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―実―施―概―要―

名 称   東北の高校生の富士登山2020/2021　～登ろう！ 日本一の富士山へ～ 

目 的   日本一高い富士山に登り、次なる東北を支える新たな勇気と元気を山から得てもらう。
  東日本大震災復興応援
主 催   一般社団法人田部井淳子基金
後 援   文部科学省、環境省東北地方環境事務所、福島県教育委員会、朝日新聞社、読売新聞社、　　
　　　   福島民友新聞社、福島民報社
特別協賛   株式会社アルソア慧央グループ、堀宏、山井太、山井多香子、株式会社スノーピーク、KDDI株式会社、

なすび、イワタニ・プリムス株式会社、住友生命保険相互会社、株式会社東邦銀行、株式会社ヤマップ、
公益財団法人ヨークベニマル文化教育事業財団、株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン、      
石坂産業株式会社、株式会社グラニフ、福島民報社、高麗神社、鵬友精巧株式会社、株式会社大川荘、
鶴岡八幡宮、真徳寺、琴城流橡の会、どんぐりこどもクリニック、田部栄子、株式会社モンベル、      
株式会社常陸屋、望月敦、日和田山からエベレストまで有志の会、一般財団法人全国山の日協議会、
株式会社ヘミングス、有限会社アンジェリカ、アルパインツアーサービス株式会社、大坂キミコ、     
クライミングジム＆ヨガスタジオPLAY、株式会社タベイプランニング（順不同）

  ※A-port（クラウドファンディング）や、全国の山や自然を愛する方々の個人寄付にも支えられています（P.27
参照）。

協 力   公益財団法人東日本大震災復興支援財団
協 賛   株式会社フィールド＆マウンテン、株式会社マウント、株式会社ご機嫌、味の素株式会社、株式会社虎屋、エピスタ・コーポレーション、

株式会社コモ、サントリー食品インターナショナル株式会社、救心製薬株式会社、認定ＮＰＯ法人富士山世界遺産国民会議、
株式会社石井スポーツほか（順不同）

運行取扱   アルパインツアーサービス株式会社（観光庁長官登録旅行業490号／日本旅行業協会正会員）

期 日   2021年7月27日（火）～29日（木）【2泊3日】
行 程   【7/27（火）】仙台5：30、郡山7：30に集合→（専用バスで移動）→水ケ塚公園→富士宮五合目→（徒歩

30分）→六合目「雲海荘」泊（貸し切り）
　　　  【7/28（水）】富士登山（静岡県　富士宮ルート往復。行動時間12時間（休憩含む）。六合目「宝永山荘」

泊（貸し切り）
　　　  【7/29（木）】六合目→（徒歩15分）→富士宮五合目→（バス）→富士山本宮浅間大社参拝、「花の湯」で

温泉に入り、昼食を食べて各出発地へ（荒天などで2日目に登れなかった場合は、この日に富士登山し、各出発地
へ帰る予定でした。実際の行動概要はP.5参照）

対 象   東北の高校生14人（女子3人、男子11人/学校の場所：福島県１人、宮城県13人/学年：〈高1〉4人、〈高2〉7人、〈高3〉3人）

参加費   3,000円（富士山保全協力金1000円を含む）

装 備   希望者には無料でザック、登山靴、雨具上下等のレンタルあり。ヘッドライトは全員に貸与
募 集   ネット等で告知。募集期間　2021/4/9（金）～2021/5/31（月）
説明会   【第1回】オンライン事前説明会7/10(土)14:00～15:30（全体行程や登山装備等の説明）
　　　  【第2回】オンラインPCR検査説明会7/18(日)10:00～11:30(PCR検査の説明と実践)

運 営   高校生14人を3班（女子1班、男子2班）に分け、各班に登山経験豊富なリーダーが同行。医療班（医師、
看護師各1名）も同行。関係者が無線で連絡を取り合い、全体を移動本部が把握

  専用バス乗車率50％以下、宿泊施設貸し切り、出発前、解散前の2回PCR検査実施（全員陰性）、各業態
における感染防止対策ガイドラインに準拠した対策

共同研究   筑波大学との共同研究を実施。今年で３年目。事前、当日、事後と、参加高校生を対象に複数回のアン
ケートをとり、富士登山が高校生の心身に与える影響について明らかにする。P.24参照

メディア
での紹介   朝日新聞、福島民友新聞、福島民報、河北新報、全国山の日協議会HP、山と溪谷など

コロナ
対策
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　2020年1月新型コロナの報道がはじまりました。2020年の開催に向け、高校生への募集チラシ、ポ
スターなど着々と準備は整っていました。3月に入り、春のセンバツ高校野球中止で状況は悪化。何と
か実行できないかと考え、高校生の募集もギリギリまで延ばすことにしましたが、4月に高校スポーツ
の総合大会の中止が発表、富士山の山小屋も休業が決定。苦渋ではありましたが2021年に延期を決め
ました。

　2021年7月27日-29日「東北の高校生の富士登山2020/2021」。2年越しの実施で「必ずやる」と決め
たが、厳しい状況。山小屋は宿泊者数の上限があり、感染リスクを考えて、少人数で実施を考えました。
高校生のバス1台。乗車率は50％以下。実施前後でPCR検査の実施。参加人数は高校生20人程度で考え
ました。

　準備が整い募集を開始した日、福島県内の高校でクラスター発生のニュース。「無理かな」と、思い
ましたが、この状況下でも14名の高校生から参加表明があり、彼らと富士山を目指しました。
　今年はさらに試練は続き、出発の3日前に台風上陸予報。台風進路がまさに富士山直撃。何とかして
実行できるように、山麓の宿泊施設も予約、山小屋か山麓のどっちに泊まるか、当日まで粘ることにし
ました。出発前日、台風は逸れて予定通りの計画で進めることにしました。
　福島で高校生と合流。バスの中はすごい緊張感。開会式を実施する水ヶ塚公園到着。頂上は雲で見ら
れないものの、裾野の大きさに高校生は圧倒。開会式も早々に1日目の目的地の6合目に向かいました。
2日目、2時起床、2時30分出発。みんな不安や緊張の面々。「よし！いこう！」1班から登り始めました。
今年は人数が少ないので、2班、3班とすぐに出発。
　夜中から歩き始め、段々と明るくなり始めたとき、「うわぁ！雲海！すごく綺麗！！」と。さらに自
然は彼らを歓迎しているように、白虹も発生、影富士も見ることができました。みんな歩きながら「わ
ー」「すごーい」「きれい！」の連発。台風の影響も全く受けずに最高の天気でした。
　3000mを超えた頃、少しずつ高山病の症状が出始めましたが、みんなで励ましあいながら「一歩 一
歩」山頂を目指しました。
　午前9時、全員が山頂に到着。「やった！」「ばんざーい！」「うれしい！！」「最高！！」みんなの喜びが
山頂に響きました。下山、みんな体力がギリギリ。ヨレヨレになりながら歩き続けました。本当に最後。
一人の学生が遅れはじめました。そのとき仲間が二人寄り添い一緒に6合目の小屋に帰ってきました。
その姿は、なんとも言えない光景でした。
　下山途中、参加した学生から「もうすぐ終わってしまう。終わってほしくない。色んな人たちの支援
があって、こうして来られたこと感激です」って、涙を流しながら話してくれました。
　また、「目標に向かって進むことの大切さを教えてもらいました」「初めて会った人たちなのに、幸せ
を共有できた」と、いろいろと話してくれました。高校生からたくさんの元気と勇気をもらいました。
こうして高校生と富士山を歩くことができるのは、ご支援を頂いている皆様のおかげです。本当にあ
りがとうございました。いつものとおり最後は母の言葉で締めさせて頂きます。

「百万遍もありがとうございました」

一般社団法人田部井淳子基金   
代表理事　田部井 進也

―お―礼―
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行動概要

■7月27日（火）　天気：曇り、小雨、ガス
 5：30　高校生たちを乗せた専用バス、出発（仙台5:30、郡山7:30）。　
　　　　途中のサービスエリアでは、協賛社からの飲料や行動食（おやつ）が配られ、到着後すぐに登山開始できるよう準備

を整えた。スタッフバスは9:30新宿を出発、11:40富士山麓の水ケ塚駐車場着。受け入れ準備と関係者の最終打合せ
を行なった。コロナ感染防止のため登山時の注意等を特に確認。

13：10　高校生たちのバスが水ケ塚駐車場に到着。
　　　　13:30 水ケ塚駐車場にて開会式。ここで同行サポートの大人と高校生たちが一堂に会した。富士山は雲に隠れて見え

なかったが、駐車場にて全員で記念写真を撮影後、13:50 高校生、サポートの大人、それぞれの専用バスで五合目へ。
14：25　五合目到着。　小雨の中、駐車場にて各班ごとに分かれ自己紹介、準備体操。
14：45　班ごとに五合目出発（登山開始）。 

15：15　六合目（雲海荘）到着。　ガス・小雨の中、高所順応のため6.5合目まで往復。16:20、六合目に戻る。
17：00　大人のミーティング。　翌日28日の天気を確認。台風8号は迷走気味で、登山を29日に延期しても天気が読みづらい

ということで、28日に富士登山することを決定。
17：30　夕食（カレー）。　コロナ対策のため、パーテーションの立つテーブルで黙食。例年とは違う食事風景だったが、美味

しいカレーを何杯もお替わりする高校生の姿は今年も変わらない。夕食後は、翌日の登山の注意や高山病対策など
についてミーティングを行ない、19:30、就寝。

■7月28日（水）　天気：晴れ
 2：00　起床、2：30　出発。　
　　　　12°Cのあたたかい朝、暗い中、ヘッドランプの明かりを頼りに、1班の女子班から、2，3班の男子班の順に歩き出す。

心配された台風8号の影響もなく風も穏やか。AM4時すぎに明るくなると、影富士や雲海、珍しい白虹も見られた。
皆よいペースの歩きで、少し遅れた高校生もすぐに復帰、全員元気に日本一の頂へ。

 9：10　各班、富士山（富士宮口）頂上到着、晴れ。　
　　　　9:45 全員が剣ケ峰に登頂。コロナと台風接近のニュースのせいか、他に登山者は少なく、頂上では思い思いに記念

撮影し例年になく、ゆっくり過ごすことができた。
10：50　下山開始。　剣ケ峰をバックに全員で記念撮影後、下山。

14：20　六合目（宝永山荘）に到着。　
　　　　力強く湧き上がってくる入道雲をまじかに見ながら、心配された夕立や雷にあうこともなく、全員元気に歩き通し、こ

の日の12時間（休憩含む）にわたる行動を終えた。
17：00～　夕食（牛丼）。　夕食前後には、歴代の先輩たちが書き足してきた横断幕にひと言を書いたり、感想を俳句に詠ん

だりして過ごした。

■7月29日（木）　天気：晴れ・くもり
 4：30～5：00　起床、朝食。　
　　　　夜中にはかなり激しい雨が降っていたものの、雨も上がっていて、今日もよい天気。ガスに見え隠れする富士山をバ

ックに全員で記念撮影し、6時には六合目を出発。
 6：15　五合目着。　駐車場で班ごとに解散式。
 7：15　2回目のPCR検査実施。　水ケ塚駐車場にて。

 8：00～9：50　富士山本宮浅間大社。　昇殿参拝し、神社の方の説明を伺いながら境内を見学。富士山から湧き出る豊か
な湧き水にも触れた。その後、閉会式。今年も一緒に登ってくれたなすびさんからごあいさつをいただいた後、代表
の田部井進也が全員登頂の頑張りを称え、閉会のあいさつ。

10：00～　温泉施設「花の湯」にて入浴と昼食（とんかつ定食）。

12：50　「花の湯」出発。　東北に向かい、専用バスで帰途につく。スタッフバスは15：15新宿着。
18：15～20：40　高校生帰着、解散。　高校生は郡山駅18：15着、仙台駅20：40着。
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■ 班分けと各班リーダースタッフ
班 生徒人数 パーティーリーダー サブリーダー

1班 女子3人
天野 和明
（田部井淳子基金 /
石井スポーツ）

橋本 香織
（アルパインツアー
サービス）

2班 男子6人
岩﨑 武夫
（アルパインツアー
サービス）

斎藤 健一郎
（田部井淳子基金 /
朝日新聞社）

3班 男子5人
渡辺幸雄
（アルパインツアー
サービス）

久保田 賢次
 （田部井淳子基金/
登山隊長）

■ 本部スタッフ・関係者

移動本部 田部井 進也 
（田部井淳子基金/代表）

椙山 太郎
（アルパインツアーサービス）

都倉 洋一
（アルパインツアーサービス
/富士山ガイド）

医療班 稲田 千秋
（田部井淳子基金/医師）

並木 弥生
（田部井淳子基金/看護師）

協力隊 なすび
 （田部井淳子基金/俳優・タレント）

田部井隊 田部井 政伸 
（田部井淳子基金）

吉田 三菜子 
（田部井淳子基金/事務局長）

取材班 小山俊一
（田部井淳子基金/公式動画カメラマン）

在京本部 亀田 広明
（アルパインツアーサービス）

小林 博史
（アルパインツアーサービス）

高校生の班分けとスタッフ・関係者名簿等

■ 今までの参加状況
日　程 参加した東北の高校生の人数

第1回目 2012年7月21日（土）～23日（月） 61人　　　　　　　　
第2回目 2013年7月22日（月）～23日（火） 74人　　　　　　　　
第3回目 2014年7月22日（火）～24日（木） 86人　　　　　　　　
第4回目 2015年7月22日（水）～24日（金） 101人　　　　　　　　
第5回目 2016年7月26日（火）～28日（木） 93人　　　　　　　　
第6回目 2017年7月25日（火）～27日（木） 64人　　　　　　　　
第7回目 2018年7月24日（火）～26日（木） 96人　　　　　　　　
第8回目 2019年7月23日（火）～25日（木） 104人　　　　　　　　

第9回目・10回目（今回） 2021年7月27日（火）～29日（木） 14人　　　　　　　　
今まで本プロジェクトに参加した東北の高校生ののべ人数 693人　　　　　　　　

※第1回目は NPO法人 日本ヒマラヤン・アドベンチャー・トラストの主催。第2回目～5回目は、株式会社山と溪谷社・日本山岳遺産基金と、田部井淳子の主催。

バスの中などで書いてもらったため、多少字が乱れていますが、登山前の率直な気持ちがうかがえます。
筑波大学と行なった共同研究データの一部です（共同研究の速報版はP.24参照）。登山前のひと言

新型コロナウイルスの感染拡大により、昨年の高校登山大会は中止、今年の大会はテント泊なしの規模縮小開催となりました。
我が部最大の行事である夏山合宿も中止となり不完全燃焼のまま引退を迎えてしまいました。仲間たちともっといろんな山に
行きたかった。顧問の先生ともっと話をしたかった。そう思っても時間だけが過ぎていき、受験というぼんやりとした壁だけが
残りました。そんな中「東北の高校生の富士登山2020/2021」が開催されることを聞き、今まで登山できなかった分も含めて高
校最後の登山、絶対に行きたいという思いのもと、参加を決意しました。日本一の山で、同じ東北の山岳同志達と会い、話をし、
山に登れるならばこんなに嬉しいことはありません。よろしくお願いします。（高校3年男子・宮城県仙台市）
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筑波大学渡邉仁研究室
との共同研究

（速報版）2021年度「東北の高校生の富士登山」に関する調査研究
－状態自尊感情・多面的感情・P-N体験の変化－

調査者　渡邉 仁・高橋 達己 （筑波大学）

【緒言】
　本研究の目的は、富士登山による参加高校生の心理的
影響を検討し、その有用性や運用上の課題等を明らかに
することである。現在（2021.8.31）も、本調査を継続中
であるが、これまでの収集データの一部を速報値として
報告する。
【方法】
　研究対象者は、富士登山に参加した高校生（全14名：
男11名・女3名、一年生4名・二年生7名・三年生3名）
であった。調査内容は、状態自尊感情（阿部ら2005）、ロ
ーゼンバーグ自尊感情（桜井2000）、多面的感情状態短
縮版（寺崎ら1992）、ポジティブおよびネガティブの出
来事体験（以下、P-N体験）（市村2012）等について行った。
　本速報版では、往路バス（A）と帰路バス（D）時の「状
態自尊感情」、A・登山直前（B）・登山直後（C）・D時 の
「多面的感情」、B・C時の「P-N体験」を報告する。なお、
自尊感情（self-esteem）とは、ローゼンバーグは「ひと
つの特殊な対象、すなわち（the self）に対する肯定的ま
たは否定的な態度」と捉えており、個人の内面について
の変数として国内外で多くの研究がなされている。また、
状態自尊感情（state self-esteem）とは、日常生活の様々
な出来事に対応して変動する自尊感情であり、受容経験
と拒否経験によって上下する。
【結果】
　「状態自尊感情」…往路と復路バス時の状態自尊感情
得点を、表1.に示す。分散分析の結果、有意差が認めら
れた。富士登山の体験が参加者の状態自尊感情を高めた
ことが示された。
　「多面的感情」…往路と復路バス時および登山直前と
直後の多面的感情得点を、表2.に示す。分散分析の結果、
〈抑鬱・不安〉〈親和〉に有意差（1%水準）、集中、〈集中〉〈驚

愕〉に有意傾向が認められた。多重比較結果を踏まえると、
参加者は登山直前に大きなストレス〈抑鬱・不安〉を感
じながら、同時に高い意識〈集中〉があったことが示さ
れた。また、登山中は驚き〈驚愕〉の連続があった。そして、
登山直後から親近感〈親和〉が高まり、復路バス乗車時
では非常に高くなっていた。
　「P-N体験」…登山直前と直後のP-N体験得点を、表3.に
示す。分散分析の結果、〈ポジティブ体験〉のみ有意差が
認められた。つまり、富士登山の最中に、参加者は肯定・
受容的な出来事が多く体験されたことが示された。

【暫定的考察】
　参加者は往路バス移動の際は、不安やストレスを感じ
ていたようだが、登頂を成し遂げた後は安堵感に包まれ
ていたように見受けられる（多面的感情）。
　「一連の富士登山プログラム」の経験が、参加高校生
の状態自尊感情を高める結果となり、過去の調査結果を
支持した。先行研究では、本人が受容されたと感じる経
験がその上昇に関わっているとされているが、登山中に
こういったポジティブな体験が多くされていたようで
ある（P-N体験）。また、登山中は身体的に非常に辛い状
況が多々あったが、同行スタッフや仲間に励まされて山
頂に辿り着けたことが、非常に印象深い体験であった
（自由記述）。さらに、参加者が14名という例年より小ス
ケールの構造が、集団としての一体感を高めていたよう
に見受けられる。参加者には、代表の田部井氏やアルパ
インツアー社等の帯同スタッフに対して、「尊敬できる
大人」「目標としての存在」として好意的な認識が形成さ
れていった（自由記述）。引き続き、データ収集を継続し、
詳細分析を行っていく。

本プロジェクトでは、一般社団法人田部井淳子基金と筑波大
学体育系渡邉仁研究室（野外運動）で、東北の高校生の富士
登山が高校生たちに与える影響について共同研究を行なって
います。研究は調査継続中ですが、下記はその速報版です。

表1．状態自尊感情の平均と標準偏差と分散分析結果（n=14）

＊p＜.05

往路バス 復路バス
Mean SD Mean SD F

32.57 5.53 36.14 7.07 6.68  *

表3．P-N体験の平均と標準偏差と分散分析結果（n=14）

＊p＜.05

登山直前 登山直後
Mean SD Mean SD F

ポジティブ体験（P） 2.50 1.99 3.29 1.77 6.12  *

ネガティブ体験（N） 0.57 0.94 0.71 0.83  0.38

【参考文献】
阿部美帆，今野裕之（2005）：状態自尊感情尺度の
作成の試み．パーソナリティ研究14（1），125-126.
桜井茂男（2000）：ローゼンバーグ自尊感情尺度日
本語版の検討．筑波大学発達臨床心理学研究12，
65-71.

寺崎正治，岸本陽一，古賀愛子（1992）：多面的感
情状態尺度の作成．心理学研究，62（6），350-356.
市村美帆（2012）：自尊感情の変動性の測定手法に
関する検討．パーソナリティ研究，20（3），204-316.

表2．多面的感情の平均と標準偏差と分散分析結果（n=14）

+ p<.10,  ** p<.01

往路バス 登山直前 登山直後 復路バス

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD F

否定的
感情

抑鬱・不安 3.79 1.05 3.93 1.33 3.29 1.07 2.36 0.63 9.32 **

敵意 2.21 0.43 2.36 0.63 2.43 1.16 2.29 0.73  0.54

倦怠 3.14 1.17 2.79 0.89 3.50 1.02 2.93 1.21  1.75

肯定的
感情

活動的快 5.79 1.42 6.79 1.19 6.29 1.54 6.50 1.45  2.08

非活動的快 4.86 1.29 4.93 0.92 5.07 1.59 5.14 1.35  0.28

親和 3.71 1.98 4.21 1.76 4.64 2.06 5.36 2.34 4.61 **

中性的
感情

集中 5.07 1.07 5.64 1.45 5.00 1.57 4.71 1.20 2.70 +

驚愕 3.64 1.22 4.43 1.60 4.64 1.95 4.07 1.54 2.42 +
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―会―計―報―告― 《2年分》（2020年度、2021年度）

項目 収支明細摘要 収入 支出

協賛金等 協賛金・
寄付金等

企業・団体等からの協賛金、個人からの寄付、クラウドファンディング、
助成、前年繰越 12,431,084

参加費 参加費 14人分×3,000円 42,000

富士登山
実行経費

宿泊費・雑費 山小屋貸し切り、手数料ほか 670,976

交通費・雑費 バス貸し切り、スタッフ同行費、サポーター・講師謝礼ほか 1,944,566

登山関連雑費 アクティビティ関連費、富士山環境保全協力金、レンタル装備代 228,740

登山装備費 パルスオキシメータｰ、無線機器ほか 133,535

保険料 高校生、サポーター 24,795

運営費
事務費等

印刷関連費 チラシ、報告書等作成ほか 823,040

コロナ対策費 コロナ感染予防対策費、PCR検査代、事前説明会準備費ほか 1,369,132

交通費 打合せ、事前調査 259,820

通信・運搬費 参加者などへの書類送付、報告書等の郵送 109,280

運営事務費 事務運営費、広報、打合せ費、資料作成、文具、コピーほか　 6,826,400

合計 12,473,084 12,390,284

（単位：円）

※残金は来年以降の本プロジェクトに大切に使わせて頂きます。

■ 福島民友
 2021年7月29日掲載
  （7月28日にも掲載）

■ 福島民報
 2021年7月29日掲載



東北の高校生の富士登山 募金のお願い
～明日の東北をになう若い世代のために～

一般社団法人田部井淳子基金では、東北の高校生の富士登山プロジェクトをこれからも継続的に行なってゆきます。
明日の東北をになう若い世代のために、ぜひ引き続きお力添えください。

ご寄付頂ける場合は、下記の郵便口座へお願いします。

［口座記号番号］　００１７０ - ９ - ４１８３２０
［加 入 者 名］　東北の高校生の富士登山事務局

〒102-0075 東京都千代田区三番町20-2-209 一般社団法人田部井淳子基金

＊郵便局に備え付けの払込取扱票（青い文
字のほう）をご利用ください。恐れ入り
ますが、払込手数料はご負担ください。

＊富士登山の様子は、専用ホームページ 
http://www.junko-tabei.jp/fuji/ などで
ご報告させていただきます。

2021年7月27日（火）～29日（木）

   登ろう！
日本一の富士山へ

ご報告＆高校生の感想文


