⼀般社団法⼈⽇本インタープリテーション協会

設⽴趣意書

「インタープリテーション」は、⾃然公園や歴史地域、ミュージアム等における、体験を重
視した教育的なコミュニケーションです。⽇本では 1980 年代から急速に普及し、公⽴の施設
や⺠間の⾃然学校などにおいて多くの取り組みが⾏われてきました。現在は、ESD や環境教育
の実践として社会の中で⼤きな役割を果たしているとともに、エコツーリズムや、世界遺産、
ジオパークなどの中でも取り組みが広がっています。
⼀⽅、インタープリテーションに対する社会的な評価はまだ定まっていません。例えばイン
タープリテーションを専⾨にする⼈材の雇⽤条件は、⼀般にそれほどよい状況にありません。
今後、⽇本でインタープリテーションをより⾼度に普及していくためには、この分野の研究、
開発、向上、資料化、共有、国際交流など様々な取り組みが必要です。
「⽇本インタープリテーション協会」は、1980 年代後半に⽇本のビジターセンター、ネイ
チャーセンターを先駆的に運営していた⼈々が創っていた「ネイチャーセンター研究会」に起
源があります。この研究会は、環境教育に関する学会やフォーラム等において、インタープリ
テーションの研究集会を開催したり、ニュースレターを発⾏したりしていました。その中⼼⼈
物が故⼩林毅さんでした。その後、インタープリター・トレーニング・セミナー（⾃然教育研
究センターと共同開催）や、インタープリテーションに関する種々のワークショップ等を⾏う
任意団体として 1994 年に「インタープリテーション協会」が作られました。1995 年には、
⽶国国⽴公園局（U.S. NPS）とのパートナーシップによる「⽇⽶インタープリテーション研修
会」をスタートし、開催回数はこれまでに 19 回に及びます。このように海外のインタープリ
テーション関係団体とのネットワークを構築していく中で「⽇本インタープリテーション協
会」に名称を変更しました。
このほど、これまでの活動を継承し、社会的な役割・責任を明確にしつつ、さらに発展さ
せ、⽇本におけるインタープリテーションの発展と持続可能な社会の実現に寄与するため、⼀
般社団法⼈⽇本インタープリテーション協会を設⽴いたしました。
会員制度は当⾯設けず、組織としての意思決定や運営は、少⼈数の責任役員が担う、⼩回り
の効く運営形態としました。これまで協会の諸活動に協⼒をいただき、またご賛同いただける
⽅々には「フェロー（⼀般的には 「研究員」や「仲間」という意味で⽤いられている役職名で
す）」として、協会の運営に関わっていただきたいと考えています。
これから展開する新しい活動において、⽇本のインタープリテーションを担う多くの皆様と
協働できればと考えております。何卒よろしくお願いいたします。
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青木将幸ファシリテーター事務所 代表
公益財団法人 日本野鳥の会 主席研究員
学習院大学文学部教育学科 教授
(有)屋久島野外活動総合センター 取締役
公益財団法人キープ協会 環境教育事業部 課長
風と土の自然学校 代表
エコツアーふくみみ 代表
NPO 法人 生態教育センター 理事長
西武造園株式会社 管理運営事業部 第三運営事業部 部長
(有)屋久島野外活動総合センター 取締役
公益財団法人日本環境協会 教育事業部長
NPO 法人都留環境フォーラム
博報堂 CSR グループ推進担当部長
公益財団法人 日本レクリエーション協会
NPO 法人 生態教育センター 主任指導員
五味五感企画 代表
岐阜県立森林文化アカデミー 教授
国際自然大学校 理事長
一般社団法人 エコロジック 代表理事
自然教育研究センター プロジェクトマネージャー
公益財団法人キープ協会環境教育事業部 インタープリター
ハンズオンプランニング
日能研 代表
星空工房アルリシャ 代表
自然教育研究センター プロジェクトマネージャー
公益財団法人キープ協会環境教育事業部 インタープリター
NPO 法人 自然スクールトエック代表
ホールアース自然学校 執行役員
かもしかの会東京
一般社団法人日本体験学習研究所 代表理事・所長
公益財団法人キープ協会環境教育事業部 課長
有限会社プラス・サーキュレーション・ジャパン 代表
NPO 法人 生態教育センター 上席指導員、葛西臨海公園鳥類園スタッフ

西田 真哉
西 直人
根本 真弓
萩原・ナバ・裕作
蜂須賀 公之
林 浩二
増田 由香子
松本 毅
湊 秋作

聖マーガレット生涯教育研究所 所長
リードクライム
自然教育研究センター
岐阜県立森林文化アカデミー 准教授
NPO birth レンジャー部長／理事
千葉県立中央博物館 学芸員
Office ハッピートレイル主宰
(有)屋久島野外活動総合センター 代表取締役
関西学院大学教育学部 教授、公益財団法人キープ協会やまねミュージアム
館長
三好 直子
青年海外協力隊事務局 技術顧問
村松 亜希子
NPO 法人 生態教育センター 主任指導員
本杉 美記野
公益財団法人キープ協会環境教育事業部 インタープリター
森 恭一
帝京科学大学アニマルサイエンス学科 教授
森 高ー
NPO 法人日本エコツーリズムセンター 共同代表
森 美文
森環境教育事務所
安田 純
公益財団法人 ふくしま海洋科学館
山田 菜緒子
Antalya International University Faculty of Tourism Assistant
Professor
横山 隆一
日本自然保護協会 参事
吉田 正人
筑波大学大学院人間総合研究科 教授
若林 正浩
公益財団法人キープ協会環境教育事業部 日光国立公園那須平成の森・那
須高原 ビジターセンター長
ジョン・タイラー
元アメリカ国立公園局 Training & Development Division 副部長
マイア・ブラウニング 元アメリカ国立公園局・Learning and Development Division

