
主 催： JAPAN OUTDOOR LEADERS AWARD運営委員会

パートナー：

サポーター：ARCʻTERYX、カシオ計算機株式会社、ココヘリ、SALOMON、SATOMACHI、秀岳荘、
パタゴニア⽇本⽀社、株式会社前垣、益⽥公房、mont-bell、UTSun,inc 

⽇ 時： 2022年3⽉15⽇（⽕）16時〜17時30分
会 場： オンライン開催（ zoom ）

申込フォーム： https://forms.gle/9q2rqss1niZzrLrS7 【申込QRコード】

TIME（予定） 進⾏内容 ※当⽇は後援団体・協賛各社・協⼒関係団体の⽅々などの参加を予定しています。
16時00分 開会

□ファイナリスト紹介 □各賞の発表 □受賞者コメント □協賛企業コメント □集合写真
17時30分 終了予定
17時30分〜18時00分 ファイナリストと選考委員、運営委員、協賛企業限定交流会を実施します。

⼭や川や海や⽥畑や森林など多様なアウトドアのフィールドで、より良い未来を⽀える⼦ども達を育むリーダー
の功績をたたえ表彰するアワードです。これにより、“アウトドアでの学び”がより⾝近になり裾野が広がっていく
ことを⽬的としています。⽇本各地から応募された60名のリーダーを審査した結果、優秀賞8名とU30賞1名が選
出されました。3⽉15⽇の表彰式当⽇にこの優秀賞の中より、⼤賞、特別賞が発表されます。
今回選ばれているファイナリストは、主に宮城・⻑野・東京・兵庫・奈良・愛媛・⾹川・沖縄の⼭・川・海・
⾥・都市部などにおいて様々な視点で⼈づくりに励む活動されている⽅々です。各地で意義深い取り組みをされ
ているファイナリストの皆さんが集結します。

アウトドアで“未来の⽇本のための⼈づくり”
「JAPAN OUTDOOR LEADERS AWARD 2022」
⼤賞＆特別賞はオンライン表彰式当⽇（2022年3⽉15⽇）に発表

2022年3⽉吉⽇
JOLA運営委員会

ファイナリスト決定！

＜申し込み問合せ窓⼝＞ JOLA運営委員会 ( http://jola-award.jp )
adress：渋⾕区代々⽊神園町3-1 国⽴オリンピック記念⻘少年総合センター内 NPO法⼈⾃然体験活動推進協議会

tel：090-3918-1211 mail:  jola@cone.jp 担当: 和⽥徳之（株式会社和⼤地）

JAPAN OUTDOOR LEADERS AWARD 2022（以下、JOLA 2022） について

JOLA 2022 表彰式 開催概要

JAPAN OUTDOOR LEADERS AWARD（JOLA）運営委員会の紹介
アウトドアでの「未来のための⼈づくり」を応援したいと想う各地で活動する10名の運営委員により構成されて
います。2014年にJOLA運営委員会を⽴ち上げ、スペシャルアドバイザーや選考委員の皆様⽅の応援や多くの企業
のご⽀援を賜りながら運営をしております。

http://jola-award.jp
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株式会社ライジング・フィ
ールド 代表取締役

株式会社プロジェクトアド
ベンチャージャパン 取締役
営業統括

森のようちえんウィズ・ナ
チュラ 代表

合同会社SOULS CEO 

NPO法⼈国際⾃然⼤学校
沖縄校 マネージャー

ネコのわくわく⾃然教室
代表

⼦どもたちにライジャケ
を！ 代表

庵治⽯細⽬ 松原等⽯材店
３代⽬

NPO法⼈⽣涯学習サポー
ト兵庫 理事⻑

無⼈島学校 校⻑

株式会社今治.夢スポーツ ヒュー
マンディベロップメントグルー
プ⻑ 『しまなみ野外学校』エデ
ィケーションプロデューサー

SOW 代表

くりこま⾼原⾃然学校 校⻑

OWLS（Outdoor Works & 
Lifestyle） 代表

ひの社会教育センター
ひの⾃然学校担当ディレクター

星野 諭

東京

移動式あそび場全国ネット
ワーク 代表

つむぎやさん 代表

奈良県⽣まれ。私⽴保育園で5年務めた
後、美容や癒しの業界で、あらゆる⼥
性の悩みに寄り沿う仕事に就く。2010
年「森のようちえんウィズ・ナチュ
ラ」開園を機に、未就園児親⼦向けの
⼦育て⽀援事業やコミュニティデリカ
フェやマルシェを運営しながら、地域
と繋がり孤育てをなくすコミュニティ
を⽬指している。NPO法⼈森のようち
えん全国ネットワーク連盟理事。1児の
⺟。

学⽣時代に、野外教育、環境教育を学
ぶ。卒業後は、ヒッチハイカー、フリ
ースタイルカヤッカーを経て⼩学校教
諭に。2007年より「⼦どもたちにライ
ジャケを！」の活動をスタート。“ライ
ジャケサンタ”として、⽇々「ライフジ
ャケット」についてSNS等で発信を続
けている。2019年春に約20年続けた⼩
学校教諭を退職し、現在は「庵治⽯細
⽬ 松原等⽯材店」3代⽬として修⾏中。

1980年、東京都⽣まれ。⼤学より沖縄
に渡り、⼤学では環境教育、⼤学院で
は社会教育を専攻し、地域社会におけ
る教育の成り⽴ちを研究する。⼤学1年
⽬の2000年に「ネコのわくわく⾃然教
室」を任意団体として⽴ち上げる。そ
の後は、⽴ち上げた団体を引き連れた
まま国際⾃然⼤学グループに加わり、
現在まで⼀貫して⼦ども達の野外教育
の最前線で活動している。
著書：やんばる⽣き物図鑑（2004）
軽⽯のふしぎ図鑑（2021）

1996年東京⽣まれ。教員を⽬指してい
た学⽣時代に⾃然体験活動と出会い、
この魅⼒にハマりそのまま指導者の道
へ。現在「森のようちえん」活動を中
⼼に、⼩学⽣〜⾼校⽣までの⼦ども会、
サマーキャンプやスキーキャンプの企
画・運営・指導を担当。年間のべ1,500
⼈の⼦どもやボランティアと「忘れら
れない思い出」を創るべく邁進中。最
近はクライミングやスキーなど趣味も
アウトドアにのめりこみ中・・・。

1972年⼤阪府⽣まれ。⻘少年団体の職
員を経て、2003年にNPO法⼈⽣涯学習
サポート兵庫を設⽴し、無⼈島学校や
リアカー縦断の旅などさまざまな体験
学習プログラムをプロデュース。2017
年には廃⽌された公設野外教育施設を
購⼊し、完全⺠営の「神⼾三⽥アウト
ドアビレッジTEMIL」としてリノベー
ション運営を始める。また、講演講
師・研修ファシリテーターとして年間
150本以上、全国で登壇し続けている。

『和を成し ⼈・組織の可能性を切り拓
く』がパーソナルミッション。元アク
センチュア ディレクター。アクティ
ブラーニングのアプローチを強みとし
た企業・法⼈向けの⼈材開発・組織開
発を20年以上⼿がけている。2014年か
らは「⼦供たちの⽣きる⼒を⾼める」
ことを⽬的とした『ライジング・フィ
ールド（Rising Field）』を⽴上げ、⼦
どもたちや家族に焦点を当てた体験学
習の場づくりにも注⼒している。

⼦ども時代は、野⼭で遊び、川⿂を⼿
掴みし、薪⾵呂で育つ野⽣児。⾼校か
ら⼦どものボランティア活動を⾏い、
⼤学時代にはNPO団体設⽴。空き家を
リノベした⼦ども基地や環境デザイン、
地域イベントやキャンプ、 ⼦ども参画
のまちづくりなど実施。また、2008年
からは移動式あそび場を創造し、⼤都
市部から限界集落、⾥⼭や被災地など
全国で活動を展開している。

1980年⽣れ、神奈川県出⾝
⼤学卒業後は私⽴中⾼⼀貫校にて理
科・⽣物の⾮常勤講師として2年勤務
2004年〜野外教育（冒険教育・環境教
育）を志し、くりこま⾼原⾃然学校へ
参画。家族・スタッフと共同⽣活をし
ながら持続可能な⼈づくり社会づくり
のために野外教育の企画・運営・指導
や学びの場づくりの実践中。

得意技はイワナのつかみ取り＆雪の
家イグルーづくり！！

森 和成

U-30賞

しまなみ（今治市）から“⽣きる”をテ
ーマにする野外活動家。海で⼭で川で
若い世代の遺伝⼦のスイッチを⼊れま
くる、野外活動×被災地活動。旅⼈→
猟師→リバーガイド→ガイド会社経営
→野外教育を通じた⼈材育成→FC今治
（Jリーグクラブ）初の野外教育『しま
なみ野外学校』にて活動。

JOLA2022 ファイナリストご紹介



JOLAスペシャルアドバイザー
岩瀬直樹⽒
⾵越学園校⻑・園⻑

上遠恵⼦⽒
エッセイスト / レイチェル・カー
ソン⽇本協会 会⻑

澁澤寿⼀⽒
NPO法⼈共存の森ネットワーク理事⻑

⼆宮かおる⽒
NPO法⼈⽇本で最も美しい村連合副
会⻑

三浦雄⼀郎⽒
プロスキーヤー / 冒険家 / クラーク
記念国際⾼等学校校⻑

JOLA選考委員

国井雅⽐古⽒
NPO法⼈⽇本トレッキング協会 会⻑/
元NHKアナウンサー

佐藤初雄⽒
NPO法⼈⾃然体験活動推進協議会代表
理事

速⽔亨⽒
速⽔林業代表

星野敏男⽒
明治⼤学経営学部教授
⽇本野外教育学会理事⻑

JOLA選考委員

JOLA選考委員
⽵内洋岳⽒ 選考委員⻑
プロ登⼭家 / ⽴正⼤学客員教授

曽根原久司⽒
NPO法⼈えがおつなげて代表理事

成⽥裕⽒
NPO法⼈ガイア⾃然学校代表
⼀般社団法⼈⽇本アウトドアネッ
トワーク代表理事

指出⼀正⽒
株式会社ソトコト・プラネット代表
取締役/ソトコト編集⻑

⾼野孝⼦⽒
NPO法⼈エコプラス代表理事
早稲⽥⼤学教授 / ⽴教⼤学客員教授

野⼝和⾏⽒
慶応義塾⼤学教授

新たな体制のスペシャルアドバイザー
および選考委員のご紹介

「ソーシャルアウトドア」という新たなコンセプトを踏
まえ、新たにスペシャルアドバイザー及び選考委員の⽅
に加わっていただきました。
アウトドアのその先を⾒据えた取り組みを⽬指します。


