

安曇野市三郷で自然農法・有機栽培に取り組む津村農園の

津村孝夫による、鶏の解体プログラムを実施しました。生き

ている鶏をその場で屠殺し、血抜きを行い、羽をむしり、解

体して味噌鍋にするまでの流れを見せてもらいました。 

野外調理は外あそびの一つとして、子どもから大人まで楽しめるプログラムですが、今

回は貴重な命を頂いて、私達は生きているという、『命の教育』要素も取り入れた実践例

の紹介になりました。 

■ＮＰＯ法人やまぼうし自然学校 加々美貴代 
青竹を利用して、野外でパンを簡単に作りました。生地を

こねて、半割にした青竹の空洞の部分に詰め、竹をあわせて

針金で留め、焚き火で焼きあげ]ました。参加者からは、「美味

しい！」「楽しい！」の声が聞こえてきました。 

また、竹を利用した他の焼き方の提案が参加者からあり、プログラムの披露にとどまら

ず、お互いの野外技術の情報交換、レパートリーを増やす場ともなりました。 

■川職人 中村晃二 
ジャンボニンニクは化学肥料や農薬を使わず丈夫に育ちます。

今年の冬は、大雪と寒さが厳しく春まで心配しましたが、無事に

収穫できました。津村さんの鶏皮と一緒に焼いてみました。 

各講師による野外調理披露の後、食堂で夕食を兼ねた交流会を開催しました。『私の一

押し外あそび！』の話題提供者、渡邉真也の挨拶で乾杯、交流会が始まりました。 

参加者からは、各地のお土産や差し入れがありました。また、地元の笑亀酒造株式会社

様からは清酒『笑亀』を３升、信州新町の株式会社尾澤酒造場様からは清酒『十九』４合

瓶を２本、ご提供いただきました。塩尻市観光協会様からお借りしたワイン樽が、お洒落

な雰囲気を醸し出していました。 

  

交流会  

 

野外調理実演講師 
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食堂に準備されたオードブルには、塩尻名物の『山賊焼き』が実行委員会のリクエスト

に応えて用意してあり、「なんで山賊なのか？」という話題で盛り上がりました。野外調

理で作った料理も並び、素晴らしく豪華な夕食兼懇親の時間となりました。 

食事と歓談の時間の中で、お土産や差し入れについて、それぞれが紹介しました。 

次に、野外調理実演講師から、内容や普段の活動などを紹介してもらいました。 

■津村孝夫：今回に関しては鶏を使用して、地元で採れた野菜と

一緒に味噌汁を作りました。普段の活動では、合鴨農

法でお米を作っているので合鴨を使います。安曇野市

立三郷小学校でも、５年生と合鴨農法でお米を作り、

秋には合鴨を解体することも一緒に行っています。 

■加々美貴代：やまぼうし自然学校では、竹林整備で出る青竹を活用した野外料理プログ

ラムを、実施しています。今回はパン焼きを行いましたが、バームクーヘン

を作るプログラムなど他にもいろいろあります。自然体験や野外活動を中心

に、子どもからシニアまで幅広い方々を対象とした『外あそび』プログラム

提供を行っています。 

■中村晃二：釣りが一番の外あそび。自然の中で生き物を捕まえ食べる、身近な狩猟のひ

とつだと思っています。昨日たまたま犀川で良い形の鱒が釣れたので、参加

者のみなさんに食べてもらえるよう、持ってきました。庭で採った香草と一

緒に、ホイル焼きにしました。 

その後、山岸惇が自ら手掛ける長野県のアウトドアレジャ

ー紹介のホームページについて、プレゼンを行いました。外

あそびを広げていく有効なツールとして、現在進行形で情報

をアップしながら内容を充実していけるようにしている活動

内容に、参加者からも共感の声があがっていました。 

６時過ぎから始まった交流会は、あっという間に時間が過ぎ、８時半には一旦、中締め

となりました。『私の一押し外あそび』で特別講評した桜井義維英が挨拶と一本締めの音

頭をとりました。 

中締め後も引き続き交流を深め、『外あそび』に関す

る、それぞれの想いや取り組みを語り合いました、今

回の出会いを通して、お互いに連携をしていきたいと

いった、今後の活動をより一層発展的なものにする話

題が広がっていました。実りある懇親の場と、『外あそ

び』について多種多様な意見交換、情報共有が図られ

た機会となり、盛会のうちに終了しました。 
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■ぐるったネットワーク大町・ＴＬＣ 百瀬千代子（参加者数：23 名） 

夜に降り続いていた雨も止んで、滴が朝日にきらめく中、早朝にも関わらず 23 名が集

合。１日目のウォーミングアッププログラムで、『ノルディック・ウォーク』の講師を務

めた松沢より、ポールの使い方や、ポールを使った準備体操の指導の後、出発しました。 

ネイチャーガイドは、大町で黒部ダム周辺のツアーガイドをしている百瀬が担当して、総

合教育センター南側の川沿いの森を散策しました。 

地元の固有種『カタオカザクラ』を始めとする草木の説明、葛の葉を丸めて鳴らす草鉄

砲など、楽しみながら植物が紹介され、「なるほど」「知らなかった」の声があがります。 

また、ドングリの帽子を使った笛遊びでは、

事前に形の良いものを準備しておいて参加

者に配り、みんなで練習をしました。少しず

つ音を出す感覚がつかめると、もう途中では

止められません。みんな夢中になって吹き、

「ピー！」となった時の笑顔は、大人も子ど

もも同じだと感じました。 

リスがドングリを埋め、時々忘れてしまうことが、森の

多様性に寄与していることを教えてくれる紙芝居も実演さ

れました。ちょうどその時に、ドングリから芽が出て若木

になったものを見つけた参加者がいて、紙芝居の内容との

絶妙なマッチングに、大盛り上がりとなりました。なるほ

ど、若木の幹と根の接点にはドングリがついているのです。

知識だけでなく、実地で学ぶことができると、そこには感

動も生まれて、知識に根っこが生えた気がします。このよ 

うに、自然物の説明のひとつひとつに、驚きや感動が伴い、歓声が上がりました。色々な

発見や知ることの喜びを通して、自然の神秘の一部にでも触れられることは、とても大切

で、貴重な体験だと思います。 

最後の上り坂では、松沢から「ポールを使って歩くの

と、使わないで歩くのを比べてみて！」と声がかかり、

ノルディック・ウォークの素晴らしさも体感しました。

知らず知らずのうちに、足だけでなく体全体を使って歩

いていて、姿勢が良くなっていること、楽々と歩け、転

ばないことなどを実感できました。 

クールダウンのストレッチも、ポールを使うことで安定して行うことができました。み

なさんの笑顔があふれ、楽しいだけではない、心身とも充実した気持ちになった、良い一

日のスタートとなりました。 

朝のアクティビティ（森のウォーキング） 
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前回のミーティングでは、外あそびをもっと広げていくためにできることを話し合

いました。いくつのプランはできてきたのですが、実現に向けて具体的な行動につな

がるところまでいきませんでした。 

そこで今回は、前回のミーティングで出てきたアイディアをもとに、具体的な行動

に移すための企画づくりに取り組みました。６つのテーマを設定し、関心のあるグル

ープに分かれ、企画を深め、スケジュールや実行方法など具体的な実行計画までつく

り込みました。 

 

■概要説明：実行委員長 田口眞嗣 

みなさんおはようございます！昨日は楽しい親睦をはかれましたか？ 

さて、今から最後のプログラムに入ります。アクションプランワークショップです。昨

年、ワークショップを開催した結果、いくつかのプランが生まれました。そのプランをさ

らに深め、実際の活動に入れるほどにプランを成熟させるのも良いし、新たに実現したい

ことを企画するのもよし、みなさんの話したい内容で有意義に意見交換をしていただく時

間にしたいと思っています。 

昨年、どのようなアクションプランが生み出されたのかご紹介します。 

① 行政・学校・企業が情報を共有して協働していくべきだ 

② 地域の大人が外あそび不足 それを解消せねばならない 

③ 子どもの言葉に耳を傾け、子ども会議を実施し、その提案を大人が実現する 

④ 外あそびＤＡＹを制定し、外あそび認定マークなどを作り情報発信 

⑤ 長野県をアウトドア県にする 

話し合いを進めるための 6 つのテーマが発表さ

れました。グループファシリテーターがテーブルに

つき、参加者は内容についての説明を聞きながら各

テーブルを回り、自分が一番話したい内容を決めて、

ワークショップが始まりました。 

最初は何を話せば良いのか分からない様子の参加者もいたが、自分がやっていきたいこ

と、それに繋がるネットワークの存在、仲間が協調して行く事の重要性を感じながら、充

実した内容のディスカッションが展開していました。 

他のテーブルの状況を伝える係が、ポイントポイントで情報を伝えたり、お茶やお菓子

を取りに行くついでに他のテーブルの様子を見たり、段々と仲間の考えを分かり合えるよ

う、自然なコミュニケーションの良い流れが始まっていったと思います。 

それぞれのテーマの結果を、次ページ以降にまとめました。 

ワークショップ「外あそびのムーブメントを起こそう！」 
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テーマ① 外あそび同時多発的イベントを実施する 

外あそびイベントは、現在すでに様々な団体で行われていて、多発的に実施しています。

現在行われているものを、フェイスブックなどを活用して、情報が発信できるようにして

はどうでしょう。今回チームで検討したプロジェクトは、外あそびの活動が一堂に集まる

イベント『外あそびフェスタ 2015』の開催です。子ども・大人が外あそびを出来るよう

になり、長野県のさまざまな場所やアクティビティ、及び情報を知る事が出来る場となる

ことをめざします。その後、家族などでも外あそびをするようになるきっかけにしようと

いう計画です。 

2015 年秋ごろの開催をめざし、外あそび

フェスタ実行委員会を立ち上げ、検討してい

く予定です。子どもから大人まで 3,000 人く

らいが参加してくれるようなイベントをめざ

し、普段は体験できないようなアクティビテ

ィで、たくさんあそべるようにします。 

イベントで気に入ったあそびを見つけ、自分達でそのあそびをできるようになることを

目指します。それと同時に、信州外あそびネットワークの仲間が増え、外あそびがより広

がって行くことが期待されます。 

 

テーマ② 信州外あそびネットワークの団体同士の連携 

連携方法について、まずはアイディア出しを行

いました。出てきたたくさんのアイディアを整理

し、その中で何を実施していくかを検討し、『各

団体のイベント＆人財共有＆物品シェア』を実施

していくための企画を立てました。外部に“信州

外あそびネットワーク”を発信していく前段階と

して、まずはネットワークの団体同士の情報を知

り、他のフィールドを知り、外あそびのネタを増

やすことを目指します。 

イベント情報を WEB 上で発信したり、人財（材）募

集も合わせ発信していきます。また別の連携方法とし

て、各団体のフィールドへ行ったり、貸出物品のリス

トを作成したり、物々交換会（アウトドアグッズフリ

マ）や、共同購入をしたりしていきます。パンフレッ

ト、割引券や、外あそびパスポートを検討し、より交

流が活発になるようにしていきます。 

仲間同士が、気軽に悩み相談ができるような関係になることを目指したいと思います。 

成果発表 
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テーマ③ 外あそびロゴマークづくり 

外あそびのロゴマークを作成し、一目で『外

あそび』と分かるようにする。意思統一や情報

共有、ブランド化などにつながっていくことを

目指しています。また、ロゴマークを作成する

過程でも、外あそびの PR の機会になることが

期待されます。ロゴマークを作るためのコンテ

ストの開催を企画しました。 

インターネット、ホームページ、チラシ、ポスター、フェイスブックなどを利用して、

一般の方へロゴマークの公募を行います。様々な人から応募してもらえるよう、広報に力

を入れます。 

予算を確保することが出来れば、長野県内の学校などにチラシを配布し、公募の呼びか

けを実施していきたいです。多くのメーカーさんに協賛していただくことで、予算が確保

できるのではないかと考えています。選定方法は、みんなが参加できるように考えていき

ます。参加賞などの景品や、外あそびネットワークのイベント割引券を準備できると良い

と考えています。 

ロゴマークが完成し、名刺、パンフレット、服、帽子などに使用していきます。１年以

内に、みんなが『外あそび』のロゴマークを入れてイベントすることを目指して実施して

いきます。まずは、募集要項作りから頑張ります。 

 

テーマ④ 外あそびマップ・情報発信ツールの確立 

情報発信について話し合う中で、すぐに実現できそうなこととして『みんなでつくる外

あそびマップ』を考えました。 

外あそびを広げるために、まずは外あそびの

拠点やイベント情報、フィールドなどの情報を

知ることができるマップを作ります。印刷物は

経費がかかるので、経費がかからない方法とし

て、グーグルマップなどのウェブ上のマップに

情報を集めていきます。 

信州外あそびネットワークのメンバーが、自分の団体や知っている活動を、どんどんマ

ップに書き込んでいきます。情報の集約をして、長野県内の外あそびを網羅するようにな

ることを目標に実施していきます。3 ヶ月くらい情報を集めてみて、そのあとの方針を検

討していきます。 

また、マップに書き込めない情報なども、フェイスブックやメーリングリストなどで情

報共有をしたり、フェイスブックページが活発になる様、管理者を増やすことを提案しま

す。みんなで盛り上げていけると良いと考えています。 
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テーマ⑤ 地域×大人×学校＝外あそび！？  

外あそびと、地域や学校などの関わりについ

て、意見を出し合いました。保護者や学校の理

解が必要、その道のプロに聞く、公園を整備す

る、大人も遊ぶなど、学校・民間団体・家庭・

地域など、様々なカテゴリーに関する意見が、

たくさん出てきました。それを整理し、みんな

で確認しました。 

次に、出てきた意見をもとに、地域や大人や学校に関する企画をメンバーそれぞれに作

成しました。それぞれの企画について意見交換をし、実現可能な良いと思う企画を選定し

ました。『盛大な農業収穫祭』というプロジェクトで、農作業を通して、地域の子ども達

と大人を対象に外あそびにつなげていこうというものです。 

稲刈り、イナゴ採り、川あそび、音楽祭、ごはん炊きなどを行い、自然とのふれあいを

通し、心と体を育てることにもつなげていきます。地域の方々や子ども達が、農業を通じ

て元気になることを目指して活動していきます。 

 

テーマ⑥ 新しいテーマ 

まずは、外あそびで困っていること、こうなる

といいなぁということを出し合いました。身近な

例を考えると、近所に住む親が「外は危ないから

家の中にいなさい」という場面や、イベントやキ

ャンプを実施している団体も「新規参加者が少な

い」などの意見があり、なかなか外遊びが広がっ

ていません。 

外あそびを広げていくためのアプローチとして、『子ども』が外に出てくるように仕掛

けたらいいのか、『大人』が遊べるように仕掛けたらいいかを検討して、新しいニーズの

広がりを考えました。 

その中の意見の一つとして、いろいろな外あそびのネ

タに関するバッヂをつくり、その外あそびを実施すれば

バッチを貰えて、集めたくなるような仕掛けが面白いの

ではないかと考えました。また、その外あそびに関する

ネタを網羅している、『外あそびの達人』のようなスター

を作っていくのも手ではないかという意見もありました。 

頭だけで考えていると煮詰まってくるので、まずは皆でキャンプをしたらどうかとの意

見も出ました。知恵を出し合ったり、一緒に遊んだりすることも重要だと思います。 
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■NPO 法人信州アウトドアプロジェクト 吉田理史 

6 つのテーマの話し合いの様子を見て、それぞれの人が思い

を込めて活発に議論していることに強い印象を受けました。発

表しきれなかった所もあると思いますが、みなさんが議論して

作り上げたものですから、すぐに実現できなくても、少しずつ

で良いので是非実現して下さい。自身の体験としてその必要性

や、人生観の原点として外あそびが関わっていました。その経

験が自身の為になっていて、今活動をして、その思いを発信し

ています。 

東京都内では、外あそびを学校教育の中に取り入れている所があります。それくらい外

あそびは重要視されて来ています。 

時代の変化が現れていると感じています。それを実現できるのは経験しているみなさん

がその立場ですから、大きなムーブメントを起こさなくても、家族や近所の仲間など、身

近な所から始めて下さい。理論的に考えず、感覚的に様々な人を巻き込んで出来る事から

行動を開始して下さい。かしこまらずに、まず楽しさからスタートし、子ども達が 5 年

後 10 年後に自分の糧になったと思える、成果が出れば良いと思います。自身も外あそび

を発信するので、みなさんも今あるものを発信してください。外あそびを広げましょう。 

■Outdoor LifeStyle Produce 小清水哲郎 

「今までの経験からして、それやりますか？」今日の話を実

現するために一歩踏み込むのと、議論だけで終わるのとでは大

分違います。みなさん外あそびは良いと思って来ている。取り

組み方次第で、外あそびはこれから間違いなくムーブメントに

なると思います。「どんな応援があれば、それができますか？」

情報、人、モノ、金、場所の 5 つの要素については、どんな応

援があればできるでしょうか。 

困った時は、「どうすれば○○できるだろう？」というのを声に出してみることです。

自分に投げかけると同時に、相手にも投げかけると、欲しい情報や人などが入ってくるよ

うになります。騙されたと思って試してみてください。今回は様々なアイディアが出まし

た。これを実現させるためには、これからも議論と実践を積み重ねることで、いいものに

変わっていくでしょう。 

想像するに長野の外あそびネットワークは全国に先駆けて、見本となるだけの大きな種

になる可能性があります。未来に向かって今どれだけ種をまけるかが大事です。成功する

までは全て試しです。まずはやってみること。目的を持った取り組みを続けて、外あそび

がどれだけのムーブメントになるかというのを楽しみながら関わっていくと、これからの

長野は凄く変わると思います。 

 

 

講評 
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■まとめ：実行委員長 田口眞嗣 

2 日間という短い限られた時間で、伝えられるものとまとめられるもの、自身消化不良

の部分があったかな、みなさんもそう感じているかなとも思います。是非“信州外あそび

ネットワーク”に参加頂きたいと思います。大きなミーティングは年に一回とし、小さな

コアミーティングをたくさんしたいと思います。それを繋げて行くと、何か大きな物にな

るのではないかと思います。まずやってみて、そこから何かプランが生まれてくれば良い

と思います。是非この仲間で成し遂げるものが作れたら良いですね。 

 “外あそびネットワーク”としての勉強会のお誘いや、最新情報の発信をメーリング

リストでしていきますので情報共有できると思います。そして年に一回このような外あそ

びイベントが出来たら良いと思います。 

外あそびは科学するものというより、本能的にやることだと思います。大人が力を出し

て、子どもが本能的にあそんでしまう環境をみんなで作りましょう。そうすると何かが起

きると思います。 

市長にも共感頂いたところがあり、塩尻市にバックアップして頂ける可能性もあります。

市長から是非形に残してほしいとの助言もいただきました。是非ネットワークに入って頂

き、小さなことから実現できれば嬉しいので、みなさんの力を加えてください。 

参加者のみなさん、講師陣、教育センター関係者、実行委員に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クロージング    
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（1）このイベントを知ったきっかけは何ですか？（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）今回の開催時期、場所は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）参加した満足度を点数にすると？ 

（100 点満点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートまとめ                          

 

チラシ 

5% 

紹介 

47% 

フェイス

ブック 

11% 

メール 

16% 

その他 

21% 

【具体的に理由を教えてください】 

●友人からの紹介 

●職員室にチラシが置いてあった 

●国営アルプスあづみの公園より 

●昨年のミーティング開催を見て 

●地域の方から教えていただいた 

など 

妥当 

100% 

改善の余

地あり 

0% 

【具体的に理由を教えてください】 

●ここなら来れます近いので 

100点 

44% 

98点 

6% 

90点 

25% 

80点 

25% 

【具体的に理由を教えてください】 

●様々な情報収集と、人と話をすること

で、自らの糧になった 

●自分が積極的になれなかったので、う

まくネットワークができなかったかな

～ 

●実践を報告させて頂き、それに対する

感想含め、反応がありがたかった 

●全員が協力的、スタッフが大変良かっ

た 

●信州で活動している人達と知り合えた 

●企画の実現可能性に期待を込めて 

●自分のやりたいことが見つかった。よ

り明確になった 

●ネットワークが出来ました 

●様々な人達の話しが聞けた   など 
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（4）運営スタッフの対応を点数にすると？ 

（100 点満点） 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

（5）今回のイベントで一番の収穫は何ですか？ 

●外あそびを行うという事の科学的な視点から見たデータを聞けたこと●みなさんに

お会いする事が出来たこと●いろんな活動団体を知れたこと●自分のやりたい企画の

イメージがつかめた●様々な活動をしている方々と話が出来て、知り合えたことです●

ネットワーク、人との出会い●人とのご縁を頂きました●知ったこと●長野の人の熱さ

を感じました●友達がたくさんできました●たくさんの人達の考えを知る事が出来た

●地域の取り組みの熱意●外あそびについて 2 日間考える機会となり、その事を考えて

いる人と意見交換できたことです                    など 

 

（6）外あそびネットワークにメッセージを！ 

●来年も参加出来たら 1 日目の午前から

参加したいです●今後の展開が楽しみ●

是非ネットワークに混ぜてください●実

行委員の皆様お疲れ様でした。お世話に

なりました●ログを中心に、継続実行！ 

●これからもお世話になります●頑張りましょう。ありがとうございました●あきらめ

ないでボチボチいって下さいね～●成長には太陽が必要、外あそびバンザーイ！(笑)●

全員で成功させましょう●また、情報提供をお願い申し上げます●今後とも、外あそび

のムーブメントをより大きくして行って欲しいです。実行委員の皆様ありがとうござい

ました●ネットワークで本当に何かビックなことが出来たらいいですね！応援してい

ます。あっ 2 日目、みんなで持ち寄ったあそびをみんなでやるのかな～と思っていたの

で、ずっと室内だったのが少し残念でした。楽しかったけどね！●住居が東京と、少し

離れていますが、これからも宜しくお願いします●これからも宜しくお願い致します 

など 

 

100点 

87% 

90点 

13% 

【具体的に理由を教えてください】 

●忙しい中、企画、運営ありがとうござい

ました 

●Very good！ありがとうございました 

●お話する中で、自分に足りないものを教

えてもらった 

●これだけ大きな会の運営はかなり事前

準備が必要、本当にお疲れ様でした 

●初めての参加でしたけど、スタッフの人

達がきちんと説明してくれた 

など 
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２０１２年 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 

10 月 19～21 日、白馬五竜エスカルプラザを中心に開

催。全国各地から 140 名の自然体験指導者達が集まりま

した。開催に向け、県内各地で活動する指導者を中心に実

行委員会を立ち上げ、準備をすすめました。 

天候にも恵まれ大成功のフェスタ終了後、“信州外遊び

ネットワーク”が設立しました！ 

 

２０１３年 第１回 信州外あそびミーティング 2013 

９月 29～30 日、安藤百福記念自然体験活動指導者養

成センターで開催。子ども達が日常的に外であそぶには、

どうすべきかをみんなで考える機会として、ネットワーク

の中で実行委員会を組織して準備をしました。小諸のフィ

ールドを楽しみ、『外あそびマニフェスト』を作りました。

新しいメンバーを加え、ネットワークが広がりました。 

ネットワーク及びミーティングの名称を“外遊び”から

“外あそび”へ、表記の変更を行いました。 

 

２０１４年 第２回 信州外あそびミーティング 2014 

６月 28～29 日、長野県総合教育センターで開催。昨

年作成した『外あそびマニフェスト』を実行するため、具

体的アクションプランを作りこみました。 

昨年と異なり、年度の早い時期に開催した理由としては、

アクションプランを年度内に実行する願いがありました。 

長野県教育委員会の施設を利用することで、行政との連

携も強めました。 

実行委員会やプログラムごとの打合せを重ね、長野県総合教育センターの下見や担当者

との打合せも行い、準備を進めました。 

 

今後、各地でコアミーティングが数多く開催され、アクシ

ョンプランが実行されることにより、子ども達が日常的に外

であそぶ姿が多く見られることを期待します。 

ながの不登校を考える県民の会 

すべての子ども達の 

幸せな未来を願って… 

「なぜ学校に行けないの？」「将来どうなるか

不安」…子ども達が、さまざまな症状を訴え、

学校に行けなくなると、心配するのは当然。 

でも、「学校に行くこと」が目的ではなく、「学

校でイキイキと学び、遊ぶこと」が目的ですよ

ね。子どもの長い人生、幸せな未来につなげる

ために、今何が大切かを一緒に考えませんか？ 

私たちは、不登校の子どもを持つ（持ったこ

とのある）親、昔不登校だった若者、支援者た

ちの作ったグループです。 



第２回 信州外あそびミーティング 2014 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

別原稿（背表紙） 

 


