
24 五感で感じる学びの旅へ  25

17 歴史的環境の保全を考える
担当教員名　根崎 光男

コース概要

日程 2015年９月２日～５日

場所 神奈川県小田原市・箱根町、埼玉県川越市

参加人数 20名

コースのねらい
歴史的建造物群および文化的景観などの歴史的環境の現
場を見学し、各自治体の文化財保護の取り組みを学びま
す。

内容
本フィールドスタディの特色は、旧東海道に位置づく小
田原城、箱根関所、杉並木、石畳、一里塚、三島大社など
の史跡や建造物・天然記念物などの文化財も残る神奈川県
小田原市・箱根町、静岡県三島市と、小江戸とも呼ばれて
本丸御殿や時の鐘、そして土蔵造りの伝統的建造物群が残
る旧城下町である埼玉県川越市を巡回するコースであり、
歴史的環境の保全を考えるのにふさわしい地域です。いず
れも国内有数の観光地であり、歴史的資源を活用してどの
ような町づくりに取り組んでいるのかも学べる恰好の地域
でもあります。
１日目：午前、ＪＲ小田原駅集合。午後、小田原城・城址

公園に向かい、解説を聞きながら散策。国史跡小
田原城保全の現場に触れる。バス移動で静岡県三
島市に向い、三島大社を見学。

２日目：午前、神奈川県箱根町に向い、旧東海道の杉並
木・石畳を散策、その保全状況を学習。午後、箱
根町立郷土資料館で「文化財の現状と課題」の講

義を受ける。文化財保護と町づくりを学習。
３日目：午前、噴火警戒レベル２のなか、安全性を考慮し

ながら箱根町内の箱根関所を見学、遊覧船にて芦
ノ湖・桃源台を廻る。午後、箱根湯本の商店街見
学、観光客の少なさに驚く。現地解散。

４日目：午前、川越市駅集合。徒歩で蔵造りの町並みや城
下町のシンボル・時の鐘を散策。午後、川越城本
丸御殿に向い、解説を聞きながら見学。歴史的な
景観保全と町づくりの現場に触れる。

学習を終えて
「歴史的環境の保全を考える」をテーマに小田原、三島、
箱根、小江戸川越に行ってきました。実際に保全が行われ
ている史跡や建物に触れることで、どれほど当時の景観を
残しているのか、町の保全を行う上での課題、そしてそれ
らがどれだけ観光客や町の人々に大事にされているのかを
感じることが出来ました。また箱根町役場で、文化財担
当者から史跡の保全などの仕方や保全にあたっての課題な
ど、多くのお話を聞くことができました。私は漠然と、歴
史的•文化的に貴重なものは守られるべきと思っていたの
ですが、実際にどのように保全し、どのような苦労がある
のかを考えたことはありませんでした。しかし、財政的な
問題や、文化財の保護については住民からの理解や賛同を
得づらいなどの課題があることを知り、また担当者の文化
財保護への思い入れや地域住民への啓蒙活動に触れ、文化
財保護を学ぶことの大切さを知りました。
たくさん勉強もしましたが、美味しいものを食べたり、
観光したりもでき、とても楽しい4日間でした。
２年　　光安　沙輝子

▲川越・時の鐘前にて▲三島大社にて概要説明 ▲箱根杉並木の現状説明

コース概要

日程 2015年8月1日～ 5日

場所 東京都大島町（伊豆大島）

参加人数 36名

コースのねらい
本コースは、フィールドワークという学習・研究プロセ
スの導入部分を経験し、そのおもしろさを体験することを
ねらいとしています。

内容
FS参加者は、8月1日21時
半、東京港竹芝桟橋に集合しま
した。深夜23時発の伊豆大島
経由神津島行の大型客船さるび
あ丸に乗船します。ロビーには
高いテンションでしゃべりつづ
ける若い男女のグループがごっ
た返しています。夏の思い出を
つくるために伊豆諸島へ向かう
のでしょうか。
翌朝５時、さるびあ丸は伊豆
大島に着岸しました。まだ眠た
そうな顔をしながら、参加者の
みなさんが船から降りてきま
す。伊豆大島は東京からもっと
も近い離島で、100kmあまり
しか離れていません。しかし、
港に降りたつと、どこか異郷を
おとずれたような高揚感が湧き
出てきます。
初日はまず荷物を宿に置き、大島の中心地、元町界隈を
歩きながら2013年10月に大島を襲った土砂災害の跡地
を見学しました。自然災害のメカニズムは、被災してから
振り返ってみると、どうしてそんな危険なところに平気で
住んでいられたのだろかと不思議に思うほど、合理的に説
明できます。しかし、実際に災害がおきるまではそのよう
なリスクを意識するひとは多くありません。

午後は三原山に登りました。植物を観察しながら三原山
のカルデラを歩くと、そこには噴火の歴史が刻まれている
ことがわかります。流出した溶岩の年代におうじてステー
ジの異なる植生が見られるのです。火口のお鉢周りをしな
がら山の裏側にあたる東側斜面を見下ろすと、霧の合間か
ら「裏砂漠」が山腹に広がっているのが見えます。吹き下
ろしの強い風のために植物が根づかないのでしょうか。
２日目と３日目は、少人数のグループにわかれ、前もっ
てリストアップしていた場所へむかいます。ちょっと勇気
をだして、ヒッチハイクをしてみるのもいいかもしれませ
ん。いろいろな人と話しているうちに、事前に考えていた
行き先よりもっと興味深いところが見つかるかもしれませ
ん。そうなれば予定など変えてしまいましょう。フィール
ドワークで重要なことの一つは、現地での出会いや出来事
に臨機応変に対応することです。
出会った人とお話をするときには、その人はいったい

「誰なのか」ということを考えながら会話をすすめましょ
う。「大島の島民」では大雑把すぎるし、「○○さん」とい
う個人名では小さすぎます。話を聞いた人を適切に「命
名」できるかどうかが、話の内容の情報としての価値をき
めるのです。また、反対に、相手は自分のことを「誰」だ
と思っていたのでしょうか。「東京から来た学生さん」で
しょうか。
最終日は、大島町役場の観光担当の方にお時間をいただ
き、大島で見聞きしたことを報告したあと、お昼頃に元町
港で現地解散しました。秋学期の事後学習では、大島で
見聞きしたことを班ごとにまとめ、それを踏まえて、かり
に本格的なフィールドワークをするとすれば、どのような
テーマで、どのようなリサーチクエスチョンを立てるか、
という計画を立て、プレゼンをしました。

学習を終えて
私は「伊豆大島の人々が自然とどのように共生してきた
のか」に注目して取り組みました。現地で出会った方に案
内していただいたり、自分たちで様々な場所へ足を運んだ
りして、座学だけでは知ることのできないことをたくさん
得てきました。みなさん本当に温かい方々でした。事前に
調べて、実際に行って、帰ってきてからまとめる、とい
う流れのFSは本当に良い経験で、行ってよかったです。　
	 （2年　菊池眞利子）

16 伊豆大島の魅力発見 
─フィールドワーク事始め─

担当教員名　安岡 宏和・杉戸 信彦

▲大島町郷土資料館。館長さん
が伊豆大島の成り立ちについて
解説している。

▲2013年の土砂災害跡。後方
に削れた山が見える。

▲三原山噴火口のお鉢周り。水
分を含んだ風が山を吹き上がり、
雲霧がどんどん流れていく。
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と―「人」が地域の最も尊い資源であること―に気付ける
はずです。
ホームスティでの心に残るふれあいから、「いつか必ず
もう一度白保に来たい」と思う参加者が多かったことは、
このスタディツアーの意義をよく物語るものです。一度
きりの旅ではなく、リピーターとして、「白保ファン」に
なって再訪してくれ、地域活動のサポーターになってくれ
るような体験者を増やすこと、これがNPOがめざす真の
「交流」なのです。私達はささやかながらサポーターの一
員となるべく、継続的にプログラム作りに協力していきた
いと思っています。

 学習を終えて
「白保の一員になれたような親近感」
� １年　宮城健太郎

ホームスティでお世話になった美里清矩さんは、タマネ
ギ・オクラ・ゴーヤ・サトウキビなどの作物を栽培する農
家です。タマネギ収穫手伝いの体験や、新鮮な野菜や白保
特有のものを使った晩ご飯、そして沢山の白保に関するお
話など、FS中で一番密度の濃い一時を過ごすことが出来
ました。農村としてのあり方がサンゴ礁の健康を左右する
ことや、「おかずとりの海」の豊かさを再生するためには
収穫高を削る覚悟も必要なことなど、海と畑とのつながり
を、白保の一員になれたような親近感をもって、実感する
ことができました。
「伝統への誇りが環境保全につながることを実感」
� １年　磯部千尋

ホームスティでは、主にかぼちゃを作っている農家の兼
浜秀雄さん宅にお世話になり、農業体験はもちろん、兼浜
さん流「三線教室」や、皆家族のような近所づきあいの話
題など、白保の暮らしの伝統について、本当の子どもに接
するように熱心に教えて下さいました。地域の生活文化へ
の強い愛着や誇りが、自然環境保全で力を合わせる根源に
もなることを強く実感できた体験となりました。

コース概要

日程 2015年３月５日～９日

場所 沖縄県石垣島・白保集落

参加人数 14名

コースのねらい
「サンゴ礁文化」とは何か、またそれを継承することに
はどんな意義があるのか、住民主体で持続的な地域づくり
にとり組んでいる白保集落で近年開始された、手づくりの
「スタディツアー」に参加して実感的に体験学習します。

 内容
日本最南の沖縄県八重山諸島の主島・石垣島にある白保
集落は、かつては「魚湧く海」と呼ばれた豊かなサンゴ礁
の海に面して、自然の恵みを持続的に暮らしに活かす「半
農半漁」の自給自足的な生活文化を築いてきた農村です。
この白保は、海の埋め立てによる新空港建設計画をめぐる
長年の問題を乗り越え、21世紀から、外部自然保護団体
WWFが設立した組織「しらほサンゴ村」と地域住民有志
との協働により、サンゴ礁文化の継承による持続的な地域
づくりのとりくみを始めました。その活動は現在第二段階
に入り、NPO夏花という新たな住民組織に受け継がれて
います。このNPOが収入源の一つとして始めたのが、地
域のとりくみを体験実習するプログラムを豊かに含む「ス
タディツアー」です。本FSでは、初日の夕方までに現地
集合、2日目にマイクロバスにて石垣島の概観を得る島内
めぐりののち、午後からスタディツアーに参加しました。
２日目：	午後　「入村式」（しらほサンゴ村にて）　サンゴ

礁文化のレクチャーのあと、住民ガイドと一緒
に、沖縄の伝統的な集落景観の「原風景」が残る
集落を散策。サンゴ礁文化の具体例（建材として
の利用など）に触れる

３日目：午前　シュノーケリング船でサンゴ礁観察
午後　農地からの赤土流出防止「グリーンベル

ト」づくりに協力　（伝統織物の材料「糸
芭蕉」を株植え）

	 サンゴ村に戻って、名物オバァを「講師」
とするミニ方言講習

夕方～	 夕食交流会　民泊（ホームスティ）先の
方々などと一緒に、白保の海や田畑で採
れた食材による夕食。

	 方言による参加者自己紹介、地元小学
生が披露する伝統芸能披露、学生も混
ざっての総踊り　など

４日目：「グリーンベルト」植栽の代表的な素材である月
桃（げっとう）の高度加工施設（新設）の試運転
手伝い

	 「白保日曜市」見学（地域活動の重要な収入源で、
月桃を使った新商品など地産地消の「６次産品」
販売も豊富）　

	 午後から、ホームスティ先の「稼業」（農業、畜
産、織物など）体験　夜は民泊

５日目：自由行動（伝統文化保全で白保の「先輩」格にあ
たる竹富島訪問）　　午後、白保に集合し「離村
式」　現地解散

以上の日程をみると、「海」と離れてみえるプログラム
も少なくないのですが、全て、海と陸上の暮らしとの密接
なつながり―白保住民が陸上でエコな農業やライフスタイ
ルを築かないと、「魚湧く海」「命継ぎの海」の保全は難し
いことを伝えるねらいがこめられています。サンゴ礁を健
康な状態に保っていくためには、地域をあげてのとりくみ
が必要であり、そのためには、住民の結束・連帯が不可欠
です。祖先が築いてきた伝統文化が、自然の恵みを受け続
けて生き延びる知恵の優れた集積であることが今の住民達
に広く再評価されれば、伝統継承のとりくみは結束を強め
る優れた手段となるはずですね。ただ、その活動がボラン
ティアではなく「収益」も伴うものであることが、住民の
参加を促進するために非常に大切です。よって有料のスタ
ディツアーに参加することは、ささやかながら白保の地域
活動に貢献することにもつながります。
このスタディツアーの最大の「売り」は、意識の高い
NPO理事の方々の家庭に分宿し、稼業を体験するホーム
スティでしょう。３泊のうち１泊がこれに当てられ、体験
者は、単に「自然」にふれるだけではなく、伝統的な生活
文化の生きた体現者、すなわち自然に寄り添って生きる力
を豊かに持つ人々と親しく触れ合えることこそ、自然と共
生してきた文化が残る場所を訪問する最大の魅力であるこ

18 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

担当教員名　梶 裕史

▲シュノーケリング　500歳のハマサンゴの背中にて

▲赤土流出防止グリーンベルト作り　糸芭蕉200株
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コース概要

日程 2015年8月24日～ 9月１日

場所 スリランカ

参加人数 26名

コースのねらい
本フィールドスタディの目的は、経済協力や援助の対象
となっている開発途上国と呼ばれる国や地域の暮らしや
人々について、五感を使って知ると同時に、「持続可能性」
について日本と比較しながら考えることです。2015年度
は、2004年にインド洋大津波の被害を受けたスリランカ
を訪問し、（１）現地と日本における被災／復興の異同に
ついて考えること、（２）生態系保全と開発の関係につい
て考えることを主な内容とします。

内容
途上国と呼ばれる国や地域には、多くの人はなかなか訪
れる機会がないと思います。観光地とは異なる、また自分
たちが思っている途上国とは異なる町の姿、人々の暮らし
があることを知ってもらえるような、「途上国入門編」と
も言えるコースです。途上国での経験が豊富な教員やコー
ティネーターがツアーを引率しますので、観光旅行とは異
なる視点で、安全や健康にも留意した訪問が可能です。今
年のコースでは以下の街などを訪問しました。
まずコロンボでは国際協力機構（JICA）スリランカ事
務所で援助の現場で働く人々の講演を聞きます。青年海外
協力隊の人たちとの交流会も催しました。モラトワ大学で
は環境工学を学ぶ現地の学生との交流会を催しました。コ
ミュニケーション言語はもちろん（上手くなくても）英語
です。
スリランカ南部の海岸にあるゴールではゴール漁港を訪
問しました。インド洋大津波の被害を受けた街の漁港で
す。日本の援助で再建された施設を見学し、漁民の話を
聞きました。また、被災者の再定住先を訪問し、津波で
家を失った人々が、NGOの支援を受けて移り住んだ集落
を訪問しインタビューを行うことで、被災から10年を経
た人々の生活の様子を少しですが知ることができました。
ゴールを拠点にして、少し内陸部に入ったスリランカに唯

一残る熱帯雨林と呼ばれるシンハラジャ森林保護区にも足
を伸ばしました。レンジャーの方に貴重な動植物を教えて
もらいながら開発と保全の関係や、日本の自然との差異を
考えました。
　キャンディは最後の王朝があった内陸部の大都市です。
訪問時はペラヘラ祭りという非常に大きなお祭りの当日で
全国からの人出で賑わっており、重要な仏教寺院の見学を
しました。さらに北部に移動してシギリヤでは、シギリ
ヤロックという世界遺産に指定されている史跡を山頂まで
登って見学しました。コロンボへの帰途には象の孤児院と
呼ばれる、親からはぐれた子象などを保護し野生に返すた
めのセンターを訪問しました。象の水浴びを間近でみるこ
とができます。
現地を訪問する前には、事前学習として訪問先のことや
自分たちでテーマを決めて調査／研究をすすめ、それを
参加者全員でシェアしてから現地に向かいます。今回は
特に、事前学習の一環として、2011年の東日本大震災の

被災地である、陸前高田市広田町を一泊二日で訪問しま
した。そこでは、移住した法政大学OBが活躍するNPO
（「SET」）の協力を得て、グループに分かれて民泊を行い
ました。学生達は広田町の方たちから貴重なお話を伺えた
ようです。
事前に日本の被災地を訪問した理由は、スリランカの被
災地と比較をすることも一つですが、日本でまだまだ復興
が終わったとは言えない状況の中、途上国の貧困をなくす
ために支援を行うことについて、各人がどのように考える
のか、またそもそも「支援」とは何なのか、という問いを
より深く考えてもらうきっかけとするためでした。
簡単には答えの出ない問いについて、簡単にあきらめず
に問い続けることを経験してもらえればと思っています。

学習を終えて
【参加学生の声】
ニュースからは気づけないような途上国の現実やスリラ
ンカにおいて津波被災者が本当に必要としている支援は何
か考えるなど、有意義な時間を過ごせたFSでした。日本
とは全く違う国を実際に訪れることで得られる何かがある

と思います。
	 （人間環境学部	2年	松尾紗佑美）

【モラトワ大学工学部マナトゥンゲ教授からのメッセージ】
（原文は英文のため翻訳しました。）
アユボワーン！　スリランカの親しい友人である日本か
ら、法政大学の学生たちを迎えることは私たちにとっても
喜びです。モラトワ大学の学生たちが、どうやって日本か
ら来るみなさんをもてなそうかと熱心に考えているのを見
て、実際の交流会を楽しみにしていました。実際には私た
ちにとっても大変楽しく、かつ有意義な交流会となってよ
かったと思います。これからも新しい時代を築いていく若
い世代が、国境を越えてつながりを深めていけることは非
常に重要で、法政大学の訪問はその一つの好例だと思って
います。

19 開発途上国における持続可能性 
─被災からの復興と生態系保全─

担当教員名　武貞 稔彦・高田 雅之

スリランカ図
（主な訪問先は矢印で示した）

▲シンハラジャ森林保護区を散策

▲世界遺産シギリヤロック

▲モラトワ大学の学生たちとスリランカの伝統菓子作りにチャレンジ

▲国際協力機構（JICA）での防災担当職員の講演
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コース概要

日程 2015年9月2日～12日

場所 アメリカ合衆国ハワイ州

参加人数 6名

コースのねらい
ハワイ州オアフ島で、環境と文化のサステイナビリティ
の関係と英語によるコミュニケーション能力を実践的に学
ぶ。

内容
ハワイは、日本人にとってとてもなじみの深い、海外の
地域の一つでしょう。旅行で行ったことがある方も多いと
思います。しかしながら、このハワイフィールドスタディ
は、通常の観光では決して理解することができない、ハワ
イの姿とその魅力について体感することができます。この
フィールドスタディの学びのコンセプトは、①オアフ島を
舞台として2つのサステイナビリティの関係を理解するこ
とと、②英語を使ってのコミュニケーション、異文化理
解を深めるというものです。①については、ハワイ王朝
などのハワイの歴史、文化を学ぶBishop	museum、ハワ
イの自然環境を学ぶためにWaimea	Botanic	Garden、ハ
ワイ大学海洋生態学研究所へ訪問する他、オアフ島の環
境のサステイナビリティの現場を学ぶために、福祉農園
や、ゴミ処理発電所への訪問や、再生可能エネルギーの
普及に努めるBlue	Planet	Foundationの講義を受けまし
た。また、ハワイ文化を学ぶ講義、ハワイ大学マノア校ハ
ワイアンスタディーズでの実習（Loi、タロイモ畑）を通
して、ハワイにおけるカルチュラルサステイナビリティに
ついても学び、環境と文化の持続可能性の関連を考えるこ
とになりました。②については、受け入れ先のKapiolani	
Community	College（KCC）において、コミュニケー
ションの方法、インタビューワークショップなどで英語と
異文化理解の学習を行いました。また、KCCの学生との
交流や、最終的には英語でのプレゼンテーションを行い
ました。初めての海外旅行で、英語に自信がなかった学生
も、このハワイフィールドスタディによって、異文化理解
とコミュニケーションの楽しさとスキルスキルアップする

ことができましたし、英語が得意な学生はさらなるステッ
プアップを目指すことになりました。

学習を終えて
参加学生（2年・若尾実紘）：私がハワイFSに参加した
当初の目的は英語能力の向上でした。しかし実際にハワイ
FSに参加して英語だけではなく、ハワイ文化について多
くの事を学ぶことができました。例えば、日系人の方に移
民の歴史について聞く機会や、ハワイの文化を実際に体験
したり、戦後70年の節目にパールハーバーに行く事が出
来た事は貴重な体験だったと思います。ハワイというと観
光地のイメージがあった私ですが、普段の旅行ではいけな
い場所や私の知らなかったハワイの一側面を知る事ができ
るプログラムでした。

受け入れ先（Kapiolani	Community	College講師・Dr.	
Vince	M	Okada-Coelho）：今回の研修では、ハワイの歴
史や文化、また社会、環境問題について触れていただきま
した。現代にも伝わる伝統的なハワイアンの価値観や生活
様式、日系移民の苦労と努力、現代社会における環境問題
への取り組みやイニシアチブ、多くの人と出会い、多くの
意見を聞く機会があったと思います。大切なのはそれらを
賛同することではありません。触れ合った意見や見解に対
し、自分はどう思い、どのように世界観を作り上げていく
のかというプロセス認識がとても大切だったと思います。
ホオキパのクラスでは、グループや社会での皆さんの役割
を考えてもらいました。今後も社会や世界に飛び立ち、多
くの人と出会い、多くを経験されていかれることと思いま
す。皆さんと時間を共に過ごし、多くのことに疑問を持
ち、積極的に声を投げかける姿に、たくましさを感じまし
た。これからも勉学に励み、皆さんの声を多く発信し続け
てください。皆さんのご活躍を期待しております。またハ
ワイにもお越しください。Mālama	pono!

20 島のサステイナビリティと 
ハワイアンスタディーズ

担当教員名　西城戸 誠・岡松 暁子

▲ゴミ処理発電所の見学（⑩）

▲Blue	Planet	Foundationのレクチャーの後のワークショップ（@
KCC　①）

▲kapiolani	Community	Collegeでの修了式（①）

▲Waimea	Botanic	Gardenでの現地実習

【訪問した場所・内容】

Waimea Botanic Garden

Pearl Harbor

Coconut island
（ハワイ大学海洋生態学研究所）

Bishop museum

Paepae o He'eia（Fishpond）

Consulate General of Japan

University of 
Hawaii at Manoa

Kapiolani 
Community College

Kafumana Farm

H-Power

7
8
9 2

1

3

45

10

6
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登録された、熱帯雨林を体験できる
場所です。熱帯雨林の中をしばらく
散策しながら、説明を受け、多くの
亜熱帯、熱帯の珍しい動植物をみる
ことができます。４WDトラックで
の英語ガイドツアーでは雄大な自然
を一望し、野生の鳥の餌付けや吊り
橋ウオーキングなども体験できま
す。
コアラ病院はクイーンズランド州
政府が運営し、野生動物、とくに
絶滅が危惧されているコアラの救
護活動を行っている、オーストラリ
アならではのユニークな動物病院
です。この病院には毎年1000頭近
くの、交通事故でケガをしたり病気になったりしたコアラ
や他の野生動物が運ばれてきます。ここには２名の獣医と
７名のレンジャー、約45名のボランテイアが働いていま
す。通常は、一般人の立ち入りはできませんが、特別許可

を得て、オーストラリアのユニークな動物たち（有袋類や
単孔類）	の臨床、看護などの実習を見学することができま
す。コアラ病院の訪問学習は今年新たに加えられたコース
です。

フィールドスタディ・イン・ 
オーストラリア

担当教員名　長峰 登記夫・長谷川 直哉

21

コース概要

日程 2016年2月27日～3月13日

場所 オーストラリア・ゴールドコースト

参加人数 19名

コースのねらい
英語学校で英語研修を行い、ホームステイでは生の英語
にふれ、その経験を駆使しながらフィールドスタディで成
果を試す。	

コースの概要
オーストラリア・フィールドスタディ（AFS）には３
つの特徴があります。それは、①大学付属英語学校での語
学研修、②そこで得た知識を実地でためすことができる
ホームステイ、それに、③フィールドスタディで、この３
つを統一的に学習・体験できるのがAFSの特徴です。
とくにFSではタンガルーマ島、ラミントン国立公園、

コアラ病院の３カ所を訪ねます。オーストラリアは世界で
も最も豊かな自然環境をもち、かつ環境保護に力を入れて
いる国のひとつですが、そこで自然環境保護と動物保護を
勉強します。タンガルーマ島は世界で3番目に大きい砂で
できた島ですが、そこでは環境保護のため自動車は禁止さ
れ、自家発電によって電気を自給し、水の循環利用をした
りと環境保護を徹底しています。それらについて英語によ
るセミナーを聞き、環境保護について学びます。
ラミントン国立公園は1994年にユネスコの世界遺産に

▲	英語学校で、様々な国から来たクラスメートと

▲	ラミントン国立公園で森の中の鳥の餌づけ

▲タンガルーマ島での天然イルカの餌づけ。天然ゆえに、運が悪ければイル
カは来ないかも…。

▲2週間の最終日、ＨＳファミリーとの最後のひととき
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コース概要

日程 2015年3月9日～16日

場所 オランダ、ドイツ

参加人数 35名

コースのねらい
このフィールドスタディは、国際社会の平和がいかにし
て構築され、維持されているのかを、国際法の役割に注目
して学ぶことを目的としています。具体的には、国際裁判
所、化学兵器禁止機関などの国際機関を訪れ、そこで国際
法実務に携わっている方々の講演を聞き、国際社会で働く
こと、国際社会に貢献すること、の意味を考えます。ま
た、世界遺産に登録されているリューベック旧市街地を訪
れ、国際法が文化や歴史の継承にどのような役割を果たし
ているのかということを考察します。そして、アンネ・フ
ランクの隠れ家やノイエンガンメ強制収容所の見学から
は、ナチスによるユダヤ人迫害について学ぶことで、人権
問題が国際平和にとっていかに重要なことであるかについ
ての識見を深めることを目指します。この研修によって、
外国の歴史や文化に触れ、日本を振り返りつつ、国際感覚
を身につけることができればと思っています。

内容
国際法の父といわれるグロチウスは、オランダのデルフ
トという町で生まれました。国際法を勉強する者は、一度
はこのグロチウスの像を見に行くと言われています。そこ
で我々も、なにはともあれグロチウス詣です。
デルフトは「真珠の耳飾りの少女」や「デルフトの眺
望」などの絵画で有名なフェルメールが生まれ、生涯を過
ごした町でもあります。アムステルダム国立美術館では
「牛乳を注ぐ女」他、ハーグのマウリッツハイス美術館で
は上記の二作品を鑑賞しました。

〈国際機関、日本大使館訪問〉
１．国際司法裁判所（ICJ）は、国際連合の主要な司法機
関で、国家間の紛争を裁判するところです。我々はこの裁
判所の法廷で、職員の方から英語で国際裁判の仕組みや特
徴についての説明を受け、それに対して英語で質問をしま
した。
２．国際刑事裁判所（ICC）では、日本人の法律顧問の方
からお話を伺い、国際社会が個人を裁くことの意味を考え
ました。また、日本人として国際社会で働くために必要な
ことなどについても伺いました。
３．化学兵器禁止機関（OPCW）は、その功績から
2013年にノーベル平和賞を受賞した機関です。そこで
も、英語による説明を受け、質疑を行いました。すでに存

在する化学兵器の廃棄が深刻な問題であることについて考
えさせられました。
４．在蘭日本大使館では、外交官の方々から、国際社会で
日本が果たす役割について、また、外国からみた日本につ
いての貴重なお話を伺うことができました。
５．ハンブルクの国際海洋法裁判所（ITLOS）では、柳
井俊二判事より、これまでに同裁判所で争われた事例や、
海の国際管理について、大法廷にてご講演をいただきまし
た。海洋国家である日本が海の秩序形成に果たす役割は大
きいと感じた時間でした。
（下記に柳井判事からのメッセージがあります。）

〈人権について考える：ユダヤ人迫害問題を題材に〉
アムステルダムにあるアンネ・フランクの家は、第二次
世界大戦期にナチスの迫害から逃れるために、フランク一
家など8名が隠れていた家です。本棚の裏の部屋で約2年
もの間、息を殺すようにして生活していたことを思うと、
胸が痛みました。
ハンブルグ郊外のノイエンガンメ強制収容所には、ユダ
ヤ人が働かされていた工場の後が残っています。ここに来
ると学生たちの言葉が少なくなり、このような悲劇を二度
と繰り返してはいけないとの思いを強めました。
〈その他〉
一日の研修が終わったあとは、遅くまであいている美術
館や、オペラの鑑賞など、思い思いの時間を過ごしまし
た。ヨーロッパの文化に触れ、多様性を身をもって感じ、
世界で仕事をする日本人の方々と交流することで、それぞ
れが大きな刺激を受けたことと思います。

学習を終えて
〈1年　稲岡志遠〉
私は高校時代に留学をしたときの経験から、多民族が暮

らしている地域で、異なるバックグラウンドを持つ人々と
正しくコミュニケーションをとることは難しいことだと感
じていました。そこで、今回のフィールドスタディに参
加するにあたり、国際機関での講演の際には、多くの国が
参加する国際会議で各国の代表がどのようにコミュニケー
ションを取り合っているのか、国際機関で働く職員にとっ
て仕事をする上で大切なことは何か、などについて、自分
の得意とする英語で質問をすることを心がけました。そし
て改めて、「自分の意見を正しく伝えること」が国際社会
の平和の実現にとって大切なことなのだと感じました。例
えば、参加後は、国際関連のニュースを見聞きすると、よ
り身近に感じられるようになりました。担当教授はじめ関
係者の方々に感謝しています。

〈国際海洋法裁判所判事　柳井俊二様〉
法政大学フィールド・スタディー受け入れ先の一つとし
て、在ハンブルク国際海洋法裁判所でこれまで三回学生達
を受け入れ、大法廷において同裁判所の判例を中心に講義
を行い、学生達と引率の先生方の打ち上げ会に参加して学
生達の声を直接聞くこともできた。参加学生達は皆、新鮮
な刺激を受けていた。同時に、英語力の弱さを痛感した
学生達も多かった。新しい文化は、しばしば異文化間の交
流から創造される。特に若年層の内向き傾向が強い我が国
では、若い内に外国の文化に接して良い刺激を受ける機会
を提供することが大事である。その意味で、このフィール
ド・スタディーは、素晴らしいプログラムである。更に、
このような海外研修を一過性のものとすることなく、留学
等一層の国際経験獲得に向けた指導をすることも必要であ
ろう。グローバルに活動する内外の企業が国際経験を持つ
人材を求めていることを学生達は知るべきである。

国際平和の追求 
─国際法の現場を知る─

担当教員名　岡松 暁子・武貞 稔彦
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