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多様な知識の習得
問題の多面的検討

フィールドスタディ
現場での問題発見
問題意識の具体化

研究会（ゼミナール）

研究課題への取組

人間環境学部のフィールドスタディは、キャンパスを飛び出して現
場を実際に体験し、現地の人びとと直接交流することを通じて、多く
の生きた知識と経験を得ようというものです。教室での学習だけでは
気づきにくい問題を発見し、日常生活のなかで漠然と抱えている問題
意識を具体的なかたちで実感していくことが、フィールドスタディの
重要な目的です。

フィールドスタディは1年生から参加できます。各セメスター（学期）
に1回ずつ、最大で在学中4回まで参加することができます。国内で
は地域を再発見する学びの旅へ、海外では世界を体感する学びの旅へ、
毎年20コースあまりの多彩な企画があります。海外へのコースには、
費用の一部を免除する奨励金制度も準備されています。

フィールドスタディは、単なる体験旅行ではありません。あ
らかじめ出発前にテーマに沿って事前学習を行
い、必要な予備知識をたくわえます。その過程で
湧いてきた疑問を現地で確かめ、さらに理解を深
めるのです。終了後の事後学習では、現地で体感

し学んだことを各自のテーマに沿ってまとめ、その後
の学習に結実させていきます。

まずは試しに、一歩あたらしい世界へと踏み出して
みませんか。�

※	海外フィールドスタディの一部のコース
では、地球温暖化ガスの排出削減と、参加
学生に対する環境教育を目的として、航空
機による移動を対象にクレジットの購入に
よるカーボンオフセットを実施しています。



五感で感じる学びの旅へ  5

Field Study Map
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P.28

オーストラリア（クイーンズランド州）
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演劇ワークショップ
−「スズキ・トレーニン
グ・メソッド」を学ぶ−

各地
科学博物館で学ぶ

埼玉県（川越市）、 
神奈川県（小田原市・箱根町）

歴史的環境の保全を考える

青森県（弘前市）

地域特性を活かしたビジネスモデルを学ぶ
−青森県津軽地方のりんご産業を中心として−
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（五所川原市、中泊町、つがる市 ほか）

津軽半島をむすぶまちづくり
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新潟県（上越市）

吉川FS−ブナの森から農業と農村を考える−

群馬県（安中市）

障害者福祉の体験
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栃木県、群馬県、埼玉県
わが国産業革命期（明治期）の
企業活動と市民生活
−天ぷら油リサイクル燃料バスで行く
フィールドスタディ−

P.10

長野県、富山県、 
神奈川県、千葉県
巨大エネルギー施設と大自然−黒部ダム−

P.14

宮城県（石巻市）

被災地のレジリエンス
形成に向けての支援活動

P.8

長野県（飯田市）

環境と文化の都市・飯田のまちづくり、
地域の伝統芸能と社会

富山県（南砺市）

SCOT （Suzuki Company of Toga）の演劇と
その背景−富山の文化と自然を学ぶ−

P.13

P.16

北海道（サロベツ湿原、利尻島）

国立公園の魅力を支える
地域活動にふれる

P.5

東京都
東京いー散歩

P.21

沖縄県（石垣島）

石垣島・白保における
サンゴ礁文化継承の
とりくみを学ぶ

P.26東京都（伊豆大島）

伊豆大島の魅力発見
−フィールドワーク事始め−

P.24

P.20

P.22

P.25

東京都、埼玉県
環境インフラ

東京都、 
神奈川県
湾岸がささえる
都市の環境
−エネルギー・廃棄物・
リサイクル −

P.18

P.23
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コース概要

日程 2015年9月7日～11日

場所 北海道：利尻礼文サロベツ国立公園

参加人数 29名

コースのねらい
国立公園の優れた自然にふれ、またNPO活動などによ
る保全や、産業振興との共生に取り組む人々の活動現場を
訪ね、自然の魅力を支える地域社会の在り方について学び
ます。また大規模ウィンドファームで自然との関わりを考
えます。

内容
日本最北の国立公園「利尻礼文サロベツ国立公園」を訪
ねました。初日はサロベツ湿原でNPO	サロベツエコネッ
トワークの方や、長くサロベツを見守ってきた地域の方の
お話を聞いて、サロベツの自然やNPO活動、地域の人々
との関わりについて学びました。また湿原の木道を散策し
ながらかつての泥炭の採掘跡地を見て、利尻岳をバックに
した日本最大の高層湿原の雄大さを体感しました。圧巻は
水平線に沈む夕日と、広い牧草地での満点の星空観察。星
が流れるたびに歓声があがりました。
翌日は原始を思わせる砂丘列の森を探検し、植林用のド
ングリを育てるお手伝いののち、山本牧場に酪農の現場を
訪ね、湿原と農地との共存の取り組みについて学びまし
た。午後は環境省の自然保護官から国立公園の管理のお話
を聞き、自然再生の現場を案内いただきました。
3～4日目はもうひとつの訪問地利尻島を訪ねました。
利尻では島の経済を支えるウニ種苗センターの見学のほ

か、実際にウニ採り体験をし、採りたてのウニに舌鼓を打
ちました。小型ボートでの小クルーズでは海をより間近に
感じることができました。また利尻岳登山道の浸食問題
やトイレ問題を現場で学び、外来種オオハンゴンソウの
駆除体験も行いました。博物館では地域の自然を知り資料
を保存することの大切さを学びました。そして夜の「利尻
塾」では島の自然を守り生かす活動に取り組んでいる利尻
島自然情報センターや島ガイドセンターの方と実り多い意
見交換をすることができました。最終日は自然エネルギー
をテーマに稚内のメガソーラーと宗谷岬ウインドファーム
（風車）を見学し、サロベツや利尻で説明のあった風車と
景観や野鳥との関係について現場で考えました。
このコースの特徴は、国立公園の美しい自然を体感し、
その最前線で活動する様々な方のお話を聞き、自然の保護
と利用の「軋轢の姿」と「共生の姿」を見つけ出すことで
す。豊かな自然の地域にも多くの人が暮らしていて、地域
との関わりなしに自然は守れないことを実感し、参加者
一人ひとりに新しい発見をもたらしたのではないでしょう
か。

学習を終えて
髙橋佑梨子さん（2年生）「広い大地と大空のもとで」
北海道の大自然にふれながら、現地で多くの方にお話し
をきく中で、特に強く感じたことは人と人の繋がりの大切
さです。自然環境や地域の資源を守る際、また観光で魅力
発信する際にも、地域住民や研究者など様々な人が連携
していることが印象深かったです。そのような人の繋がり
が、地域の持続的な保全や振興に結びつくと感じ、また問
題が生じた際には色んな立場にたって考えることが大事で
あると思いました。出会った人、得られた学び、美食に絶
景、どれをとっても貴重な経験ができました！

国立公園の魅力を支える 
地域活動にふれる

担当教員名　高田 雅之

▲ドングリ植林用の苗畑で草むしりに没頭（サロベツ） ▲外来種オオハンゴンソウの引き抜き作業（利尻） ▲広い大地と大空のもとで
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コース概要

日程 2015年８月25日（火）～28日（金）

場所

青森県中南地域県民局
津軽藩ねぷた村
弘前地域研究所
板柳町ふるさとセンター、りんごワーク研究所
弘果弘前中央青果（株）
弘前市りんご公園
弘前大学人文学部

参加人数 32名

コースのねらい
りんごの生産量が日本一である青森県には、りんごの生
産、加工、流通、販売、研究機関などといったさまざまな
組織が存在しています。これらの組織は、個々に活動して
いるだけではなく、ネットワークを構築（組織間で連携）
しながら、商品開発や販路開拓・拡大などを行っていま
す。このフィールドスタディ（FS）では、青森県津軽地
方でのりんご産業に関連する組織や事業関係者への調査、
「まち」の歴史・文化などを加味しながら、りんご産業の
活性化策を提示していくことを目的としました。

内容
今年度の	FSでは、りんご産業に関連している県民局や
市町村（弘前市役所、板柳町役場）、この市町村が関わっ
ている事業組織（弘前市りんご公園、板柳町ふるさとセ
ンター、りんごワーク研究所）、研究機関（弘前地域研究
所）、民間企業（弘果弘前中央青果㈱）などでの講義、見
学、体験学習だけではなく、津軽藩ねぷた村での津軽地方

あるいは弘前市
の歴史・文化な
どの学習、路地
裏探偵団（地元
有名人）との市
内散策を通じ
て、「りんご産
業の歴史－産業
の始まりから

現在まで－」、「りんご
産業を支える組織（生
産、流通、加工、販売、
研究機関等）の役割」、
「組織間での連携事業
（ビジネスモデル）の特
長」を学習できました。
そして、最終日に弘前
大学で行った地元高校
生（弘前実業高校）と
の活発な議論や報告な
どを通じて、りんご産業の活性化策をあらゆる側面から検
討でき、また、「りんご産業において将来展開すべきビジ
ネスの方法」についても提案できました。

学習を終えて
昨年度に引き続き、今年度のFSにも協力してもらいま
した小野孔明氏（弘前市りんご課）から最終日の報告会
の際に、「現場にない発想で、示唆に富むものばかりであ
る」、「同市が本年度策定している『りんご産業イノベー
ション戦略』に、こうした学生のアイデアを参考にした
い」などの意見をもらいました。FS終了後、参加した学
生には、小野氏や、訪問先、弘前大学および弘前実業高校
の先生の意見などを参考にしながら、報告会で使用した報
告資料やその内容を再度整理し、また、それを参考に調査
レポートにまとめてもらいました。なお、今回のフィール
ドスタディは、地元新聞社の記事にしてもらいました（東
奥日報　11月4日夕刊３面に掲載）。

3 地域特性を活かしたビジネスモデルを学ぶ 
─青森県津軽地方のりんご産業を中心として─

担当教員名　金藤 正直

▲地元高校生との議論の様子

▲講義の様子

▲りんごもぎとり体験

2 津軽半島をむすぶまちづくり
担当教員名　辻 英史・西城戸 誠

コース概要

日程 2015年2月18日（木）～22日（日）

場所 青森県五所川原市、中泊町、つがる市ほか

参加人数 20名

コースのねらい
「ふるさと」とは何か、「地
域」で生きていくとはどういう
ことか。このコースでは、コ
ミュニティカフェを中心に、津
軽鉄道、グリーンツーリズム、
伝統芸能などが一体となって着
地型観光による地域の活性化に
取り組む姿を学びます。

内容
コミュニティカフェ「でる・そーれ」
いろいろな人々が気軽に集まる場であるコミュニティカ
フェが、まちづくりの原動力にもなっています。

農家民泊
地域のご家庭にお邪魔して、郷土料理をご馳走しても
らったり、話を聞いたり、実の子どものように歓迎してい
ただきました。

ストーブ列車
津軽鉄道のストーブ列車で、金木町にある作家・太宰治
の生家「斜陽館」を訪問します。

収穫体験
農家のビニールハウスでアスパラや水菜など野菜の収穫
体験をします。

学習を終えて
このFS	を通じて、たくさんの「人と人とのつながり」
を感じることが出来ました。自分の興味・関心のある社会
関係資本を肌で感じることでき、とても貴重な体験をさせ
ていただきました。また五所川原のFS	に参加したのは二
回目だったので去年と違うところを発見したり、西城戸先
生のおっしゃっていた事を思い返したりして、二回目だっ
たからこその体験が出来たと思います。（２年　櫻井伶奈）
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コース概要

日程 2015年８月16日～19日

場所 新潟県上越市吉川区

参加人数 ２１名

コースのねらい
ブナの森から水田地帯にかけての吉川の美しい自然にふ
れ、川や溜池からの水の利用、棚田の多面的機能など農業
と自然のかかわりを実感し、集落営農・新規就農の事例を
通して農業の新たな展開についても学びます。

内容
上越市吉川区は稲作を中心とする農業地域です。尾神
岳（750ｍ）から日本海にかけての、山間地に点在する
棚田、平地の大規模区画の整備された水田、という対照的
な農業の姿を見ることができます。日本の農業の縮図と言
える地域です。ここで2000年以来15回のフィールドス
タディを実施してきました、参加者は延べ300名を超え
ています。
このFSの魅力は「発見」です。プログラムの特徴は、
自然と農業の関係を具体的に考えるために、ブナの山から
川の流れをたどりながら取水堰・溜池・用水路・田んぼへ

と水を確保・利用する工夫を見学する、そして高齢化と後
継者不足という厳しい現実の中での新たな展開を学ぶ。い
ずれも関係者から直接話を聴く、実地に見学するという五
感を使ってのFSです。
毎日が「発見」の連続です。満天の星、ブナの葉のそよ
ぎ、稲穂の波、自然の美しさと豊かさを実感します。一方
で、思い通りにならない天候、日照りや長雨、猪や鹿の獣
害、自然の厳しさ知ることにもなります。「発見」に満ち、
人の優しさ暖かさをしみじみ感じる吉川ＦＳは、学生生活
を豊かにしてくれます。

学習を終えて
「多少は農業を知っていると思っていましたが大違いで
した。このFSで、自分たちの地域を守っていこうと集落
営農はじめ様々な取り組みが行われていることを知り感銘
を受けました。山間地の集落で、東京での仕事を辞めて農
家になった方の『何のために働いているのか分からないほ
ど忙しい都会の日々よりも、のどかで空気も人も全てが優
しい此処で自分の仕事に誇りを持って働きたい』というお
話に、自分は何をしたいのか、何をするべきなのか深く考
えさせられました。吉川の雄大な自然を身体全体で感じる
こともでき、本当にいい勉強になったと思います」　　（１
年、三村茉由）

5 吉川FS 
─ブナの森から農業と農村を考える─

担当教員名　田中 勉

▲農業生産法人で集落営農について学ぶ

▲用水路の分岐で水配分の仕組みを学ぶ

▲１年女子組

コース概要

日程 2015年8月18日～ 22日

場所 宮城県石巻市北上町

参加人数 13名

コースのねらい
生業支援を中心とした復興支援ボランティア活動
東日本大震災の被災地では仮設住宅での暮らしが4年目
を迎えている。本FSではNPO法人パルシックのボラン
ティアとして石巻市北上町で漁業の手伝いをはじめとする
作業をおこない、現地住民の方たちと交流しつつ震災復興
の現状と被災地域のレジリエンス（回復力）の形成につい
て学ぶ。

内容
被災地視察ツアー
東日本大震災で大きな被害を受け、復興に向けた工事が
進みつつある石巻市中心部を、津波の高さと被災状況を確
認できるアプリを使って震災当時の状況を確認しながら、
視察しました。
仮設住宅団地で住民の方々と交流
期間中は仮設住宅のなかの宿舎で生活し、住民の方々と
言葉を交わし、そのあたたかさにふれました。北上町のも
つ、大都市とは違う人のつながりや地域社会の豊かさに気
がつかされました。震災体験やその後の復興の様子を話し
ていただく「語り部」の時間も設けました。
漁業の支援
漁師の方の仕事場にお邪魔して、ワカメの茎切りの仕事
をしたり、漁具の手入れを手伝います。
イベント開催
仮設住宅住民の方々と一緒に花飾りや伝統的なお菓子を
作ったり、バーベキューで盛り上がりました。
成果の公開
法政大学大学院まちづくり都市政策セミナー（2015年
10月開催）のポスターセッション「学生たちがフィール
ドへ」においてポスター報告をおこないました。

 学習を終えて
「復興」とはどうすることなのか、どうなることが理想
なのかということを考えさせられた。被災した場所全てを
震災前の状態に戻すことは不可能だし、そうすれば良いか
と言われれば決してそうではない。震災から学んだ様々な
教訓を、今後の生活に役立てていくことは必要である。ど
うすれば正解なのか、といったはっきりとした答えは5日
間ではとても出なかったし誰にも分からないことなのかも
しれないが、一つ言えることは、まだ復興は終わっていな
いということである。	 （2年　大塚美早子）
	
※学生たちのレポートをご覧ください！ 人間環境学部
ホームページ「東日本大震災と人間環境学部」で公開して
います。

被災地のレジリエンス形成に 
向けての支援活動

担当教員名　辻 英史・西城戸 誠

4

▲津波被害からの復興が進む北上市街中心部

▲漁具の手入れ ▲イベントでつくった花飾り

▲学生たちの作成したポスターから



10 五感で感じる学びの旅へ  11

6

コース概要

日程 2015年9月7日～10日

場所
栃木県（足尾銅山）、群馬県（富岡製糸場等）、
埼玉県（渋沢栄一記念館等）

参加人数 22名

コースのねらい
日本の近代化を支えた足尾銅山と富岡製糸場・絹遺産群
を訪問し、殖産興業を支えた渋沢栄一の経営理念や地域社
会の人々の活躍を学びます。また、わが国初の公害となっ
た足尾鉱毒事件における政府・企業と被害住民の対立の実

態、鉱毒反対運動のリーダーとして活躍した田中正造の思
想と行動の現代的意義を考えます。

内容
第1日目　足尾鉱毒事件の爪痕を辿る
今から100年以上前、わが国初の公害となった足尾鉱
毒事件に関係する地域や施設を巡りました。明治政府に
よって強制移住させられた谷中村や松木村の廃墟、山腹に
放置された銅の製錬カス、今も鉱毒水を湛える貯水池等を
見学し、廃墟となった旧松木村では現地NPOと植林作業
を行いました。東日本大震災によって貯水池の堤防が崩れ
て鉱毒水が流出した事実を知り、足尾鉱毒事件が今私たち
の生活に暗い影を落としている時事に衝撃を受けました。

わが国産業革命期（明治期）の企業活動と市民生活 
─天ぷら油リサイクル燃料バスで行くフィールドスタディ─

担当教員名　長谷川 直哉

第2日目　渋沢栄一記念館とサンデンフォレストで企業の
社会的責任を学ぶ
生涯に約500の企業を創設し、同時に約600の公共事
業にも携わった渋沢栄一の生家と渋沢栄一記念館を訪ねま
した。記念館では、学芸員による詳細なレクチャーを受け
渋沢栄一の活動の背景となった理念や思想の背景を学びま
した。サンデンフォレストは、C.W.ニコルが監修した赤
城山南麓にあるサンデン㈱の生産工場です。民間で初めて
の大規模な近自然工法の思想と技術を導入したサステイナ
ブルな製造施設を見学しました。
第3日目　富岡製糸場産業遺跡で近代化を支えた人々につ
いて学ぶ
西洋と日本の技術を融合してつくられた日本初の本格的
な製糸工場を訪問し、富岡製糸場の従業員教育や組織運営
の実態を学びました。良質で安価な生糸を生産する上で、
工女（人材）の果した役割の大きさを改めて実感しまし
た。

第4日目　絹遺産群にて近代化を支えた地域社会の役割を
学ぶ
近代的養蚕技術を確立した田島弥平旧宅を訪問しまし
た。田島は『養蚕新論』を著し自然の通風を重視する「清
涼育」を開発し、生糸の増産と品質向上に貢献していま
す。この地域の養蚕農家がヨーロッパに進出して、蚕の卵
を販売していた事は大きな驚きでした。

学習を終えて
私は歴史の教科書でしか知らなかった足尾銅山を訪れま
した。古河財閥が引き起こした鉱毒事件が一世紀の時を経
て、今尚人々を苦しめ続けている実態を始めて目の当たり
にした時、企業が社会に与える影響の大きさを痛感しまし
た。また、その時代を生き抜いた偉人たちの志の高さに感
銘を受け、社会の公器としての企業の責任の重さを改めて
感じました。




