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第 91 回谷口ゼミナール夏期研修合宿（8 月 28 日〜30 日） 

  

 立秋を過ぎたとはいえ、暑い毎日が続いています。 

 この度，第91回谷口ゼミナール夏期研修合宿を，下記のとおり行ないます。前期の演習Ⅰ・Ⅱの中間まとめと後期

への準備のために、合宿中「ゼミ・テキストについての補説・まとめ（講義）」、「フィールドワークの基礎と実践

（実習）」、「個別指導（卒業論文・ゼミ論指導）」、「夜間講義❶❷」を行なう予定です。講義では、ゼミ・テキス

ト（モリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ』）文献研究の前期に進んだ箇所までの補説とまとめをしますの

で、各自でもう一度復読してから、参加するようにしてください。 

 またキャンプサイト周辺は緑豊かで近くに渓流が流れておりますので、講義の合間あいまで、トレッキング・釣

り・川遊びなど夏の自然も満喫できます。ぜひ，ふるってご参加ください。 

記 

1. 日  程  2011年8月28日(日)~30日(火) 

2. 集合場所  JR千代川駅（JR京都駅乗換／山陰本(嵯峨野)線方面） 

   路線検索 http://www.jr-odekake.net/eki/pdf/ubn.pdf 

   28日（日）13:00 各自、昼食を済ませて集合してください。 

3. 滞在先   赤熊研究所・セミナーハウス（京都府亀岡市内） 

4. 参加費用  1500円 

5. 持ち物    ゼミ・テキスト，シュラフ，着替え，下着，バスタオル，タオル，洗面用具，トレッキング

シューズ（スニーカーでも良い），フィールドノート・メモパッド，筆記用具，マイカップ

（マイボトル），マイ箸，キャンプ用食器セット（プラスチックorステンレス皿・お椀），

お米３合，デジカメ，常備薬，雨具，帽子，水着，サンダル，虫除けスプレー，日焼け止め

クリーム，エチケット袋 

6．スケジュール   

 28日（日） 29日（月） 30日（火） 

AM 9:00   運営スタッフ集合 

      買出し・掃除・準備 

6:00 起床・散策 

7:00 朝食 

9:00 講義 

「中国・タイ・カナダ・マレーシ

アにおける国際環境教育ネットワ

ークの構築」 

 

 

 

11:00 昼食準備（飯盒炊爨） 

6:00 起床・散策 

7:00 朝食 

8:00 セミナーハウスの掃除 

9:00-11:00  

TV会議e-Learning講義「タイ

における環境教育」チナタ・

ナガシンハ先生（タイ・プラ

ナコーン=ラジャバド大学環境

教育センター所長） 

11:00 昼食準備（飯盒炊爨） 

PM 13:00  JR千代川駅集合 

 

14:00  オリエンテーション 

「フィールドワークの基礎

と実践」 

16:00 トレッキング・川遊び 

1 （音羽渓谷） 

17:00  夕食準備（飯盒炊爨） 

     テント張り 

19:00  夕食 

21:00  夜間講義:環境関連 

DVD『ディープブルー』  

鑑賞 

12:00    昼食 

 

13:00   トレッキング 

（赤熊ハイキングコース）  

 

17:00   夕食準備(飯盒炊爨) 

 

19:00 BBQパーティ 

 

12:00  昼食 

 

13:30  講 義 

  「ゼミテキスト（前期講読箇所まで

の）まとめ」 

 

14:50 解散式 
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赤熊研究所 谷口先生の講義 タイ・プラナコーン大学との TV会議 

 

 

森林環境教育オリエンテーション  美しい渓流沿いにすすむ  生き物を探すゼミ生 

川魚 サワガニ  サワガニに興味津津なポンコ 

（先生のペットです） 

 

） 

講義    

2日間にわたり、赤熊研究所（京都府亀岡市）にて、モリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ』の前期の購

読内容までの解説（補説）とまとめを行いました。 

2日目は、谷口先生がこれまで行なってこられた、中国・北京大学、タイ・プラナコーン=ラジャバド大学、カナ

ダ・ヴィクトリア大学、マレーシア・マラヤ大学との研究活動についての講演「中国・タイ・カナダ・マレーシアに

おける国際環境教育ネットワークの構築」を聴きました。各国の抱える環境問題が、グローバルに結びつくとともに、

日頃、環境教育野外施設（広野）で行なっているローカルな活動がリンクしていきました。夜間は、DVD『ディープ・

ブルー（Deep Blue Sea,1999）』を鑑賞しました。地球の約 70％を覆う海の神秘的な生き物たち、波や月の満ち欠けによ

って織りなされる命のリズムなど、紺碧の世界にひきこまれました。 

３日目は、タイ・ラジャバド＝プラナコーン大学と TV会議システムをつなぎ、e-Learning講義を行ないました。チ

ナタ・ナガシンハ先生（環境教育センター長）より、“Environmental Education in Thailand”の講義を配信してい

ただきました。タイで近年起こっている環境問題（洪水、森林伐採など）の深刻さをリアルタイムで教えていただく

とともに、マングローブ林の植林などプラナコーン大学での環境教育への取り組みについてご紹介していただきまし

た。 

    

 

音羽渓谷～半国山トレッキング～ 

赤熊研究所のわきの林道を少し登ると、半国山へ続く山道があります。渓流沿いにすすんでいくと、何ヶ所かに美し

い滝や滝つぼがあらわれ、非常に澄んだ水が流れていました。足をいれると、ひんやりと冷たく、また木陰もあるた

め夏の暑さも忘れてしまうような空間でした。ゼミ生は、バケツと網を抱えていざ、生き物探しへ。石の下には、サ

ワガニや小魚が隠れていました。 
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池から眺めた景色 赤熊自然農園の見学 

農園の見学 

夕暮れどきの BBQ 恒例の宴会 ジューシーな鶏肉をいただく 

火起こし 

飯盒炊爨 

下準備 飯盒炊爨 

散策~赤熊自然農園~ 

赤熊自然農園は、自然農法で野菜を栽培し、消費者に直販する農園です。野菜自身の力を重視するため、肥料や水は

基本的にやらずに、野菜の生長に気を配ります。私たちが、見学させていただいた畝には、蒸発や保温を保つために

敷藁がびっしりと敷き詰めてありました。 

   

 

 

BBQ・キャンプ  

火起こしに、苦戦しました。初めは、うちわをむやみに仰いでいましたが、失敗を繰り返すことで、下から空気を入

れるように仰ぐ工夫が必要だと分かりました。飯盒炊爨は、火加減によって炊きあがりの時間が変わったり、水に浸

す時間によって、お米の炊きあがりや固さに違いがあったりでした。コトコトコトと沸騰する合図を見适さないよう

気をつけました。また、二日目の夜の BBQパーティーでは、鶏肉とサバを、丸々焼いていただきました。こんがりと

おいしい焼き色を谷口先生に教わりながら、じっくりと焼きました。今回は、マイコップ、マイ箸・マイ皿持参だっ

たので、無駄なゴミを出すことなく、食事から後片付けまでをスムーズにこなすことができました。   

     

   

 

8 月 31 日（水）~9 月 3 日（土）:大学院ゼミ合宿 

4日間にわたり大学院「生命倫理研究」「人間科学演習」の講義が行なわれました。テキストは、アンゲーリ

カ・クレプス『自然倫理学‐ひとつの見取図‐』（みすず書房、2011年）を講読→発表→質疑忚答→先生から

の解説・コメントという流れで行ないました。タニグチワールド１泊 4日コースに参加してみました（昔のゼミ

合宿は１泊 6日もざらにあったとか…）。最後は、ご褒美にるり渓温泉でほっこりしました♥ 

 

池の前にて集合写真  
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配布資料 

キャンプの心得 

【飯盒炊さん】 

〇飯盒炊さんに必要なもの 

飯盒・マッチ（ライター）・お米・新聞紙・水・うちわ・薪（木炭）・しゃもじ 

＜飯盒炊さんの手順＞ 

１．米を計って研ぐ 

①お米のはかり方 計量カップを使わず、飯盒の蓋で計量可能。 

※飯盒は４合まで米を炊くことができます 

②お米の研ぎ方 

水を入れて手早くかき回し、研ぎ水をきる。これを３回程度繰り返す。 

―POINT― 

飯盒に手をいれてかき回しにくい場合は、お米と同じ量の水を飯盒に入れて、上下に強く降る。 

 

③水の量 

飯盒の内側に目盛りが２本入っている。以下を目安にして水を入れる。 

   （目盛りより少し多めに入れるくらいが良い） 

   ・下の目盛り → ２合 

  ・上の目盛り → ４合（※３合の時はその中間ぐらいにする。）水を入れた後、30分間つけておく。 

 

２．飯盒を火にかける 

・沸騰するまで弱火で炊く（５分） 

 

・沸騰したら、中火にして、徐々に 強火にする（10分） 

 

 

 

・飯ごうから白い糊状の湯が流れ出したら、とろ火にする（10分） 

 

 

 

・お焦げのいいにおいがしてきたら、炊きあがり！ 

・火からおろし蒸らしたら完成（10~15分） 

 

 

―POINT― 

・飯盒をひっくり返すときは、軍手をしてタオルでおさえる。 

熱で飯盒の底がやわらかくなっています。底をバンバン叩くと変形するのでひっくり返したらそのままの状態

でおきましょう。 

・火の調整が難しい場合は、始めから終わりまで中火でも構わない。火力は弱いよりも強いほうが失敗は少ない。 

 

・弱火とは炎が、飯盒の底からはみ出さない程度 

・蓋が持ち上がるようだったら、蓋の上に石をのせて密閉する。 

・強火とは、飯盒が炎につつまれる程度 

・激しく吹きこぼれるが、心配せずに強火を維持する。 

・飯盒の上に木の棒や割り箸置いて、振動をたしかめよう。 

・振動がなければ、OK。 

・火から下ろした飯盒は反対にむける。 

・この間にふっくらしたお米ができあがる。 

＜＜昔の歌を参考にしましょう＞＞ 

♪はじめチョロチョロ なかパッパ ジ

ュウジュウふいたら火をひいて 赤子泣

いてもフタと～るな。 
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３．飯盒の手入れ 

①ご飯が温かいうちによそいましょう。 

お米が冷めると米粒がくっつき固まってしまうので、飯盒はできるだけ早く空にし、水を張っておくこと。

食べきれない場合は、おにぎりにするなど工夫しましょう。 

②ススを掃除しましょう 

新聞紙ですぐに飯盒の外側のススをとること。火にかける前に、飯盒の外側にクレンザー（磨き粉）を塗

っておくとススが取れやすい。 

参考 URL：飯盒ネット http://www.hangou.net   ときめきアドベンチャー http://k-fam.net/cooking/hango.htm 

 

          

【フィールドワーク】 

〇主なもちもの・服装 

シャツ（長袖） ・・・ 中間着としての「シャツ」。夏場でも、長袖シャツを１枚持参しま

しょう。 

ズボン ・・・ 膝の伸縮性に優れ、吸湿性のよいパンツをおすすめします。 

雤具 ・・・ 天候にかかわらず必ず持参しましょう。防寒着としても役立ちま

す。 

帽子 ・・・ 日射病対策に有効。ちょっと頭をぶつけた場合でも、帽子の保護効

果は大きい。 

リュックサック ・・・ 日帰りハイキングなら、20～30リットルの容量がよい。 

登山靴 ・・・ 小石や砂が入るためハイカットがおすすめ。 

水筒 ・・・ 量は 1～2L が目安。中身は水がおすすめ。けがをした際、傷口を洗

うこともできるため。市販の 500ml ペットボトルを 2 本用意し、片

方は水、片方はお茶、とするのも 1つの方法。 

フィールドノート ・・・ 気づいたことや発見したものをメモに撮り、写真に記録しよう。 

〇注意事項 

①熱中症にならないために 

帽子を着用し、こまめな水分補給を心がけましょう。喉が渇く前に水分をとること。 

体調が悪いときは、無理をせず申告するようにしてください。 

②スズメバチに注意！－夏から秋にかけて活動が活発します－ 

＜遭遇しないために＞ 

・香水や匂いの強い整髪料をつけない。  

・黒い服装は避ける。スズメバチは「黒色」を攻撃する性質があります。  

＜遭遇したら＞ 

・姿勢を低くし、その場を静かに離れる。大声を出さない。  

・手やタオルで払うのは危険。蜂は左右に動くものに敏感に反応する。  

http://www.hangou.net/
http://k-fam.net/cooking/hango.htm
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＜刺された時の応急処置＞  

・毒液を吸いだす器具で吸い出し、患部を清潔な水で洗い流す（スズメバチの毒は水によわい）。患部を冷やしてす

ぐに医療機関へ。 

参考 URL：初めてのハイキング http://www.start-hike.com/ 初心者のテント・キャンプ入門 http://www.camp-outdoor.com/tozan/index.shtml 

参考 URL：京都府亀岡市観光協会 http://www.kameoka.info/course/hiking/ 

http://www.start-hike.com/
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夏期研修合宿 感想レポート 
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1 日目～オリエンテーション・フィールドトレッキング・環境 DVD『ディープ・ブルー』鑑賞会～ 

 

★合宿では、今まで経験のしたことのないことを経験し、多くの刺激を受け、その刺激の分だけ考え、知恵や知

識を増やすことが出来た。まず、今回の合宿で宿泊した研究所は、目の前に川が流れ、山の入り口にあったので、

日常ではあまり体験する機会のない自然を、いつもより多く目にした。自然と言っても、木や川だけでなく、川

に入ったときに見たサワガニやヘビ、日常生活でもよく目にするハチも、いつもより気にして観察できた。川に

入ったとき先生に、網を使った魚の捕り方を教えていただいたが、自分の実力丌足なのか運なのか、魚は一匹も

捕まえることが出来なかった。しかし、石の下にいたサワガニを一匹捕まえることができた。実は一匹目を捕ま

える前に、もう一匹サワガニを見つけていたのだが、触るのが気持ち悪くて躊躇している間に、适がしてしまっ

た。この時の失敗があったので、次にサワガニを見つけた時は、躊躇せずに手を出して、适がさずに捕まえるこ

とが出来た。先入観で触れなかったサワガニも、一度捕まえると、手の中をごそごそ動くのが、おもしろくて、

少しの間握っていた。何事もまずは、自分で経験してみることが大事だ。上に書いたサワガニの例でも、思い込

みによって、一度チャンスを失っている。たまに、思い込みや先入観、人から聞いた話など、自分で直接経験し

ていないことを話すことがあるが、それはもしかしたら間違いかもしれないし、なにより自分の考えではない。

自分の考えを話すためには、自分で経験したり、勉強したりすることが必要だ。（3回生/中條） 

 

★ログハウスの中には大小様々な丸太が使われており、普通の家に使われる四角に整えられた木材とは違う趣が

感じられた。鉄筋などではなく全て木で作られているので、木の温かさを感じることができた。日差し除けを置

いているだけなのにエアコンがいらないほど涼しく、中はとても快適だった。周りを完全な自然に囲まれている

と、都会のコンクリートばかりの場所とは違い、日差し除け一つで十分な涼しさを保つことができる。エアコン

は必需品だと思っていたが、実はそうでもないかもしれないと思った。（3回生/辻） 

 

★セミナーハウスの見学を終えたところで、まずはこれからお世話になる家の掃除、そして寝泊りするためのテ

ントの準備に取り組んだ。環境を整えるという事は、物事を始めるための気持ちを切り替え、心の整理をするこ

とができる。整理整頓は生活の基本であり、けじめある生活の為には常日頃から身の回りをきれいにすることが

大切であると感じた。 

準備を終えたところで、半国山に出かけた。山の散策の中で聞いた人々の神々に対する考えについての話は、

国の文化や歴史によって様々である事がわかった。日本の場合古くから自然災害に多く見舞われてきたため、そ

うした山や海などの自然の神に対する畏怖の考えが生まれた。しかし一方で、昔から日本人にとって「神」とは

豊かな恵みを不えてくれる存在でもあり、農耕で栄える土地や、生活を支える水の生まれる場所など全国各地に

神が宿るとされる場所がある。そうした場所に人々はお供えものや祈りを捧げるなどして、神々と親密で友好的

な関係を築いてきた。自然の中は様々な生命のエネルギーに満ちており、実際山道を散策していると心身ともに

爽快な気分になり、山に神様が宿っているといわれても丌思議ではないと感じた。自然には人を癒す力があると

いう事は、今までにも経験して知っていた事だが、普段の生活の中でそうした余裕のある時間を持つ事は難しい

事である。やるべき事があり、忙しい生活を送ることも充実しているともいえるが、たまにはこうして豊かな自

然に囲まれくつろぐ事も有意義な事であると実感した。（3回生/岡本） 

 

★夕食のあと、『Deep Blue』を見ましたが、その中で特に強く感じたのは、映像の美しさだけではなく、狙う

側も狙われる側も、生きるために必死であるということや、時に全体の生存や利益のために弱者を捨てたり、一

部を犠牲にしていて、それが単に「かわいそう」というような言葉では片付かない生存競争の厳しさである、と

いうことでした。大画面の迫力も相俟って、深海の映像などは特に、自分がその中に呑み込まれてしまいそうな

程の大きさを感じました。 

 鑑賞のあと、周囲が明るくない環境だったのでたくさん星が出ていることに気づき、岡本さんと一緒に寝転が

って星を見たのも強く記憶に残っています。自分の住んでいる地域も、夜は暗くなるので星がたくさん見えると

思っていたのですが、研究所で見た星はそれ以上にたくさん、それもはっきりと見えて、プラネタリウム以外で

そんなにたくさんの星を見たことが無かった私としては、うまく言葉に表現できないくらい感動しました。（3

回生/上山） 
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2 日目～講義・フィールドトレッキング・赤熊自然農園散策・BBQ～ 

★ログハウスの近くには音羽渓谷からの渓流が流れており、とてもきれいだった。少し山を登っていくと、岩が

ごろごろとしていて川が流れていた。その奥には小さな滝もあり、水がとてもきれいでサワガニやアメンボなど

がいた。山に入ると大きな木々で太陽が隠されるので、とても涼しく快適だった。普通の日陰にいるときの涼し

さとは違って、こんなにも山の中が涼しいだなんて思わなかった。山の緑や川などの自然の中からマイナスイオ

ンを吸収して、疲れた体を癒すことも出来た。散策の後は晩御飯の準備に取りかかった。広野の畑で取れたピー

マンやしし唐、トマトなど野菜をたくさん使った。その他にも鶏肉のかたまりを包丁を入れずにそのまま丸焼き

にして食べた。下準備も２０人分なので、食堂のおばちゃんになった気分だった。野菜の生の味をそのまま感じ

られるように何もつけずに食べたり、塩を少しつけるくらいでとても美味しかった。そして、夜はとても星がき

れいで感動した。私が今まで見た星空の中で一番きれいだったのではないかと思う。星の数がとても多かったが、

周りに高いビルなど遮るものが何もないので、よりいっそう星が輝いて見えた。たった数分の間に流れ星も見る

ことができた。寝る場所もログハウスの中ではなく、せっかくなのでテントの中で寝た。（3回生/川邊） 

 

★今回の合宿でもっとも大変で、時間がかかり、自身の行動力が試されたのは毎回のご飯の準備であったといえ

るだろう。屋外でのキャンプ形式で行われた食事は、何から何まで普段とは勝手が異なり、初めは先輩方に頼り

きりになってしまった。火の面倒を見る人、食材を運ぶ人と切る人、そして片付けて作業をスムーズに行うのを

助ける人。共同作業で大切な事は全員の協力であり、無理をしない事である。炎天下での火起こしの作業、つい

後回しにしがちな後片付けなども嫌がらず、気づいた人が積極的に引き受けることで全体の作業をスムーズに進

める事ができる。それぞれが人の動きを見て役割分担をしていくことで全員が気持ちよく食事をつくる事ができ、

協力して準備する事でよりいっそう食事の時間を楽しむことができるのだと実感した。今回は残念ながら、一部

の人が夜の飲み会での食べ残しや飲んだコップを片付け忘れるという丌始末があり、先輩方に迷惑をかけてしま

った。準備から片づけまでが食事の時間であり、次回はこんな事がないように気をつけたい。（3回生/岡本） 

 

★昼食の準備をしているとき、先輩方は違う場所でできることや片付けなどとしてくださっていた。私は初めの

ほうは何をしていいか分からず、みんなが作業しているときにただ見ているだけの時間が多かったが、次第に分

かるようになり、誮かが料理をしてくれているときに自分には何が出来るかを考え、行動することができたと思

う。一つの作業が終わったら次の作業というふうにしていくのではなく、このように料理と片付けを同時進行に

していくと早く作業ができるし、とても効率よく動けることが分かった。ただ言葉で言われても、理解しにくい

が、実際に自分がすべきことに気づいて動くことができるとどんな状況でも臨機忚変に対忚できる。これは自分

で体験しないと身につかないことだと思った。（3回生/堤） 

 

★朝食や昼食など食事の準備を手伝いましたが、特に、2 日目の夜ご飯のバーベキューはとても楽しかったです。

先生と一緒にお肉の用意をしている時は、お肉への包丁の入れ方や味のつけ方など教えてもらいました。普段の

料理よりも大胆に味付けをして、出来るだけ包丁を入れないようにするなど家庭での料理とは違った、野外で調

理の方法を教えてもらいました。バーベキューは、お肉も魚も野菜も全部美味しかったし、先輩たちの楽しい芸

が見れたしみんなワイワイしていて本当に楽しかったです。（3回生/櫻井） 

 

★夜には都会とは比べ物にならないほどの星を見ることが出来た。周りに光が無い自然の中ではこれが普通なの

だと分かった。暗闇は確かに丌便だが、暗闇の中でしか無数の星を見ることはできないし、普段は気にならない

月の明るさなども体験することが出来た。テントに寝転がって星を見ているととても気持ちが落ち着いてきて、

心が澄んでいく感じを覚えた。初めて、あれだけの星を見たので、とても感動した。（3回生/辻） 

 

★夜は、バーベキューパーティーをしました。たくさんの野菜や鶏肉、手羽先などを焼いて食べました。昼と同

じように火を起こすところから始め、とても大変でした。お肉と魚の下準備もしました。食べることよりも準備

をした時間の方が多く、今までは自分が食べることしか考えてなかったし、それが当たり前でしたが、ご近所の

お客さんや大工さんが来られていたので、お客さんや年配の方を最優先で行動しなければいけないことに気づき、

これからの社会勉強になりました。鶏肉や魚や野菜は、すべて塩、こしょうとシンプルな味付けでしたが、普段
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たべるものよりも何倍もおいしく感じました。また、赤熊農園の板野さんから無農薬のキュウリを見分ける方法

も伝授していただき、これからもおいしいキュウリを選んで食べるようにしたいなと思いました。日が沈んでか

らは、昼間とは全然違い、とても涼しくなりました。そして星がとてもきれいで感動しました。星を見ながら寝

転がるのは最高の気分でした。そして、生まれて初めてテントの中で寝袋を使って寝ました。想像していたより

も寝やすく、虫も飛んでこなかったので、熟睡できました。貴重な体験が出来ました。（3回生/中邑） 

 

3 日目～チナタ先生 e-Learning 講義・セミナーハウス掃除～ 

★タイ・プラナコーン＝ラジャバド大学のチナタ先生に TV会議による e-Learningで講義をリアルタイムで配信

してもらった。タイでは、ここ五十年の発展が目覚しく、それにともなって人口増加や農業・工業の機械化、農

薬への知識丌足など、様々な問題が発生してきた。五十年前、農業はタイで最も重要とされており、80%が農業

従事者であったが、工業化によってその数は次第に減少していった。機械や農薬に頼った農業は、人手が少なく

てすむ上に大量生産できる。しかしむやみに農薬を使用すると、人体に影響が出たり生態系を崩したりしてしま

う。そこで、環境教育への取り組みが重要視されてきた。環境への正しい知識を身につけ、自然を守っていくこ

とによって、発展を持続可能なものにできる。無理をして資源を無駄遣いするのではなく、細く長くということ

を意識すれば、今の環境問題は少しずつ改善されていくのではないかと思う。また、環境教育を通して自然との

共存に目を向け、自然を身近に感じることが、環境を良くしていく第一歩なのではないだろうか。必ずしも発展

し続けることのみが良いというわけではない。生まれて間もない三、四カ月の赤ちゃんも、生まれたときには持

っていた歩く能力やものを見る能力が消失し、一度後退するということが起こる。この後退によって、脳は著し

く発達していく。私たちも、今までの便利な生活からふとはなれ経験をすることが、環境をよりよくしていくた

めには必要なのかもしれない。人間は、環境を破壊する面でも改善していく面でも、地球上で一番影響力がある。

取り返しのつかない状態になる前に、まずは自分の周りのちょっとした生活から見直していくことが、のちに環

境を守る大きな力になるだろうと思った。（3回生/辻並） 

 

★二泊三日の合宿の間、朝、昼、晩の食事はすべて飯盒炊爨で、毎回炭に火をつけ、網で肉や広野で今まで

育ててきた野菜などを焼いていた。男子は火の係が主だったので私はほぼすべての食事のときに火を付け、

調節していた。先生が合宿中にもよくおっしゃっていた「コツ」というものが何にでもあって、火を点けた

り強弱を調節するのにも「コツ」があった。私は姫路の山の方に住んでいるので毎年正月には釜で餅米を蒸

して餅をついている。そこでも火の番はたいてい私だったので火の扱いについては少しはなれていた方であ

る。三回生の男子二人は、最初は少し丌慣れな感じがあり、やり方を口で説明していてもあまり要領を徔て

いない感じがあったが、回数を重ねてやっていくうちにかなり慣れてきて最終日にはてきぱきと何をやるか

を自分なりに考え動いていた。 

 今までの広野での畑でもそうであったが、最初は何もわからない状態で説明を聞いても完全には理解できない。

それでもわからないなりにこなしていくと初めはうまく抜けなかった草も根っこから綺麗に抜くことができるよ

うになったり、苗の枝を支柱に結びつける作業がスムーズにできるようになったりしてくる。この知識と体験が

一致していくことが「知恵」であり「コツ」であり、この獲徔が私たちの人生を豊かにしていくのではないだろ

うか。（研究生/神谷） 

 

全体を通して 

★普段の生活では、どこでもいつでも食べ物は手に入るし、ガスコンロがあるのでご飯も簡単に作ることができ

るけれど、合宿では自分たちで炭に火をつけるところからやってみて、自分たちの今の生活がいかに恵まれてい

るかを感じました。けれども、時間や手間はかかるけれども自分たちで飯盒炊爨して作ったご飯の方が数倍美味

しかったです。合宿を通して、食べ物の大切さや自然と人とのつながり、場面に忚じて自分の頭で考え行動する

ということを学びました。ゼミ合宿の中では、自分の役割を見つけ、作業するということが多かった。ご飯の準

備の時にも、それぞれが役割を持って作業することが多く、特に私は火の管理をすることが多かった。火をおこ

したり、強くしたりするのは、とても暑くて疲れる作業だったが、自分の思い通りに火を管理することができた
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ときは、達成感を感じることができた。おかげで私は炭を使って火を扱う方法を分かって、合宿の後に地元の友

達とバーベキューをした時も、火を扱う役をやった。しかし、今思い返せば、合宿の時に火にくっついていたた

め、それ以外のところで、どんな作業をしていたのかを、あまり覚えていないことに気がついた。火を扱うのに

慣れた後も、ずっと火のところに居たのが悪かった。せっかくの貴重な体験だったのに、それを体験できなかっ

たというのは、惜しいことだ。それぞれが自分の役割だけをするのではなく、それぞれが全体の役割を把握し、

その中で自分の徔意なことや、人手が足りてないことをするのが、全体の効率を上げることに繋がる。それが先

生の仰っていた、「全体の流れ」というものだと気づいた。今後このような機会があれば、全体の流れを把握し

て、その中で自分の役割をできる人間になりたい。今回の合宿では、発見したことがいくつかあったが、これか

らの誯題となることも分かった気がした。しかしこれらのことも、ただ合宿を過ごすだけではあまり身に付かず、

気がつかないままになってしまっていると思う。しかし、こうしてレポートにすることで、合宿のことを思い出

し、文字としてパソコンで打っていると、「もっとこうすればよかった」というようなことに気付く。ただ楽し

かった、ではいけないということは、先生にもよく言われていたが、このレポートを書いていて、先生の仰って

いたことの意味が少し分かった。しかし、このように、合宿のことを改めて思い出すには、記録が必要だ。これ

からは、写真やメモといった記録を、思い出としてではなく、資料として残すことも必要だと改めて感じた。 

（3回生/中條） 

 

★今回の合宿では、川の中に入って水に触れたり、山を歩いて木々のにおいを嗅いだりと普段意識してあまり使

わない、触角と嗅覚を多く使う場面があった。自然と触れ合って、原体験をすることは人間の成長においてとて

も重要なことであると少しだが分かった気がする。視覚や聴覚ばかりに頼るのではなく、自然のものに触れてい

かなければ分からないことが色々とあるということに気付いた。（3回生/辻） 

 

★今回の合宿を通して日頃当たり前のように思っていることが実はそうではないことに気づいた。それらは本来

有ることが難しい、有り難いものである。しかし、私は普段、その有り難さを感じることなく生活してしまって

いる。それを自覚できたことが今回の合宿における最大の収穫であったと思う。この日常生活で感じ取れない有

り難さを経験するという事においては、広野野外実習施設でのフィールドワークも同じ事が言えると考えられる。

スーパーに行けば当たり前に手に入る野菜が、農家の方の入念な準備と小まめな世話という苦労によって作られ

ているということは既に昨年から体験済みである。食べ物の入手にも、その調理にも有り難さが存在する。衣食

住に関わらず、自分の普段の生活というものが実は当たり前なのではなく、様々な有り難さの上に成り立ってい

ると言える。このような価値観を持つことは、今後、様々なものごとについて考え、判断するための新たな視野

へと繋がっているのではないだろうか。（4回生/高橋） 

  

★この合宿中、私たちは大学がある都会を離れていわゆる田舎で数日過ごした。そこは見渡す限り自然でコ

ンクリート製の建物のような決まり切った形のものはほとんどなかった。木々や植物、鳥や虫など一つとし

て同じ形をしていないものばかりで、それらこそが「個性」であり「生き生きした命」だと訴えかけられて

いるように感じた。最近の私たちは頭でっかちな思考に取り憑かれて、皆が皆「疲れ切った命」のように感

じることがある。それを DVD「ディープ・ブルー」を観たとき、厳しくも強く生き抜いている動物たちのよう

に、赤熊で触れた個性的な自然達のように心から生き生きさせるには、私たちが何に対してでもまず自ら体

験していくこと大切だと思う。そして、知識と体験を結びつけ、知識と体験の間にある微妙な誤差を埋めて

いく事で初めて「知恵」に昇華させることができるだろう。その「知恵」こそが、私たちの生活を豊かにし、

生き生きした命を作り上げていくのではないのだろうか。 

 学校で行われる教育もそうあるべきであると思う。私たちが今まで受けてきた教育もどちらかというと知

識の方に偏っていたと思われる。教師として生徒達に授業を行うときに「知恵」を身に付けられるような体

験型の授業を多く展開していきたい。そのためには、まず私自身が「知恵」を身に付けている豊かな人間で

あるべきである。そうなれるようにあと半年間のゼミ活動の中で積極的に様々な体験を通して自分を磨いて

いきたいと思う。（研究生/神谷） 

 


