
トーチトワリング（年表、資料） Update 30 Mar 2022,  by Yutaka Nishiyama

年 分類 タイトル 出所、著者等 URL

1 1963 愛知キャンプカウンセラー協会（設立） HP http://acca8829880.net/index.html

昭和38年　県より独立 http://aichicamp.com/haca/aca/danntai/acca/dan-acca.htm

昭和41年　設立 http://seinen-no-ie.sakura.ne.jp/ACCA/2017accahakenyoukou.pdf

2 1966 愛知教育大学（愛知学芸大より改称） HP https://www.aichi-edu.ac.jp/

3 1966 名古屋市稲武野外教育センター（開設） Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/名古屋市稲武野外教育センター

4 1966 日本キャンプ協会（設立） HP http://www.camping.or.jp/

5 1967 テレビ番組 山につどうよい子たち―相楽山荘（蒲郡市）、昭和42年制作あいちインターネット情報局 https://www.youtube.com/watch?v=mmTr9NsqL04&feature=youtube

6 1968

朝日キャンプ(大阪)でリーダーがトーチトワリングを実施、

他にも、小学館プロダクション(東京※現在は解散)、ワンパ

ク大学(東京)

日本キャンプ協会（問い合わせ） http://www.camping.or.jp/

7 1980 小５が15人くらいでトーチトワリングをしていた（Aさん）

8 1981 文献 禁断の教育 宇治芳雄（汐文社）

9 1983 愛知県キャンプ協会（設立） http://aichicamp.com/index.php

稲武野外教育センター・多目的ホール完成（1983.7）

10 1984 文献 教育工場の子どもたち 鎌田　慧（岩波書店）

11 1989 名古屋市の一部の中学校で「火舞い」を実施

12 1998 文献 【実践報告】トーチトワリング　（第2巻）
小池周平・中島豊、キャンプ研究（日本キャ

ンプ協会）
JJCS　2(1), 28-31, 1998.

13 2003 日本スポーツ振興センター（JSC）　（設立） 文部科学省 https://www.jpnsport.go.jp/

14 2005 愛知県野外教育センター（設立） 愛知県教育・スポーツ振興財団（改称） http://yagaicenter.sports.coocan.jp/

15 2005 文献 保育者を目指す学生への野外教育 加藤渡・堀義幸、一宮女子短期大学紀要 44, 59-66, 2005.

16 2009 ニュース トーチから引火　小５女児やけど　（7/16付） 朝日新聞（名古屋版）

17 2010 ブログ記事 野外活動　林間学校に一言　（5/31付） mixi ブログ、教育空間　色んな声が集う場所 https://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=535&id=53532403

18 トーチトワリングの指導について（H22より配信） 名古屋市教育委員会 http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/torchsido.pdf

19 2016 テレビ番組
ドデスカ！　全力リサーチ「トーチトワリングは愛知だ

け？」（9/14付）
名古屋テレビ https://www.nagoyatv.com/dode/program-corner/research/entry-7641.html

20 2018 小学校でトーチトワリングによる事故
名古屋市議会・教育子ども委員会

（2019/8/27）

21 中津川利用の手引を改訂　ケミカルライトを推奨 中津川野外教育センター http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/nakatsu1a.pdf

22 2019 ネット記事

命の危険と隣り合わせ「組体操」。学校は本当に子どもの

ことを考えてる？保護者が求めているのは“〇〇”ですよ。

（6/12付）

Woman excite https://woman.excite.co.jp/article/child/rid_UpToYou_6295/

23 ニュース

火が中2生徒に燃え移る…学校で野外学習の”ファイアトー

チ”練習中に腕ヤケド　学校側「罰当たった」（名古屋市立

守山東中学   7/26 事故）　（8/9付）

東海テレビ https://www.tokai-tv.com/tokainews/article.php?i=93541&date=20190809
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24 ネット記事

愛知県の小中学校　子どもに「火の舞」　生徒が大やけど

「罰が当たった」で片付けてはならない根本的原因

（8/12付）

内田　良（ヤフーニュース） https://news.yahoo.co.jp/byline/ryouchida/20190812-00138079/

25 ニュース
名古屋の小中高、トーチ演舞禁止　中２負傷受け、市教委

通知（8/17付）
中日新聞 https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2019081702000113.html

26 ニュース
３２年目、有終の放揚　２４日に豊川手筒まつり　（8/21

付）
中日新聞 https://www.chunichi.co.jp/article/aichi/20190821/CK2019082102000059.html?ref=daily

27
名古屋市立中学校におけるトーチトワリング練習中の事故

について

名古屋市議会・教育子ども委員会

（2019/8/27）

https://smart.discussvision.net/smart/tenant/nagoya/WebView/rd/speech.html?year=2019&

council_id=40&schedule_id=19&playlist_id=1&speaker_id=0

28 ニュース
トーチトワリングで中学生大やけど事故　学校のずさんな

安全管理の実態とは　名古屋市　（8/27付）
中京テレビ https://www2.ctv.co.jp/news/2019/08/27/62784/

29 ニュース
トーチでやけど、灯油絞らず練習か　マニュアル不徹底

（8/27付）
朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/ASM8W56JMM8WOIPE00T.html

30 資料
トーチトワリング（愛知県）の事故データ（2015年～2017

年）、73件　（9/28付）
西山　豊 http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/torch_jiko15to17.pdf

31 レポート トーチ指導者数の推計（10/16付） 西山　豊 http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/torch_suikei15oct2019.pdf

32 ニュース

中学生大ヤケドで…火使った演舞を『ペンライト』にした

他校　得られる”連帯感・達成感”変わらなかった　（10/23

付）

東海テレビ https://www.tokai-tv.com/tokainews/article.php?i=102464&date=20191023

33 2021 ニュース

服に火が燃え移る…「ファイアトーチ」練習中に中学生が

大ヤケド　教師を業務上過失致傷容疑で書類送検へ　（2/1

付）

東海テレビ https://www.tokai-tv.com/tokainews/article.php?i=157512&date=20210201

34 2022 ニュース
火をつけたトーチを回す練習で中学生が大やけど  書類送検

された男性教諭に罰金３０万円の略式命令  (3/29付)
CBCテレビ http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/cbc20220329.pdf

（大学・高校のクラブ）

クラブ 愛知教育大学　リクリエーションクラブ HP http://1028.grupo.jp/free184290

愛知教育大学附属名古屋小学校 HP http://www.np.aichi-edu.ac.jp/life/diary/3781.html

クラブ 火炎旅団（2007年結成） HP http://kaenryodan.jorougumo.com/

ツイッターアカウント

クラブ 旭丘ファイヤートーチ73期 ツイッターアカウント

（教育委員会の資料）

資料 トーチトワリングの指導について 名古屋市教育委員会（教委より提供） http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/torchsido.pdf

資料 中津川利用の手引き（基本編） 名古屋市野外教育センター http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/nakatsu1a.pdf

http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/nakatsu1b.pdf

資料 中津川利用の手引き（資料編） 名古屋市野外教育センター http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/nakatsu2a.pdf

http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/nakatsu2b.pdf

http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/nakatsu2c.pdf
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資料 稲武利用の手引き（基本編） 名古屋市野外教育センター http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/inabu1.pdf

http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/inabu2a.pdf

資料 稲武利用の手引き（資料編） 名古屋市野外教育センター http://yutaka-nishiyama.sakura.ne.jp/torch/inabu2b.pdf

資料
令和元年度　小中学校初任者研修等　宿泊研修の手引

（2019年7月、8月）
愛知県総合教育センター https://apec.aichi-c.ed.jp/kenshu/kihon/kihon2/tebiki/syukuhakutebiki.pdf

（その他）

資料
名古屋市のトーチトワリングについて（「あいち民研　教

育への権利部会　2019年8月例会報告」に加筆）
大橋基博（愛知の教育を考えるブログ） http://edaichi.blog.fc2.com/blog-entry-151.html

（辞書）

Wiki ファイアトーチ Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/ファイアトーチ
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