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「異文化」の理解を目指した研修旅行(亜)

一一“実地研修"的小研修旅行を中心に一一

1 

A Study of Field Trips to Understand Different Cultures (][) 

一一-asmall field trip to study regional cultures-一一

秋 枝 ( 青 木 ) 美 保 戸 田 利 彦

恥1ihoAKIEDA (AOKI) and Toshihiko TODA 

In the last pap巴r，a study camp held during the Japanese language and culture courses of a 

university was analyzed and problems were summarized for future plans and practices of study 

camps and field trips. This paper focuses on a small field trip to study regional cultures. It is 

planned and put into practice for the purpose of understanding cultures of Miyoshi district and 

Shobara district in Hiroshima Prefecture. Characteristics of it are summarized as follows. 

1 This small field trip is a result of two field trips in Kyoto and a study camp in Hiroshima. 

2 Regional study is str巴ssedin this trip 

3 This field trip includes a lecture by local speakers. 

Practices of a small field trip但'eanalyzed based on questionnaires filled out by the participants. 

Then， problems are summarized for future field trips 

はじめに

日本語文化専攻では，専攻独自のカリキュラムの確立を目指して，開学以来研修旅行を企画し，

実験的に実施してきた。関西方面(主として京都・大阪)への研修旅行 2固と，昨年度実施した研

修合宿がそれに当たる。本年は， ['白文化jへの関心を伸ばすという観点から，広島県中部への日帰

りパスツアーを企画した。本稿は，主としてその計画から実施に至る経過報告及び結果報告であり，

さらに次のステップに向けての問題提起を行うことを目的とする O

I.実施までの経緯

1997年度までの実施経緯については， [' r異文化』の理解を目指した研修旅行(II ) Jに詳細に述べ

たので，繰り返さない。ここでは1998年度研修旅行の実施が固まった経緯についてのみ述べる。今

回の計画についても，根本的な問題に関わって討論があった。その中でまず問題となったのは，行

事の目的をどこに設定するかということである。一つは特殊研究分属の指導を目的とする考え方。

この考え方は 2年次生を対象とする行事企画を考えるとき当初からあったものである。それは，専

門課程への流れをどう作るかというカリキュラム運用上の根本的な問題でもあった。そして，そこ
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に，研修旅行を位置付けようという考え方が当初からあった。だが，昨年度は，特殊研究への導入

に研修旅行を結びつける必然性はないのではないかという考え方が大勢を占め，研修旅行の要素は

削られることになった。昼間は代表者が卒業論文について発表し，夜はゼミ担当の教員と学生との

コミュニケーションをはかる行事がくまれていた。それはそれとして，徹底した内容で、あったと言ってよい。

もう一つは，日文の専門科目への緩やかな導入を目的とする考え方である。知識伝達に偏らない，

直に対象に触れさせるというやり方で，専門への道を開こつという方針である。そこに，授業以外

の場での接触が少ない専門の教員とのコミュニケーションを聞こうとする意図も含まれていた。研

修旅行の企画は，今までいろいろな論議を呼びながら，これを続けていきたいという意志が常に日

文専攻会の中には存続してきたと言って良い。そこに意図されているのは，教養教育の総合的な形

といえる。今回もそこを起点としながら，具体的な企画を巡る議論があった。

その中で問題となったのは，特殊研究と研修旅行とを結びつける考え方についての疑問であった。

同じ日本語文化の専門の中でも，研修旅行的な企画にのるものとそうでないものとがあるというこ

とである。特に文献的な研究を中心とする分野では，実地研修は必要とされていない。また，すべ

ての分野の要求に応じられるような研修場所を選定することも困難を極める。以上のような理由か

ら，研修旅行と特殊研究の指導は一応分けて考えることとなった。

それでは，専門科目への緩やかな導入としての研修旅行をどのように企画するのか。そこには厳

しい条件が付いている。全学生の興味に何らかの形で訴えること。しかも全学生が参加出来るよう

な，経済的にも，時間的にも無理のない企画。そういった条件を考慮した結果，三次風土記の正，

県立歴史民族資料館における文化史を中心とする研修と，そこにさらに庄原の田園文化センターに

おける倉田百三の文学遺跡の研修を加えたコースが浮かび、上がってきた。広島県中央部における古

代から近代にかけての文化の種々層を実地研修的に学ぶという企画である。

その企画に基づいて，夏休み直前の専攻オリエンテーション(特殊研究に関するオリエンテーシ

ヨンを兼ねる)において，その案内と，教員の方で作成した旅行のしおりを配布した。しおりには，

研修地の研修ポイントについて解説した。まず，三次の歴史民族資料館の施設案内。ここには，主

に広島県内における古代文化，特に風土記の正では古墳群を直に見ることができる。

第二に，三次市郊外で発掘された中古の寺院跡にまつわる当時の説話について。これは，r日本霊

異記Jr今昔物語Jの両説話集に登場する寺院の縁起にまつわる説話であり，そこに「備後国の三谷

寺Jと固有名調で登場する，当時の地方の寺としては異例の扱いを受けている寺である。本学の「日

本文化史J担当の松下教授は，その説話に登場する寺が，三次市郊外で発掘された寺院ではないか

という推定を発表している。しおりにはその説話を紹介した。その説話には，その寺を建立したの

が，備後国三谷郡(現在の双三郡にあたる)の第一等官であること，彼は百済の乱の時に百済に出

征したが，無事帰還できたら寺を建立するという誓願を起こし，実際帰還するときに百済の禅師を

連れ帰ったこと，その禅師が寺を建立するにあたって，京都に資材の調達に出向いたとき船の上で

強盗にあい，海に投げ込まれたが亀に助けられて無事帰り着き，寺を建立することができた，とい

うもの。この説話には，広島県中央部と京都，さらに大陸との文化交流の様子が見られ，興味深い。

第三に，庄原市出身の作家倉田百三に関係する文学遺跡について。倉田百三は大正 6年に発表し

た戯曲「出家とその弟子」がベストセラーとなり，当時は中央でかなり名の通った作家であった。

広島県を代表する作家といえる。しおりには倉田の生い立ち，庄原の風土，倉田が執筆活動を行っ

た倉田家別荘，倉田の生家などを紹介した。地方の裕福な商家の長男である倉田が立身出世を目指

して東京へ出ていった末に恋愛の挫折を経て，文学に向かっていくまでの過程を，r愛と認識の出発J
を中心に紹介した。倉田文学に関連のある資料は「庄原田園文化センターJにある。

学生には夏休み中にしおりを読んで、研修に参加するように指導した。
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TI.研修合宿の実施内容

(1)目 的 広島県中部の原始から近代にかけての日本語文化に関わる，民族資料及び文化資料を，

実地踏査し，地域文化を通して専門領域へのアプローチを行う。

(2)対象 日本語文化専攻2年次生

(3)日時 10月3日(土)

(4)訪問地

l 三次風土記の丘にて

歴史民族資料館の見学。学芸員の講演を聞く。展示物についての説明。

圏内の散策。学芸員の説明により古墳群の見学。

2 推定三谷寺の跡を，庄原へ向かうパス内から確認。

3 庄原田園文化センターと周辺の文学遺跡における調査研究。

m.研修結果についての考察

3 

三次風土記の正における研修については，授業「日本文化史」との関係が深く，学生にとってあ

る感銘があったものと思われる。それに対して，三谷寺について，また倉田百三については，授業

で全く触れておらず，しおりの説明のみに頼った研修であったためか，学生の盛り上がりはほとん

ど感じられなかった。

地域研究として考えたこの企画は 2年次の学生には少し専門的過ぎたかも知れない。ある程度

の専門知識がなければ，今回取り上げたスポットの意義は理解しがたい所がある。経済的，時間的

な理由から，周辺地域のスポットにしたわけであるが，そう単純にはことは進まないということが

判明したわけである。特に庄原での研修は，多くの者が文学遺跡を回るであろうという予想の元に

2時間を取っていたわけであるが，大半の者がその意欲を見せず，時間を持て余すことになった。

また，この自由時聞がゆとりの時間(休憩時間)として良かったという意見が，皮肉にも出てきた

りした。

この間の学生側の受け取り方について，学生へのアンケートの調査結果を基に考察する。

1.研修旅行及び研修合宿についてのアンケート調査

(1)調査の目的

1998年度日本語文化専攻研修旅行への参加学生に対して，研修旅行の内容に対する評価・意見

と研修合宿についての意見を主として求めるアンケートを実施した。

(2)調査の方法

帰りのパス内で，調査紙注1)を配布し，単なる評価点を示すだけではなく，今後の改善へ向けて

のコメントを期待している旨を付言した。

(3)回収率

当日中に72名中58通 (80.6%)の回収を得た。

(4)研修旅行に対する評価・意見と研修合宿についての意見

(1) (II)は研修旅行に対する評価， (ill) (N)は研修旅行に対する意見， (V) (VI)は研修

合宿についての意見をそれぞれ求める項目である。

(1) (II)の評価については 5段階評価(l~ 5)を得点化し，ヒストグラムを作成すると

共に，平均値及び標準偏差(得点のパラっき具合を示す数値)を算出した(図-1)。尚，図中の
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“AVR."は平均値，“ S. D."は標準偏差を示す。

(ill) (V)については，選択肢による意見の集計結呆を円グラフで示した。(図 2/図-3)

[研修旅行に対する評価]

図 1( I) 研修旅行について

[午講前演] [午後]記
風土 の丘圏内
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[午講前演] [風午後土]記の丘圏内 [倉午後田]百三文学館・文学遺跡
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[研修旅行に対する意見]

図 2 (ill) 研修旅行の日時 ・日程・費用・場所について

① 〈時期〉

( 1 )早すぎるので11月 ~ 12月の土曜日 に実施するのがよい。

(2)今回のように夏休み明けに実施するのがよい。

(3)夏休みの終わ りに実施するのがよい。

(4)夏休み始めの集中講義終了後(8月7目前後)に実施するのがよい。

②く 日程 ・費用〉

(1)今回のように日帰りでよい。

(2)費用を4000円程度自己負担しでも I泊 2日ぐらいがよい。

(3)。を8000円 。 2泊3日ぐらいカfよい。

(4)。を12000円 イシ 3泊4日ぐらいがよい。
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③〈場所〉

(1)今回は三次 ・庄原地区でよかった。

(2沖富山 (備後)地区の方がよかった。

(3)岩国 (周防)地区の方がよかった。

(4)たたら (出雲)地区の方がよかった。

[研修合宿についての意見]

図-3 (V) 研修旅行と研修合宿について

(1)費用が安くてすむところ (例 広島市内公共施設 l泊 2日3000円)

で，研修合宿を全員参加で行う 。

(2)費用が比較的かからないところ (例 広島県内及び周辺 2泊3日2

万円)で，研修合宿を全員参加で行う。

(3)費用はかかる(例京都 2泊3日5万円 東京3泊4日7万円)が，

研修合宿 (旅行)を全員参加で行う O

(4)全員参加の宿泊をともなう研修合宿は特に必要ない。

(5)結果の考察

①研修旅行に対する評価

(2) 

5.2% 

まず，学生の自己評価について考察しておきたい。〈総合的達成度〉の平均値が2.69となって

いるように，学生自身は，まずまずの成果があったと考えている点をおさえておきたい。標準

偏差も1.03と分散も平均的である O しかしながら，高い評価をしている学生よりも ，低い評価

を自己に対してしている学生が多い点には注意が必要で、ある。研修内容に興味が持てた学生が

いる一方で、教員主導型の研修に目的意識がやや希薄なまま何となく参加した学生が少なからず

いたことを反映しているといえよう 。〈 イベント以外の自由時間〉の平均値が3.31と高くなって

いる要因として貸し切りパスを利用したことと自由時間を比較的多く設定していたことがあげ

られよう 。三つのイベントを比較してみると，平均値3.07とあるように，学生は く風土記の正

圏内〉の資料館や古墳群・復元古代住居・ 17世紀の民家などの具体物との接触に意欲を持ち，

成果を得たと感じている O ただし，標準偏差が1.10と分散が比較的大きく ，個人差がかなりで

ている点は見逃せない。一方で、， <倉田百三文学館・文学遺跡〉の平均値は2.21と全体的に学生

の意欲や達成感は低い。当日の午後が記録的な暑さであり，その中を戸外で研修をせねばなら

なかったということもあろうが，参加学生が一部の者を除いて積極的な興味 ・関心を持ちえな

かったことも原因と考え られる。地元講師 (学芸員)によるく講演〉は平均値2.91と平均的な

結果となっている O 標準偏差は0.86と分散が小さく，ほとんどの学生が評価を 3としている。

講演そのものは興味深かったが，それが自分にと ってどういう意味があるのか明確にはわから

ないという者が多かったのではあるまいか。以上を総括するならば，“友達と一緒に行動できた
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し，今まで見たことのないもの，あるいは話には個人的な興味から意欲を持って研修に参加で

きたが，興味のないあるいは持てないイベントは必ずしも積極的には参加しなかった"という

参加学生の平均像が浮かび上がってこよう。

2年次生のチューターが中心になって考案した研修旅行のイベント企画に関しては，<イベン

ト企画全体〉の平均値が2.64とあるように，参加学生は，全体としては必ずしも高い評価をし

ていなし、。標準偏差も0.84と比較的分散が小さく，評価を中間値の 3としている参加者が全体

の56.9%を占めている。三つのイベントを比較してみると， <風土記の正圏内><講演〉の平均

値はそれぞれ3.03，3.02とあるように，比較的評価されている。一方，<倉田百三文学館・文学

遺跡〉の評価は， 2.50と教員の期待値との差がかなり出る結果となった。イベント実施時の季

節外れの猛暑，パスへの長距離乗車(約3時間)，昼食直後という時間帯など物理的なマイナス

要因が重なった点も確かにあるが，個人的に直接的に役立つ情報の収集と有名な文化施設や歴

史遺産の見聞に主眼を置きたがる学生側と，専攻構成員として共有しうる情報の提供及び自ら

の生活の基盤であると同時に専門研究の基礎となる地域文化への視野の拡大・深化を期待する

企画者側との意識のずれが浮かび上がる結果となっている。参加学生の意識改革とそれに対応

し得るより充実したイベントの企画が望まれる。特に参加学生に対して根気強く ‘研修の意義

と目的'を伝え，企画者側との共通認識を醸成する必要を強く感じる。また，研修地としては

多様な地域文化を包含し:参加者の個別的な知的欲求に最大限応じられる場所を吟味・選択せね

ばならない。研修内容も多様性に対応できかっ状況に応じて改変し得るものにしていくことに

なろう。このようなイベントの実施には，日程，経費，引率など現実的な難しい問題を乗り越

えるに足る多大な人的・物的エネルギーを必要とするが，‘意義ある研修旅行'を実現するた

めには避けては通れない。

②研修旅行に対する意見

ここでは， <時期><日程・費用><場所〉についての全体的な意見を確認した上で，個々の意

見・コメントの中からいくつかを取り上げ考察しておく。

〈時期〉としては，今回のように“夏休み明け"が適当と考える学生が55.2%と多い。季節

外れとは言え猛暑がかなりこたえた，専門研究への意識がまだ低く意欲を湧かせるにはもう少

し時聞が必要であるなどの理由から，“11月 ~12月の土曜日"を選択した学生も 32.8%いる。こ

の時期は大学関係の行事が重なっており，実際問題としては実施時期を動かすことは難しいと

思われる。‘雨天'と共に‘暑さ'対策も企画の際考慮しながら，よりきめ細かなプランを立て

ていくのが現実的と言えよう。〈日程・費用〉に関しては，今回のように“EI帰り"が79.3%，

“l泊2日4000円"が17.2%，“ 2泊3日8000円"が3.5%，“ 3泊4日12000円"が0%であり，

なるべく短く安くという学生の本音が鮮明に出た結果となっている。“宿泊を伴う研修旅行=休

暇や土・日の拘束"という図式が頭にある学生に対して，また，事実そうせざるを得ない現状

において， <日程・費用〉の問題は深刻である。参加を跨賭する学生が休みを返上してでも参加

したいと思うぐらい魅力的な研修旅行を実施するしか解決の道はない。〈場所〉については， <今

回は三次・庄原地区でよかった〉とするものが65.5%で，おおむね今回の研修地に対しては好

意的な感想を持っていることがわかる。距離的・時間的に妥当な選択であったと言えようが，

内容面では再考せねばならない。しかし，現実的には， <庄原地区〉の扱いをどうするか，特に

く倉田百三文学館・文学遺跡〉をどうするのかといった問題が残る。一方で， <福山(備後)地

区のほうがよかった〉が19.0%，<岩国(周防)地区の方がよかった〉が13.8%ある点にも注目

すべきである。学生の個人的な関心や興味がそう答えさせているわけであるが，企画者側にも
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このような意見に耳を傾ける意味は十分ある。今回の研修地に比して，距離的・時間的に少し

きつくはなるが， <福山(備後)地区〉は企画者側としてもかねてより研修の候補地として注目

し，いくつかのプランを構想した場所である。また，これも距離的・時間的にややきつくはな

るが，くたたら(出雲)地区〉も‘鉄の文化史'を中心に多様な地域文化を有する点で魅力ある

研修地である。昨年，驚異的な興業期間と観客動員を記録した映画‘もののけ姫， (宮崎駿監

督)の舞台のモデルとなった地域でもあるが，学生にとっては知名度が低いせいもあり，くたた

ら(出雲)地区のほうがよかった〉とする意見は1.7%と少ない。〈場所〉の選定には， <時期〉

〈日程・費用〉などの制約を回避することは困難であるが厳しい状況の中でベストの選択が

できるよう十分な情報収集が欠かせない。

以下，研修旅行のあり方についての意見・コメントからいくつかを取り上げながら，その問

題点ゃあるべき姿を探っておきたい。

日帰りという日程に関しては，rそれぞれの場所での所用時間に無駄が多い。必要ない時間は

切って，早く帰るくらいのことはしてもいいと思う。ただでさえ帰宅が遅くなる日程なのでき

ついjという研修時間の全体的な短縮を求める意見がある一方で、「時聞があればもう少し見て

みたいと思ったHもう少し資料集めをする時聞がほしかったJという必要な研修時間の延長を

希望する意見もある。 ‘めりはり'のきいた企画の設定，参加者の目的意識の高揚，そして参加

者の自主的活動の時間の確保とその効率的活用法の指導などにより，限られた時聞を有効に使

った簡潔かつ有意義な研修を目指す必要がある。前述の通り，今回の研修旅行は，結果的に季

節外れの猛暑の中で実施されることになったが，その点については「天気が良すぎて暑く，歩

き回るのがつらかったJr散策のように外を歩き回る時聞が多いのなら，もう少し涼しい時期の

ほうがいいかもjといったコメントが見られる。参加学生の偽らざる気持ちであるのは，参加

した教員にもよく理解できる O

研修地や研修内容については， rもっと有名なところへ行きたいJr倉田百三というのは聞い

たこともなく特殊過ぎるのでやめてほしい」といった有名指向の意見や， r研修地に興味の無い

人聞にはあまり面白くないJr研修内容に対して，興味のある人とない人との差がはっきりし過

ぎているjなどの個人の興味・関心と研修内容とのズレを憂慮するコメントが寄せられている。

汎用性と個別性という相反する要素を合わせ持つ企画を巧く融合していくしかない。しかし，

一方で「地元のことを知らないというのも悲しいので，地元を研修地として研修するのもいい

と思うJrこのような企画は良いと思う。こういう時にしかなかなか行けない場所であるし，講

演なども聴けるしいいと思うjなど，地域文化の研究に積極的な意義を見い出している意見や，

「時聞があればもう少し見てみたいと思った。風土記の正の資料館はかなり良かったJr普段見

ることのできない古墳などを見ることができて良かったJr土器などが実際見られたのが良かっ

たJr企画そのものには満足しているし，もっと見たかったぐらいであるJといった実地踏査に

よる具体的な研修内容を肯定的に捉えているコメントも多い点を指摘しておきたい。‘教室内

での抽象的な講義・演習だけでなく教室外での具体的な実地研究'という今回の研修旅行の一

つのねらいを理解し実行しようとする学生の存在は心強い。

研修の方法に関しては，r少々特定の分野に偏っている気がした。数種の研修旅行が用意され，

興味ある分野に参加できる形式であれば，もっと気軽に参加できるだろうJr特定の分野を詳し

く知ったからといってゼミ選択の悩みは解決に至らないJrもっと学生が自主的に研究できるよ

うに，テーマを分けて研修旅行の計画を立てても良い気がするJrもっと自分で考えて行動し，

調べられるよう形式のものにしてほしいjなどのように，自立的な研修活動を求める意見が少

なからず見られる。意欲的に研修に取り組もうとする姿勢がうかがえて喜ばしいが，全員参加
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の日帰り形式という制約の中ではかなり実現は難しいと言わざるを得ない。研修合宿的要素を

持った研修旅行ならば有効な方法の一つになり得ょう。

以上の考察を通して判明した今後の当面の課題は，“参加学生の共通及び個々の興味・関心に

応じられる汎用性と個別性を包含した多様性のある地域文化を持った研修地の調査とそれらに

関する綿密な情報収集，そして学生の意識改革を目指した啓蒙活動"である。〈福山(備後)地

区><岩国(周防)地区〉くたたら(出雲)地区〉を中心に，中国・四国地区も視野に入れて研

修候補地についての研究を進めると共に，地域文化の研究の意義と目的を十分に学生が認識で

きるよう大学の正規科目の中で地域文化研究が取り扱えるような方法を考えていくことが肝要

である。

([研修合宿についての意見

ここではパ研修旅行と研修合宿〉の関わりについての全体的な意見を確認した上で，個々の

意見・コメントの中からいくつかを取り上げ考察しておく。

“全員参加の宿泊をともなう研修合宿"を行うことに対しては， 55.1%の学生が“特に必要

ない"としている。昨年実施した“研修合宿"をその具体例とする(1)は27.6%，自由参加形式

で過去2度実施した「日本語文化専攻研修旅行田)Jを全員参加の形式としたものを具体例とす

る(3)は12.1%，昨年実施した“研修合宿"の出発点に位置付けられる「合同調査合宿泊)Jを具

体例とする(2)は5.2%となっているように，研修合宿を行うなら近くで安く，あるいは旅行的要

素を含む研修合宿ならば多少費用がかかっても京都や東京などの有名な場所へは行ってみたい

と考えている学生も少なからずいるという点は注目される。また，“なんらかのかたちで全員参

加型の研修合宿をすることの意義"を認めている学生が約45%いるという事実も無視できない。

研修合宿の実施の是非については意見がほぼ半数ずつに分かれる結果となり今後の対応の仕方

の難しい面があることも否定できないが，専門研究のゼミナールや研究会活動の中で個別に研

修合宿(旅行)を行う，あるいは今回のような“実地研修"的な小研修旅行を少し発展させる

かたちで行うことで対応していくのが実際的であろう O

以下，研修合宿についての意見・コメントからいくつか取り上げながら，その問題点ゃある

べき姿を探っておきたい。

“全員参加型の研修合宿"に対して否定的である理由として， r全員参加行事は興味や関心、が

皆違い方法が難しいと思うので各自行きたいところに行く方がいしづ「それぞれがやりたい研究

でないならば，合宿に参加しでも面白くない気がする。だから，みんなで合宿までして共通テ

ーマで研修するのはあまり良いとは思わないJr必要と考える人だけで、行ったほうがいしづ「専

門分野に分かれてから 3年次にゼミで行えばいいと思う」といった研修内容と個人の興味・関

心のズレを挙げるものが見られる。また，r宿泊を伴う全員参加の行事はやらないでほしいJr泊

りがけでは行きたくないJといった宿泊への抵抗感を挙げるものもある。しかし，一方で「個

人ではなかなか実行できないので，研修合宿を行うのも良いJr費用が安くてすむならいくらで

も参加したいjといった積極的な意見もある。特に，親睦的要素を持つ研修合宿を求める「日

lと日 2のクラスの交流がもっとできるような企画があるといいjといった意見もあることを

付記しておきたい。また，肯定的ではあるが，実施方法について「ある程度学生の意志に沿っ

た企画がいくつかあって，その中から個人個人が選べるようにすると参加者のやる気も高まる

のではないかと思うJr宿泊地のみ同じにし各自調査に赴くような自主性を求める形式の合宿に

すべきである」といった配慮を求める意見もある。

以上の考察結果から今後の研修合宿のあり方を考えると，現実的には次の二つの方向性があ
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ると言えよう。一つは専門研究の一環としての自由参加型の研修合宿であり，実際には，ゼミ

ナールあるいは研究会などの比較的小集団単位で実施されることになろう。またもう一つは研

修合宿に不随するかたちでの“研究方法のガイダンス"的要素を持った“実地研修"的小研修

旅行である。後者は研修合宿に研修旅行的要素を付加する企画であり，前者も結果的に研修旅

行に研修合宿的要素(地元講師による講演会など)が付加されることによってより充実した企

画になりうる点において，研修旅行と研修合宿は相補的に機能し合えることがわかる。

2.教員の事後反省から

では，教員側からの反応はどうであったであろうか。事後の反省会では，全員参加型の研修行事

について無理ではないかという悲観的な意見が大半を占めた。その理由は，ある程度学生のアンケ

ート結果と重なるところもあるのだが，興味を持っている学生とそうでない学生の差が大きすぎる

と言うことであった。アンケートでも二つのタイプの学生の数がほぼ半々であった。こういう異な

った志向を持つ学生をまとめて一つの行事に参加させることがそもそも無理だという判断である。

そういった中で，新カリキュラムに登場する 2年生， 3年生の演習の授業の延長として，内発的な

フィールドワークへの取り組みが出てくるのを待ちたいという意見もでた。つまり教員主導型の研

修企画にはむりがあるのではないかという判断である。

それとは別に事前準備についての反省もあった。

研修旅行の研修の成果をある程度揚げようとすると，事前の講義がかなり必要であるということ

である。事前に回る場所についての輿味を喚起すること，またフィールドワークについてその目的

や方法について講義することである。その中で興味を引き出すことが出来れば，研修旅行は半分成

功したといっても間違いではないであろう。ここまでくると，また議論は最初に戻ってしまうわけ

である。つまり荷のために研修旅行を企画するのかという大前提に戻るのである。それは，専門の

研究内容に興味を持たせること，また教室内の知識に留まらず，知識を実地に確認し，実体験的に

知るということであった。しかし，そのためにはやはり興味ある授業との連闘が避けて通れない問

題としてあるという，堂々巡りのような輪の中に立ち止まることになる。

おわりに

上述の反省を生かすかたちで今後の研修旅行を企画するとすれば，一つは，研修に力点を置いた，

講義と実地研修とを組み合わせた新科目を設定するという方向性，もう一つは，自由参加型で，学

生主導型で、企画を練っていく専門科目の補完的な行事を授業外に組むという方向性が考えられる。

前者はカリキュラムの改訂を必要とするため，当面は後者の方の可能性を探って学生への興味を喚

起していきたいと考えている。昨年度末創立した日本語文化学会の活動の一環として，一泊二日の，

地域研究的な企画をすでに準備中である。これまでの反省を元に，事前準備を怠りなく，学生のニ

ーズに柔軟に対応できる企画を考えていきたい。

〔注〕

(1) 調査紙 (B4で2枚)を〔資料〕として掲載した。

(2) 秋枝(青木)美保・戸田利彦 u異文化』の理解を目指した研修旅行(I)一日本語・日本文学

・日本文化系コースにおける実施のあり方-J，r比治山大学現代文化学部紀要』第3号， 1996 

(3) 戸田利彦・秋枝(青木)美保 rr異文化』の理解を目指した研修旅行(II )一研修旅行と研修合

宿の相関性をめぐって-J，r比治山大学現代文化学部紀要』第4号， 1997 
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なお， rはじめにJr 1実施までの経緯Jr II研修合宿実施内容Jrm-2教員の事後反省から」

「おわりに」は，秋枝が， rm-l研修旅行及び研修合宿についてのアンケート調査Jは，戸田が

担当した。

[資料]

研修旅行についてのアンケート

※10月3日(土)実施

日本語文化専攻研修行事をより充実したものにしていくために，評価や意見・コメントを聞かせて下さい。

(1)研修旅行についての自己評価

(a)以下の基準で，それぞれの項目の 1-5の数字にO(マル)をつけ，自己評価をして下さい。

1 無駄であった 2 あまり有意義でなかった 3 普通

4 有意義だった 5 たいへん有意義だった

(b)そのような自己評価をした理由を中心にそれぞれの項目にコメントを書いて下さい。

①[午前:資料館での地元講師(学芸員)による講演[約 1時間]】

〈自己評価〉 〈コメント〉

234  5 

②[午後:風土記の丘圏内(古墳群，復元古代住居， 17世紀の民家，資料館など)研修[約 l時間J]

〈自己評価〉 〈コメント〉

2 3 4 5 

③ I午後:倉田百三文学館・文学遺跡での研修[約2時間J]

〈自己評価〉 〈コメント〉

1 234  5 

④ I上記三つの研修イベント以外(行き帰りのパスの中，昼食，その他自由時間)の自由時間】

〈自 己 評 価 コメント〉

2 3 4 5 

⑤[今回の研修旅行は“広島県中部の原始から近代にかけての日本語文化に関わる民俗資料及び文化資料を，実地踏

査し，地域文化を通して専門領域へのアプローチを行う"ことを目的として行なわれましたが，そのねらいは，

総合的にどの程度達成されましたか]

〈 自 己 評 価 コメント〉

234  5 

( II )研修旅行のイベント企画について

(a)以下の基準で，それぞれの項目の 1-5の数字にO(マル)をつけ，評価をして下さい。

l ひどい 2 あまりよくない 3 普通 4 よい 5 大変よい

(b)それぞれの項目について，できるだけ意見やコメントを書いて下さい。

①[資料館での地元講師(学芸員)による講演(広島県中部の古代~中世の文化の理解)] 

〈評価コメント〉

1 234  5 
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②{風土記の丘圏内研修(古墳群，古代・中世の住居などの実地踏査及び資料館研修による地元文化の理解))

〈評価 コメント〉

1 2 3 45  

@[倉田百三文学館・文学遺跡での研修(倉田百三の郷里の実地踏査による近代の文化の理解)】

〈評価 コメント〉

2 3 4 5 

@[イベント企画全体について】

〈評価 コメント〉

234  5 

(皿)研修旅行の日時・日程・費用・場所について

※それぞれの項目の該当する番号にu(マル)をつけて下さい。

① [10月3日(土)(夏休み明け [2年生の後期の始め]の第一土曜日】という時期はゼミの分属・他の大学行事を考

慮して決められましたが]

(1)早すぎるので11月-12月の土曜日に実施するのがよい。

(2)今回のように夏休み明けに実施するのがよい。

(3)夏休みの終わりに実施するのがよい。

(4)夏休み始めの集中講義終了後(8月7目前後)に実施するのがよい。

② I研修旅行の日程は費用を考慮し日帰りとしましたが】

(1)今回のように日帰りでよい。

(2)費用を4000円程度自己負担しでも 1泊2日ぐらいがよい。

(3) ク 8000円 。 2i白3日ぐらいがよい。

(4) // 12000円 ク 3泊4日ぐらいがよい。

! 制 2)-(4)を選んだ人は具体的な研修プランがあれば書いて下さい。

研修プラン]

③ I研修目的の達成，日帰りの日程などを考慮し，今回は， r三次の風土記の丘及び庄原の倉田百三の文学館・史跡を

実地踏査の場所としましたが}

(1)今回は三次・庄原地区でよかった。

(2)福山(備後)地区の方がよかった。

(3)岩国(周防)地区の方がよかった。

(4)たたら(出雲)地区の方がよかった。

i 剃 2)-(4)を選んだ人は理由を書いて下さい。

理由]

※(1)-(4)以外に日帰りで巴研修に行ってみたいあるいは行ってみるとよいと恩われる場所や地域があれば書いて下さい。
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(N)今回の研修旅行は，講演と実地踏査による地域文化の研究を通した専門領域へのアプローチ

を目的としましたが，この点も含めて研修旅行のあり方について，意見・コメント等を自由に

書いて下さい。

(V)研修旅行と研修合宿について

|※該当する番号叩(マル)をつけて下さい。

[専門領域へのアプローチの方法として，今回のような地元の地域文化の実地踏査を一つのきっかけとする研修旅行の

他に，地域研究のテーマの実地調査と発表を中心とした宿泊をともなう研修合宿のようなものも考えられますが1

(1)費用が安くてすむところ(例 広島市内公共施設 l泊2日3000円)で，研修合宿を全員参加で行う。

(2)費用が比較的かからないところ(例 広島県内及び周辺2泊3日2万円)で，研修合宿を全員参加で行う。

(3)費用はかかる(例 京都2泊3日5万円 東京3泊4日7万円)が，研修合宿(旅行)を全員参加で行う。

(4}全員参加の宿泊をともなう研修合宿は特に必要ない。

(VI)研修合宿について，意見・コメント等を自由に書いて下さい。

(言語文化学科 日本語文化専攻)

(1998. 10. 30 受理)


