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皆さんは，こんなにも自然が豊かで，深い歴史があり，特徴ある文化をもつ和歌山にある和大に入学したの
だから，それを満喫する大学生活を送った方が得だと思う。和大生なら和歌山「で」学べ。バーチャルでは
体感できないリアルな学習のチャンスが和歌山にはある。たくさんの現場と現物が「光を当てられる」こと
を待っている。何に注目するかは皆さん次第。まずは，和歌山の素晴らしさを学習できるチャンスを積極的
に選択しよう。事前の学習を待ってはいられない人も，じっくり学びたい人も，どっちのタイプも自主演
習/クリエプロジェクトにも挑戦しよう。

和大生なら和歌山 ｢で｣ 学べ！

　和歌山を体験する科目「熊野フィールド体験」（詳しくはシラバス参照）
　　☆　実際に熊野のフィールドに出向き，自然，歴史，文化，社会を学ぶ体験型の導入編の教養科目です。
　　☆　森林体験や観光体験，実際調査を通じ，自然や社会を調べる調査法を学習します。
　　☆　日本一の清流｢古座川｣上流にある北海道大学和歌山研究林（古座川町）に宿泊しての合宿型の学習科目です。
　　☆　和大と北大フィールドサイエンスセンターが「包括提携」しているからこそできる特別な科目です。
　　☆　人数制限ありです。受講は早い者勝ち？，すぐにシラバスを見てみよう！

自主演習 / クリエプロジェクトを活用してリアルな体感学習に挑戦しよう！
　☆　和大には「自主演習」という仕組みがある。これを活用して，自由な発想で体感する学習に挑戦しよう！ 
　☆　クリエでは「PBL学習」を支援しています。学生が自分で定めた目標を達成する学習がPBL学習です。
　☆　分野も内容も自由。継続的に学習しているプロジェクトもあるから，そこに参加して学習しても良い。
　☆　先輩達は，モノづくり，観光開発，ITソフト開発なんかに挑戦中。専門学習の前にぜひ挑戦したい学びだ！

他にも，様々な「わかやま」を学べる科目がある，まずはシラバスを読み込もう！



フィールド活動/研究をスムーズに⾏うために
 事前の準備（市街地などでの⽂系調査/活動の場合も原則は同じである）

１）事前学習，情報収集：現地の歴史，⽂化，地勢，産業などの状況を事前学習しておくことで，現場での⾏動
はスムーズになり，各種活動，観察，測定，聞き取り調査などに深みを与える。地区によっては⽴ち⼊り禁
⽌の場所があることも少なくないし，⽴ち⼊りだけでなく活動そのものに許可が必要な場合もあるので，事
前に役所/役場，⾃治会（区⻑）などに連絡して情報把握，許可を得ておくことが望ましい。なお，事前に
現地に連絡しておくと，有⽤な情報を提供してもらえることもある。礼を尽くしている限り，学⽣の活動に
対して協⼒的な対応は意外に得やすい。これらの基本姿勢は，企業や個⼈への訪問であっても同様である。

  ⽴ち⼊り禁⽌となっている場所の例：神社の神域，寺院の聖域，保護地，⽂化財，私有地，管理地，⾞
道，線路，崩れやすい/危険動物が確認されているなど危険情報が地元で把握されている場所など。

  活動/研究に許可が必要なものの例：集会，集団⾏動，デモンストレーション，パフォーマンス，⾳楽
ライブ，販売，パレード，ドローン⾶⾏/撮影，私有地/管理地での活動/研究のすべて（清掃のような
善意の奉仕活動であっても，事前連絡してなかったことでトラブルに発展することもある）。

  活動/研究に申請，許可，届出が必要なものの例：国有林や県有林へ⽴ち⼊る場合には⼊林許可や届出
が必要。⾃然公園（国⽴公園・県⽴公園など）での⽣物，落葉，岩⽯などの採集，機材の設置にも申
請と許可が必要。河川や海岸での⽣物の採集にも申請と許可が必要。

  ⾃治会（区⻑）などへの連絡⽅法：来訪が２回⽬以降などで⾃治会（区⻑）と個⼈的な繫がりができて
いるなどの場合は直接連絡すれば良いが，そうでない場合は，まずは役所/役場に電話などで問い合わ
せ，指⽰を仰ぐことができる。区⻑の電話番号などは個⼈情報になるため役所/役場から教えてもらえ
ないことが多いが，その際でも役所/役場から連絡してもらうことを依頼することはできる。問い合わ
せる際は，「和歌⼭⼤学○○学部（研究科）○年，○○（⽒名）です。○⽉○⽇に○○地区で，
○○（内容を⼀⾔で）の活動（調査）を計画していて，地元に連絡を取りたいので，その問い合わせ
のために電話をしました」などと⽤件を簡潔明瞭に説明すること。さらに，協⼒依頼書として，活動/
調査内容，⽇程，訪問する地区，関係する対象について，1枚程度に簡潔にまとめたペーパーを準備し
ておいて提出するとなお良い。

２）現地の危険・安全管理情報の把握：安全確保のため，現地のもよりの病院や診療所，公衆トイレ，警察（駐
在所），商店の位置や営業時間は事前に把握しておく。その情報を持っていると，現地で困る事態は格段に
減る。特にホームセンターや⾦物屋，⽂房具店，コンビニの位置を把握しておくと意外な場⾯で役⽴つ。⼤
⼈数での活動や⽬⽴つような⾏為を計画している場合は，必ず事前に役所/役場と警察（駐在所）に活動計
画概要を連絡しておくこと。そうしておくことで，⽴ち⼊りなどへの許可が必要な場所の確認ができること
もある。また，現場で想定される各種危険（以下参照）について事前に情報収集しておくことは必須であ
る。海外での危険情報は外務省のホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）からでも確認でき
る。なお，読者からの「書き込み」が記載された情報誌，Webサイトには誤情報が含まれていることもあ
るので注意が必要。⼀⽅，危機管理のひとつとして，事前に連絡網を構築しておくことが望ましい。

  現場で想定される各種危険：規制（道路⼯事やイベント開催），危険な地形（転落や転倒への備えとし
て，崖，斜⾯傾斜，滑りやすい地表，崩れやすい地表，細い道，破損した道，吊り橋，階段，強⾵や
突⾵の当たりやすい地形など），危険な状況（⽔の流れ，波，潮位の変化，海外では治安や紛争など
社会情勢），動植物（⼤動物，毒ヘビ，毒⾍，毒やトゲのある植物など），⾷事（⾷中毒）など

  最も有名な情報誌に記載された誤情報によってトラブルに巻き込まれた事例：東南アジアの某国への旅
⾏の際，情報誌の「読者の書き込み欄」に記載されていた「お勧めホテル」を予約して宿泊したとこ
ろ，治安の悪い場所にあったため盗難にあった。

  連絡網の構築：指導教員や担任，顧問教員に，フィールドでの活動/研究の計画を事前に知らせてお
き，また，緊急に連絡が取れる体制を構築しておくと，実際にトラブルに⾒舞われた際に役に⽴つ。

３）活動（調査）詳細計画の作成：現地での活動/研究計画を詳細に⽴てることが必須であることは当然である
が，それ以外にも現地に⾏く前に，スケジュール，交通（乗り換え，時刻表など），必要な⽤具，機器，そ
れらの運搬⽅法を決めておく必要がある。交通に関しては，予約が必要なこともある。また，活動/研究計
画を⽴てる際には，地図の活⽤を勧める。事前に地図をみておくことで，実際に現地に⾏った際の⾏動ロス
が減る。

  地図の活⽤：事前に現地の地図を⽤意し，場所やその特徴を把握するとともに，移動ルートや調査ポイ
ントなどを記⼊しておくことを勧める。その際，Web地図を活⽤しGPSやスマートホン/タブレット端
末などで確認できるようにしておくと「電波の受信できる場所」ではナビとしても使え，現地での⾏
動がスムーズになる。ただし，スマートホン/タブレット端末などの電⼦機器は，条件によっては動作
しないこともあるので，紙の地図を（予備も含めて）必ず２部以上は持っておくこと。

  公共交通機関の利⽤徹底（⾃家⽤⾞もレンタカーも学⽣は使⽤できない）：和歌⼭⼤学では，学⽣の活
動/研究（個⼈的なものは除く）に対し，⾃家⽤⾞（レンタカー含む），オートバイの使⽤は認めてい
ない。したがって，公共交通機関「のみ」を⽤いた計画とする。公共交通機関以外を利⽤した活動/研
究の場合，⾃⼰責任による個⼈⾏動だとみなされ，⼤学が学⽣を保護できる事項，範囲が狭くなる。
例えば，⾃家⽤⾞などを使⽤して事故を引き起こした場合，学⽣教育研究災害傷害保険（学研災）の
適⽤外になる恐れがある。なお，保険についての詳細は後述する。

４）安全な服装など：季節によらず，⻑袖，⻑ズボン，ベルト，⼿袋，帽⼦（ヘルメット），滑りにくい靴（⻑
靴）の着⽤が基本である。これらの着⽤により，⾍さされ，かぶれ，怪我，熱中症などのリスクを⼩さくで
きる。なお，⼭道などで迷ったり遭難するような「万が⼀の時」に備え，⾚やオレンジ⾊のように⽬⽴つ⾊
の服装や帽⼦を着⽤することが望ましい。タオルやバンダナを持つだけでも備えになる。カバンは，持ちや
すいものの使⽤が基本である。

  ⿊い服や帽⼦は避ける：⿊⾊の服装は，ハチの攻撃対象となりやすいことが知られており，特に野外で
の活動/研究では着⽤しないようにする。

  ⻑ズボン：厚⼿で動きやすいものであることは当然で，ポケットの多いものが望ましい。

  ベルト：調査機器やカメラケースを装着することができ，両⼿を空けられるので，着⽤することを強く
勧める。とっさの時のロープ代わりにもなる。

 ⼿袋：軍⼿で良いが，⾰⼿袋の⽅が丈夫である。

  靴：⻑靴は毒ヘビやヒルなどから⾝を守る効果もある。ただし，急斜⾯や⻑距離の移動の際には歩きに
くく疲労しやすいので，そのような場⾯ではハイカットのトレッキングシューズや安全靴の⽅が良
い。⻑靴でも⾜⾸をゴムロープなどで縛り付けると歩きやすく，疲れにくくなる。

  危険地への備え：急斜⾯や岩場などに⾏く場合，ヘルメット着⽤は当然で，滑り⽌め（スパイク）付き
の靴（または⻑靴）であることが望ましい。

  カバン：⼿提げ型ではなく，リュック，ショルダーバッグ，ウエストバッグなどの使⽤を勧める。両⼿
が空いた状態で⾏動できるようにしておくことで，怪我のリスクを⼩さくでき，かつ活動/研究効率が
上がる。特に⻑距離歩⾏が必要ない場⾯で，カバン１つで調査を⾏う場合は，ショルダーバッグ，ウ
エストバッグの使⽤が活動/研究効率を⾼める。⽤具を⼿探りでも取り出せるからである。⻑距離の歩
⾏が必要な場合は，カバンは２つ以上を使い分けし，たまに出す⽤具はリュックに，頻繁に取り出す
⽤具はショルダーやウエストバッグに⼊れておくと良い。疲れない上，時間的な活動/研究効率が上が
る。リュックだけだと荷物の出し⼊れの効率が悪くなる。

５）気象の把握と荒天への備え：活動/研究の１週間前くらいから現地の天気予報や天気図の変化を監視する。
前⽇の確認は必須である。荒天が予想される場合，直前であっても活動/研究を延期する勇気を持つ。計画
が変更になった場合は，関係者に事前連絡する。

  突然の天候変化への備え：晴天であっても⾬具，防寒具、タオルを⽤意しておくことが基本。⾬天とな
った場合，傘よりもカッパの⽅が機能的である。カッパはポンチョ型ではなく，上下の分かれた丈夫
な素材製のものが望ましい。晴天の時でも，例えば朝露で濡れた草地などでの移動，活動/研究の際に
も役⽴ち，さらに防寒着の代わりになることもある。

  ⽔分，⾮常⾷の携帯：登⼭ほどのレベルでなくても，集落から少し離れた場所や⼭中に⾏く場合であっ
ても，突然の天候変化などで⾜⽌めを喰らってしまうことがある。天候回復や救助を待つ間に体⼒を
失わないためにも，ビスケットや乾パン，チョコレートなどを少しでも持っておくことを勧める。

６）筆記具，⽤具など：野外ではボールペンを活⽤すると⾬や湿気でも野帳などに記帳した情報が消えにくい。
多⾊ペンであると野帳に対して⾊分け記帳ができ，事後のデータ整理（コンピュータへの⼊⼒など）を楽に
する。ハサミ，カッターなどの刃物，ビニールテープ，油性マジック，ビニール袋，コンベックス（メジャ
ー），懐中電灯，ライター（マッチ）なども常に携帯しておくと便利である。

７）健康管理への対応：必要な薬品などは準備しておくこと。特に，怪我の消毒薬，絆創膏や包帯，お腹の弱い
⼈は胃腸薬は持っていると良い。また，保険証を携帯しておくと，緊急に通院した際に困らない。なお，毒
ヘビやハチの対処については後述する。

８）予防：事前にハチなどへのアレルギー反応を調べておき，必要に応じてエピペン（⾃⼰注射）を準備してお
くことを勧める。海外での活動/研究の場合は必要に応じて破傷⾵，狂⽝病など予防接種を受けておくこと
が普通である。⼊国の際，予防注射が接種済であることを証明する「イエローカード」を必要とする国もあ
る。マラリアの予防薬は⽇本でも購⼊できる。和歌⼭市内でも予防接種を受けられる医院は複数ある。不安
な場合は，本学の保健管理センターに相談すること。

http://www.anzen.mofa.go.jp
http://www.anzen.mofa.go.jp


９）保険：フィールドでは様々な危険が想定される。このような危険は回避する必要があり，そのために綿密に
計画を⽴て，様々な準備を⾏うのであるが，それでも予期せぬ事故やトラブルに遭ってしまうことがある。
⾃分が結果的に加害者となってしまう恐れもある。そのような事態への対抗⼿段として，保険がある。フィ
ールドでの活動/研究に関係する主な保険については以下に⽰すが，⼤学ホームページなどに詳しく記載さ
れているので参照すること。また，海外での活動/研究の保険に関しては，原則として加⼊が義務づけられ
ている。個⼈での加⼊であるため，保険料は個⼈で⽀払わなければならない。

  学研災（学⽣教育研究災害傷害保険）＝和⼤⽣全員が加⼊済：学研災は，学⽣が通学中や⼤学の教育研
究中および課外活動中に被った不慮の事故による傷害に対し救済措置として設けられたもの。⼤学が
学⽣全員を⼀括して加⼊⼿続きを⾏っており，個々に加⼊する必要はなく，保険料は⼤学の負担。保
険⾦は，死亡の場合2,000万円，後遺障害（程度により）90万円〜3,000万円，医療費（程度により）
3千円〜30万円，⼊院の場合1⽇4千円。ただし，⾃家⽤⾞を利⽤していたなどの場合には補償が認め
られないこともあるので注意が必要。保険⾦の請求は学⽣センター（学⽣⽀援課）が窓⼝。

  学研賠（学研災付帯賠償責任保険）＝任意加⼊（年間340円）：⽇本国内外において，学⽣が，正課，
学校⾏事，ボランティア，クラブ等での課外活動およびその往復中で，他⼈にけがをさせたり，財物
を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償するもの（つまり，⾃分への補償ではない）。補
償額は対⼈・対物を合わせて1事故1億円限度。フィールド活動/研究を⾏う学⽣は，学研賠に加⼊する
ことが強く推奨されている。加⼊を条件としている授業科⽬もある。ただし，⾃家⽤⾞を利⽤してい
たなどの場合には補償が認められないこともあるので注意が必要。加⼊，保険⾦の請求は学⽣センタ
ー（学⽣⽀援課）が窓⼝。

  学研災付帯学⽣⽣活総合保険＝任意加⼊（4年間で29,860円〜）：「学研災」「学研賠」では補償が
不⾜すると思われたり，不安な場合に，学⽣が⾃⼰判断で追加加⼊できる保険。基本補償とオプショ
ン補償の組み合わせで構成され，それに応じて保険料も異なる。加⼊，保険⾦の請求は学⽣センター
（学⽣⽀援課）が窓⼝。詳しくは http://www.jees.or.jp/gakkensai/opt-gakuso.htm 参照。な
お，教育研究活動中の事故などは本保険では対象とならず，学研災での対象となる。つまり，この保
険では，活動/研究の際の事故，トラブルの補償はされない。

  海外旅⾏保険/留学保険＝原則として加⼊義務（教員の研究補助の旅⾏であっても学⽣の負担）：和歌
⼭⼤学の学⽣が海外において活動/研究を⾏う場合，学研災や学研倍，クレジットカードに付帯した保
険だけでは不⼗分で，原則として⺠間の海外旅⾏保険に加⼊しなければならない。最近は，テロ特約
が付帯したものまである。旅⾏会社などから加⼊できる。海外旅⾏保険は，個⼈での加⼊が前提であ
り，例えば，卒業研究の指導教員の補助のために海外に渡航する場合でも，教員研究費などからの⽀
出を和歌⼭⼤学は認めていない（2017年3⽉時点）。このため，⽇当や謝⾦（バイト代）あるいは私
費からの個⼈負担となる。なお，⼤学が学⽣を海外に派遣する⼀部のプログラムにおいては保険料に
相当する⾦額を奨学⾦として⽀給する場合もあるが，特例である。

10）救命講習：フィールドでは「事故は起こるもの」が前提である。その備えのひとつとして，救命講習を受
けておくことを勧める。講習は，概ね消防署で受講できる。和歌⼭市の場合，普通救命講習1，普通救命講
習2，上級救命講習の3コースがある。個⼈でも団体でも申し込むことができる。この講習は，フィールド
ワークに限らず，クラブ活動や⽇常⽣活でも役⽴つ。以下は，和歌⼭市のプログラムである。

  普通救命講習１（3時間）：⽣命を救うために必要な救命⼿当である⼼肺蘇⽣法（AEDの使⽤⽅法を含
む）と⽌⾎法を学ぶ。

  普通救命講習２（4時間）：AED設置場所の職員等を対象とし普通救命講習1の内容より詳しく学ぶ。

  上級救命講習（8時間）オススメ：普通救命講習の内容に加え，⾻折など外傷の⼿当，搬送法，傷病者
の管理法など応急⼿当を学ぶ。

 現場編・基礎（フィールド全般での安全で上⼿な振る舞い⽅）
１）単独⾏動を避ける：トラブルに巻き込まれた際，複数の⽅が対処しやすい。⾃然地や海外では，特に注意が

必要である。

２）不⽤意な動作をしない：フィールドでは，⾜下が不安定な場合があり，⾛る，不⽤意に歩きまわる，急に位
置や進⾏⽅向を変えるなどの動作は避ける。⾜を踏み外して崖から落ちることもあるし，周囲の⼈を押して
しまい，怪我をさせてしまうこともある。草むらや⽳にむやみに⽴ち⼊ったり⼿を⼊れたりすると，ハチや
毒ヘビの被害に遭遇することもあるので，常に落ち着いた動作に務める。

３）活動/研究中断の判断：仮に活動/研究の途中であっても，⽇没までには安全の確保できる場所に移動してお
くこと（夜間活動/研究を除く）。暗くなってからの活動/研究や歩⾏は危険である。また，急な天候変化の
場合，活動/研究を中断し，速やかに安全な位置に移動すること。雷は想定以上に速く移動することがあ
る。地震など，その他の緊急事態が発⽣した場合も同様である。津波や急な増⽔も⽢くみてはならない。

４）⽔分の補給と休憩：フィールド活動/研究では⽔分，糖分，塩分の補給に注意し，定期的に休憩を取る。体
⼒の維持だけでなく，リフレッシュ効果によって活動/研究効率が上がることは多い。休憩だけでは体⼒が
回復できない場⾯では，活動/研究を中断し，残りは延期する。 疲れた状態では効率は上がらない。

５）携帯電話の所持：可能な限り携帯電話を所持しておくこと。⼭間部などでは圏外になることもあるので，事
前に公衆電話の位置を確認しておくと良い。いずれも利⽤できない場所において怪我，疾病などが発⽣し緊
急に連絡が必要になった場⾯では，迷わず近隣の⺠家に助けを乞うなどする。恥ずかしがっていては深刻な
状態に陥ってしまう危険がある。

６）地図の活⽤：紙の地図の他，GPSやスマートホン/タブレット端末から閲覧できるWebマップを活⽤すると
活動/研究効率が上がる。GPS機能のあるスマートホン/タブレット端末でも⾃分の現在地が確認でき，移動
の軌跡（ログ）も記録される。カメラにGPS機能がついたものもある。また，前述のように，活動/研究ポ
イントを事前に決めている場合，あらかじめ地点登録しておくと便利，かつ安全でもある。

７）カメラ：カメラケースをベルトに装着すると，両⼿が空いて安全に活動/研究できるようになることに加
え，カメラを⽚⼿で取り出せたりするので，シャッターチャンスを逃しにくい。

８）危険動物との遭遇回避：⾃然地の調査では，クマ，イノシシなどの危険な動物に遭遇してしまうこともあ
る。最も適切な対応は遭遇しないことであり，そのためには複数名で⾏動することと，クマよけの鈴などを
携帯することが望ましい。鈴よりも複数⼈間の声，ラジオの⽅が効果は⼤きいという情報もある。野⽣動物
だけでなく，家畜やペットであっても安全だとは⾔い切れない。噛みつく，ひっかくなどの危険だけではな
く，病原菌や寄⽣⾍に感染していることもあり，絶対に触らないようにする。触ってしまった場合は，徹底
的に⼿洗いする必要がある。

  ツキノワグマ：和歌⼭⼤学のある紀伊半島ではツキノワグマの⽣息が確認されており，世界遺産（⾼野
熊野参詣道）の近く，例えば，⾼野⼭周辺，護摩⼭，⿓神村，果無⼭脈，⼤塔⼭周辺での⽬撃情報は
意外に多い。近年は，⾼野⼭の⼤⾨の近くで⽬撃されたりするなど，観光地や集落の中に出没するこ
ともある。みなべ町では，2000年代になってからも住⺠がツキノワグマに重症を負わされる事故があ
った。不幸にもクマに出遭ってしまった場合の対象法は，例えば，死んだふりをする，出遭った瞬間
に⼀⽬散に逃げる，⽬をそらさずに後ずさりして距離を空けてから逃げる，⼤きな声を出して威嚇す
る，いざとなったら戦うなど，様々なことが⾔われるが，実際には有効な対象法は「存在しない」の
で，とにかく出遭わないようするしか⽅法がない。なお，危険な野⽣動物はツキノワグマだけでな
い。イノシシやシカ，サルやタヌキだって危険である。安全な野⽣動物は存在しないと理解するこ
と。

  海外ではイヌやネコには「絶対に」触らない：近年は，イヌやネコの⼈気が⾼く，ネコカフェなどが流
⾏ったりしている。⽇本ではしつけられたペットが多く，予防接種も普及している。それでも，噛み
つかれたり，ひっかかれたりするトラブルがある。海外の，特に途上国では予防接種を受けていない
ペットが⼤半で，ちょっとした動物とのトラブル，接触で深刻な病気に感染することがある。例え
ば，狂⽝病からの⽣還率は限りなくゼロに近い（ほぼ致死）。途上国などでは⼈糞やゴミを⾷べるペ
ットも少なくなく，病原菌や寄⽣⾍に感染していることは意外に多い。「可愛い」と思っても動物に
は絶対に触らないようにする。海外だけでなく，⽇本でも安全は保証できない。

  特に海外では，家畜も危ない：海外では家畜が深刻な病原菌を保有していることがあり，注意が必要。
よほどのことがない限り接触しない⽅が良い。予期せず，あるいは，やむを得ず接触してしまった場
合は，⼿洗いなどを徹底する。以下は海外での事例であるが，参考までに⽰す。国外にホームステイ
留学し，ヤギの乳搾りを体験した。本国に帰国してしばらく経って⾼熱が出たため病院に担ぎ込まれ
たところ，マルタ熱（ブルセラ症）に感染していると診断され，数週間の隔離⼊院を余儀なくされ
た。マルタ熱は，宿主動物と単純接触しただけでは普通は感染しないし，上記は希な事例ではある
が，それでも接触感染しないわけではない。他の病気でも同じようなことがあり得る。

http://www.jees.or.jp/gakkensai/opt-gakuso.htm
http://www.jees.or.jp/gakkensai/opt-gakuso.htm


 現場編・応⽤（場所別の⼀般的な注意事項）
１）⼭地，森林，草地，農地など：⼭地では特に⾜下への注意が必要である。⾜を乗せた岩が動くこともあり，

また急に崖になることもある。常に⾜下を注意して歩⾏するようにする。⼭地だけでなく，⼈⾥付近の草地
や農地でもハチや毒ヘビには注意する。また，天候が急変することも多く，その場合は，速やかに安全な場
所に避難する。

  災害現場：近年の防災意識の⾼まりの中，災害現場を視察したり，復興⽀援のボランティアに参加した
り，調査/研究を⾏う⼈は増えた。⼟砂災害の現場に⾏く場⾯では，ヘルメットと滑りにくい靴の着⽤
は必須である。また，災害現場では，写真撮影には注意したい。珍しい光景だと感じても，被災者に
とっては⾟く悲しい⾵景であることを忘れてはならない。特に，若者特有のポーズを取った記念写真
の撮影は，被災者の⼼情までを考えるとやってはならないことでもある。品位が問われる。

２）市街地や集落：市街地だからといって安⼼はできない。どこにトラブルが潜んでいるかわからない。服装は
⾃然地へ⾏く時ほど機能的である必要はないが，起こりうるトラブルの種類は概ね同じであり，可能な限り
機能的で安全な服装，靴を基本としたい。市街地では，⼈の⽬に触れることも多く，それに類したトラブル
に巻き込まれることがあるので注意する。

  腕章や名札：出遭った⼈に「何をしているか？」と質問された際，腕章や名札を付けていると，すぐに
⾝分を説明できる。質問者は不審者ではないのか？という不安から質問していることが多いもので，
お互いが気持ちよく活動/研究するためにも，⾝分が何者なのかが⼀⽬で分かるアイテムを持っておく
ことを勧める。学⽣であっても，名刺を準備しておくと役⽴つこともある。特に，⽬的を持った活動/
研究の場合，⼀般には知られていないような機器や器具を持って⾏動することがあり，写真撮影など
も加わると住⺠の⽬には不審者に映ったりするものだ。これは，事前に活動/研究許可を取っていても
同様。

  挨拶/会釈：⾒ず知らずの⼈に挨拶することの是⾮の議論はあるが，特に⼈通りの少ない場所では，す
れ違う⼈に簡単な挨拶や会釈をすることで，相⼿の不信感を⼩さくする効果がある。挨拶や会釈は，
⾃分が不審者でないことを⽰すサインと受け⽌められるからだ。出くわした⼈に質問する場合には，
⾝分と名前を⽰すこと。そうすることで，話が弾むことも少なくない。「その場所で活動/研究させて
もらっている」ということが原則であることを忘れてはいけない。

  写真撮影：肖像権という⾔葉がある。これには⼈の容姿（顔など）だけでなく，財産も含まれる。そう
すると，個⼈や企業の建物や商品も無許可で撮影できないことになる。⼈を撮影する際に許可を取る
のは当然であるが，例えば，飲⾷店などで料理の写真を撮影する場⾯でも許可を得てからにするこ
と。商店や飲⾷店などで無許可撮影してトラブルになることは意外に多い。

３）⽔辺，⽔中：船やボートの利⽤，⽔中での潜⽔や遊泳までは必要がないような⽔辺（岸辺，海辺）を歩⾏し
ての活動/研究であってもライフジャケットの着⽤を原則とする。⽔中に⽴ち⼊っての活動/研究では絶対に
着⽤する。海岸では離岸流など危険な海流，突発的な⾼波に，川では急激な増⽔に遭遇することもあるの
で，決して無理な⾏動とならないようにする。遊泳をともなう活動/研究であっても滑りにくいシューズ，
肌が露出しない服装を着⽤し，健康と安全を確保する。

  ライフジャケット：カヌーやボート，シュノーケリング，釣りなど⽔中，⽔辺での活動/研究において
はライフジャケットの着⽤は必須である。最近，和歌⼭県では地質，地形を題材としたツアーが商品
化されているようだが，メディアなどを⾒ていると，海辺の岩場へのツアーである場⾯でライフジャ
ケットを着⽤していないで楽しんでいる光景を⾒かけることがある。同じ場所に釣り⼈が⾏く際に
は，スパイク付きの靴とライフジャケットを着⽤していることが⼤半。この対⽐からも分かるよう
に，⼀部のツアーガイドや客の危機意識の低さは，⾒ていて危うさを感じずに得ない。

  ウエットスーツ：シュノーケリングなど⽔中に⽴ち⼊っての活動/研究の場合，季節によらずウエット
スーツの着⽤を勧める。これは，低体温症への予防になる上，怪我や⽇焼けの予防効果もあるから
だ。さらに，若⼲の浮⼒があるため，溺れた際の保険的役割も期待できる。ボートやカヌーを使う場
合でもウエットスーツを着⽤していると，転覆や沈没からのリカバー後に低体温症を防ぎやすい。

  カヌーやシュノーケリング：いずれも気軽に楽しめるアウトドアスポーツである。様々な活動/研究に
使うこともできる。しかし，⼀歩間違うと死亡事故につながることすらある深刻な危険が潜んでい
る。⼤原則は，ライフジャケットを着⽤することと，複数名で⾏動することであるが，⾜下にも注意
したい。よく，ビーチサンダルなどを着⽤して活動している⼈を⾒かけるが，これは危険である。指
先が露出していると怪我しやすく，滑り⽌めがないと転倒しやすくなる。カヌーやシュノーケリング
では専⽤のシューズやマリンシューズの着⽤を勧める。なお，カヌーやシュノーケリングでは，可能
な限り専⾨ガイドに引率してもらうことが望ましい。ガイド料は必要だが，安全性は格段に⾼まり，
楽しいポイントも教えてくれることも多い。簡単な講習だけで初⼼者にまでカヌーをレンタルしてく
れる業者もあるが，幾度となく深刻な事故を引き起こしていることを知っておきたい。

 

 現場編・応⽤（マムシ等に噛まれた場合の⼀般的な救急対処⽅法）
１）前提①：噛まれた直後に顕著な症状がなくとも安⼼せず， 必ず早期に医療機関で受診する。噛まれてから

３〜４時間，時にはもっと経ってから重篤な症状を発症することもある。
２）前提②：噛まれた場合，あわてず，安静にする。⾛ったりしない（⾛ると毒が全⾝に回りやすい）。
３）直後（処置①）：噛まれた傷⼝より⼼臓側を布などで縛る（毒の広がりを防ぐ⽬的なので軽く縛る程度

に）。縛るものがなければ、噛まれた部分は⼼臓の⾼さよりも下にしておく。噛まれた傷⼝より⼼臓側を布
などで縛る。

４）処置②：傷⼝から⾎を絞り出すようにして毒を体外に出す。ポイズン・リムーバーが役⽴つこともある。
５）処置③：その後，傷⼝を冷やして腫れや毒の回りを遅らせる。
６）処置④：以上の緊急処置を⾏いつつ，速やかに救急⾞を呼ぶか，⾎清をもっている医療機関に連絡し，受診

する。以前にマムシ等に噛まれた経験があれば，その情報は受診の際に必ず医師に伝えること。

 現場編・応⽤（ハチに刺された場合の⼀般的な救急対処⽅法）
１）前提：スズメバチに刺された場合は，以下の処置を⾏うとともに，並⾏し，状況に関わらず緊急に医療機関

で受診する。
２）直後（処置①）：ミツバチやアシナガバチなどに刺された場合は，針を抜く（スズメバチは針が残らな

い）。
３）処置②：⽔でよく洗い流し，毒を吸い出すか，傷があれば⾎液とともに押し出す。ポイズン・リムーバーが

役⽴つこともある。
４）処置③：流⽔で洗い，傷⼝を冷やす。
５）処置④：抗ヒスタミン薬の軟膏を塗る。腫れや痛みが強い時は副腎⽪質ホルモンの軟膏を塗る。
６）事後：気分が悪くなったり，顔⾊が悪くなったり，何箇所も刺された場合，過去にハチに刺された経験があ

る場合は，安静にして，できるだけ速やかに医療機関で受診する。

学外で活動/研究する場合の注意事項（⽂系，理系に共通）
 事前の準備

１）予約：活動/調査の⽇時を先⽅に電話などで連絡し，スケジュール調整を⾏っておく。いきなり訪問しての
活動/調査は避ける。可能な場合は，指導教員などから連絡してもらう。

２）事前の相談，資料の送付など：事前に，活動/調査の⽬的を相⼿（地元）に明確に伝えておく。また，必要
な資料などは相⼿の許可のもと，事前に送付しておく。

 学外の⼈や組織と付き合う際の注意事項
１）学外の⼈との⾯談：学外での活動/研究については，学学の⼈や組織と協⼒することは多い。単に，お願い

をする場合もある。そのいずれの場合であっても，⼤半では学外の誰かと⾯談することになる。その際に
は，和歌⼭⼤学の学⽣として節度ある態度で⾯談に臨む必要がある。

  事前学習： 前述したように，⼈に会うためにその場所に⾏く際には，その場所の情報を持っておくと
相⼿の⾔われることへの理解度が⾼まるし，話も弾む。その場所の名物，産物，産業（企業），⼈⼝
動態，学校，主だった歴史，出来事，有名な場所，⼈････様々な情報を下調べすることの効果はあ
る。⾃分の興味も深まる。特に，直近の出来事，近年の歴史については，相⼿の記憶にあることも多
く，その場所の現在の経済や社会，⾃然が現状の姿になったことの理由への理解にもなるので，押さ
えておきたい情報である。

  服装：⾯談の約束時間に遅れないことはもちろん，学⽣とはいえ，ラフ過ぎる服装での⾯談は避ける。

  最初の挨拶：最初に，所属，⽒名を名乗り，挨拶する。連絡先を書いた名刺を持っておくと役⽴つ。
  ⾯談活動/調査：⾯談の⽬的を簡潔に⽰す。その上で活動/調査を⾏う。
  写真撮影：必要な場合には，必ず相⼿の許可を得る。モノを撮影する場合でも同様。
  終わりの挨拶：⾯談が終わったら，お礼を申し述べるだけでなく，事後のスケジュール案，研究ではデ

ータの取り扱い，公表の予定などの構想を⽰し，相談する。公表などにおいては相⼿の許可が必要と
なることもあるので注意。

  事後：⾯談から帰ったら速やかに礼状を送る。研究などで成果がまとまった際には，できれば⼿渡し
で，それが困難な場合でも郵送などで必ず相⼿に成果が届くようにする。その際，礼状も同送する。



２）全体を通じた「態度」「⼼構え」：学⽣が⾏う活動/研究に対し，社会（⼤⼈）は寛⼤であることが多い。
少々の無礼は許してくれるし，無理を聞いてくれることもある。時には，接待さながらに⼤歓迎してくれ
る。だからといって，これにアグラをかいた態度，⼼構えではいけない。恐縮し続ける必要まではないだろ
うが，他⼈の場所で活動/研究させてもらっているんだ，⾃分はまだ勉強中だ，という謙虚さは常に求めら
れる。謙虚でい続ける限り，以下のようなことへの予防にもつながる。

  危ない？「地域活性化」という⾔葉：「地域活性化」という⾔葉を諸君も⽿にすることもあるだろう。
冷え込んだ地域を再び昔のような活気ある地域へと再興しようという意味の⾔葉である。「地域活性
化」は⼤きな社会課題であり，「地域活性化」に対して興味や使命感を持ったピュアな若者は多い。
ところが「地域活性化」に対し，そこに暮らす⼤⼈達は，現在の現役世代の先輩からの時代を含めて
何⼗年間もやってきたことでもある。それでもウマクいかなかったのが現実だ。ところが，最近は，
ヒドイ場合では半⽇の視察の後に諸君に「地域活性化」の提案を求める事例が増えている。有効な提
案ができる実⼒があると⾃信過剰の勘違いしている若者も多い。少し冷静に考えれば分かることだ
が，勉強中の若者である諸君が短時間で考えたことが，⻑年積み重ねてきた知識や経験を簡単に上回
ることなんかないはずだ。過去へのリスペクトが⾜りない。つまり，諸君が提案することの意味は，
あくまで，諸君が短時間で問題抽出できるか？ のトレーニングに過ぎないことを忘れてはいけな
い。提案そのものには，たいした意味を持たないことが⼤半である。しかし，諸君の中には，簡単に
提案できたことで⾃⾝の実⼒を伸ばす努⼒を怠ってしまう悪いクセがついてしまうこともある。⾃分
達は，まだ勉強中だという謙虚さと，もっとできたはずだという意欲を持つことで，諸君の実⼒は格
段に増すような⾃⼰研鑽ができる。

  若者⽬線？：まちづくりなどで⽿にすることのある「若者⽬線」という⾔葉には，意外な裏がある。こ
の⾔葉の表向きの意味は，まちづくりを実施している世代では気付かないようなことを若者世代の直
感で提供して欲しいという意味であるが，⼀⽅では，若者の実⼒を信じていないという意味であるこ
ともある。求められるのは，世代のセンスだけであり，個⼈の能⼒ではない。つまり，若者なら誰だ
って構わないということになる。これでは悔しい。実⼒のある個⼈や集団の意⾒を求める際には，
「若者」という枕詞は付かないものである。相⼿から「若者⽬線」での意⾒を求められたら「勉強の
成果からの意⾒を求めているのではないのか？」と反感を持つくらいでちょうど良いかも知れない。
くれぐれも，誉められてもイイ気にはならないこと。

  ⼤学⽣が考えた○○？：これも，まちづくりなどで⽿にすることの増えた⾔葉だが，これにも意外な裏
もある。ここで⾔う「⼤学⽣」は，世代のことなのか，専⾨的な勉強をした成果や能⼒（実⼒）のこ
となのかが分かれ⽬となる。多くは，上記の「若者⽬線」と同じ使われ⽅で，「⼤学⽣が考えた」は
PRする際の味付けとして⽤いられる思考停⽌ワードとなっている。つまり，⼤学⽣の意⾒ならば誰の
ものであっても良いことになり，その実⼒は期待されていない，という意味でもある。⼀種の世代間
差別である。実⼒が期待されてのことならば「⼤学⽣が考えた」の枕詞は「（若き）専⾨家（のタマ
ゴ）が考えた」になるはずだ。若いからといって実⼒が低いとは限らない。諸君⾃⾝の能⼒を介して
のことならば，それは挑戦するチャンスである。なお，⽿にすることのある「⼥⼦⼤⽣が考えた」は
性差別の意識が拭えないので，⾔語道断である。

  ⼤⼈は「したたか」だ：上記の「若者⽬線」も「⼤学⽣が考えた○○」などの持つ裏の意味は⾃分のこ
とに置き換えて考えれば，すぐに分かることだろう。諸君が年下の者から意⾒をされて，それを素直
に聞けるか？ ということである。中には聞ける良い話のこともあるだろうが，それは希ではないだ
ろうか？ クラブ活動の後輩からチームづくりや改⾰の提案を受けて「そうしよう」とはなかなかな
らない。それと同じだと考えたら，上記の「若者⽬線」や「⼤学⽣が考えた」は，どのようになるだ
ろうか？ ⼤⼈はしたたかである。寂れた集落に，若い諸君が来訪することで，⼀時的だとはいえ華
やかになって嬉しい，という場合は（活動/研究内容に関わらず）地元とのWin-Winの関係が予想され
るが，その⼀⽅では，⾃分達では演出できないフレッシュさのPRのために諸君の若さやピュアな社会
貢献への想いを利⽤しようとしている場合も多⾒される。そして，まちづくり補助⾦の報告書に「若
者の意⾒を組み⼊れた」と書くためのアリバイづくりに使われているだけなのかも知れない。その⾒
返りに？ ⼿厚く「接待」してくれることもある。つまり，⼤⼈から「若者⽬線」や「⼤学⽣が考え
た」を求められた際，その⼤⼈が期待することが何であるのか，諸君はしっかりと「値踏み」して，
⾃分に何が返ってくるのか，⾃⼰トレーニングになるか，そんなことを考えてから協⼒の是⾮を決め
て欲しい。繰り返すが，⼤⼈はしたたかである。

  若者の実⼒を⾒くびるな！：上記のような，過信する愚かな態度の話や，⼤⼈のしたたかさの話がある
からといって，諸君に社会参加する能⼒や資格がないということではない。上記は，あくまで，諸君
が謙虚でいることのもたらす優位性を⽰したに過ぎない。諸君の持つ可能性は限りなく⾼いのだか
ら，⾃信をもって様々なことにチャレンジして欲しいものだ。世の中には，天才だ！と⾔いたくなる
豊かな発想や実⼒を持った若者だってたくさんいる。現在は，むしろ増えている。諸君は，その⼀⼈
なのかも知れないし，それぞれに⼤きな可能性がある。

３）何かを依頼された場合（⾃衛のためにも知っておきたい社会の裏側）：相⼿の思惑はさておき，諸君に対し
て何かの依頼をしてくる⼤⼈，地域が存在したとして，⼈から頼られると嬉しいもので，「調べて欲しい」
などと依頼されると，⾃⾝の実⼒が⾼く評価されたと受け⽌めることもできる。依頼されたことにはぜひと
もチャレンジしたいものである。しかし，ここでも注意して欲しい。そこに，どの程度の「責任」が存在し
ているのかを。何かの約束に対しては，それを守るという（少なくとも道義的な）責任が発⽣するものだ。
それは「いつまでに終わっていること」のこともあるし，「期待されるレベル，クオリティであること」な
のかも知れない。失敗が許されない約束をしてしまう恐れだってある。諸君は，まだ勉強中の学⽣であり，
⾏き過ぎた責任をかぶる実⼒は⾝に付いてはいない。

  地域や個⼈，企業などから何かを依頼されたら：諸君に対して何かの依頼をしてくる⼤⼈，地域があっ
た場合は，必ず指導教員や担任など学内の⼤⼈に相談して，最も適切な対応について考えよう。依頼
の多くは何の問題もないのであるが，中には諸君（の能⼒）ではとうてい守れないレベルの約束を強
いることや，諸君を（学⽣はどうせヒマだろうから）「無料の労働⼒」としてコキ使おうとするコト
が混じっている。くれぐれも，諸君のピュアでボランタリーな気持ちにつけこまれないようにした
い。そのためにも，何かを依頼されたら必ず導教員や担任など学内の⼤⼈に相談する。

  教員だって信⽤できないかも知れない：⼤学の教員というものは，よく頼まれゴトをする⽣き物だ。中
には「学⽣を連れてきて欲しい」という依頼がある。実はこれが⾮常に多い。「学⽣の専⾨性を活か
して欲しい」という場合もあるが，単純に「若い⼒を貸して欲しい」ということもある。前者は嬉し
いものだし，後者であっても地域参加意識を持って対応したいものだ。しかし，ここでも注意が必要
だ。多くの教員は信⽤に⾜る節度ある態度で諸君を指導するものだが，中には頼まれゴトを断れない
気弱な教員も少なくない。依頼を「断らない」ことを⾃分の売り物にしている教員もいる。教員が，
地域での⾃分の評価を上げたいために「諸君を売る」ことは，残念なことに意外に多い。その際に
は，諸君の思考を停⽌させるワードとして「勉強になる」や「君のためだ」などが多⽤される。たい
ていは，嘘か詭弁である。許されないことだが，世の中には諸君の活動/研究の中での無料奉仕的な⾏
為への謝礼（報酬）を⾃分の懐に⼊れる不正，不道徳な教員も存在するという（和歌⼭⼤学には存在
しないと信じているが････）。つまり，教員から依頼された場合であっても，諸君の学習効果，⾃分
の責任範囲などについて，教員とよく話あうことが良い。もしも，教員が⾼圧的に強制してきた場合
は，迷うことなく学内のハラスメント相談員のところに駆け込んでもらいたい。

  注意したい「お⾦」の流れ：学外で活動/研究する場合，何らかの費⽤（お⾦）が必要である。諸君が
負担することも，誰かのお⾦の場合もある。教員を介して学外の⼈，組織と協⼒して活動/研究する
際，お⾦の流れが諸君の責任を⼤きくしてしまうことがある。以下は，教員の研究に関係するお⾦の
話だが，教員の研究費というものは⼤きくは⼤学の研究費と外部資⾦の⼆つに分けられる。⼤学の研
究費では諸君に責任がかぶるようなお⾦の流れはほぼ発⽣しない。しかし，外部資⾦の中には，そう
でない雰囲気となってしまうものがある。外部資⾦は，寄付⾦，科学研究費，共同研究費，受託研究
費に⼤枠でわけられるが，諸君にとって危ないのは，おそらく共同研究費，受託研究費である。これ
らの研究費には，教員と外部の⼈や組織との間に守らなければならない堅い約束事が存在し，時には
教員「が」相⼿との約束を守るために，諸君「に」⼀定のクオリティの成果を強要してしまうことが
ある。単位や卒業に求められる設定レベルの中に，相⼿との約束を守るために必要な約束を隠してい
る場⾯もある。相⼿と約束をしたのは教員であって諸君じゃない。もしも，教員が設定レベルへの到
達を強要し続けた場合で，かつ，責任の強要など理不尽だと感じた場合で，かつ，諸君が使ったお⾦
が共同研究費，受託研究費から出ている場合は危ない。迷うことなくハラスメント相談員のところに
駆け込んでもらいたい。教員の獲得している外部資⾦については，和歌⼭⼤学ホームページの「研究
者総覧」から確認できる。指導教員の名前をWeb検索しても確認できる。そうすることで，⾃⾝の活
動/研究費が，どこから出ているのかを推定することができる。

  諸君が発信するオススメ情報は危ない？：最近は，Webマップにいろんな情報を書き込み，ネット公開
する⼈が増えた。中には，美味しい飲⾷店などのオススメマップを公開する⼈は多い。しかし，ここ
で考えて欲しい。例えば，ある場所にトンカツ屋が３店舗あって，その⼀つを諸君がマップに取り上
げ，「和歌⼭⼤の学⽣が選んだオススメのトンカツ屋」として紹介したとしよう。取り上げられたト
ンカツ屋にとっては嬉しいマップになろうが，取り上げられなかった２店はどうなるだろうか？ ど
う思うだろうか？ しかも，そのマップづくりに必要な費⽤が⼤学や⾏政から出ていたらどうなるだ
ろうか？ 公的機関が，ある個⼈や企業をエコひいきしたことになる。応援⽬的なら，完全にエコひ
いきだ。これは公平性に⽋ける⾏為であり，厳しく⾔うと公的資⾦の利⽤に関する法律違反にもなり
かねない。普通は，全トンカツ屋を掲載し，⾒た⼈の判断に委ねるものであるが，どうしてもそのト
ンカツ屋「だけ」が載ったマップを作成して公開したいなら，美味しい，オススメなど主観でのピッ
クアップ，掲載ではなく，他のもっともな「揺るがない理由による」差別化，例えば「地域特産の
○○豚を使った」とか「味噌ダレがある」とか「開店して10年以上経っている」とか「⽣パン粉を使
った」とか「路地にある」とか「10台以上が⽌められる駐⾞場を持った」など，他の２店とは明らか
に異なる理由を準備しなければならない。これは，トンカツ屋のことだけでなく，マップ以外の例え
ば情報誌の作成など何事においても同様のことである。「⼤きい」「⼩さい」「美しい」「可愛い」
などの形容詞も⼤半は主観である。とにかく，主観でのエコひいきは公的機関としては厳禁であるこ
とを忘れないこと。だいいち，諸君の主観は，それほど信⽤できるものなのか？ 公的機関やその看
板を背負った者が公開する情報として価値あるものなのか？ ⾃問して欲しい。



フィールド活動/研究における失敗事例と対策
 宿泊や⾷事における失敗と対策

１）飲酒：合宿や泊まり込みの活動/研究の際，夜の時間は楽しいものである。友と友情を深める機会にもな
る。しかし，ここで注意したいのは，飲酒である。１，２年⽣など未成年の飲酒は法律で禁⽌されている
が，旅⾏に来ていることで気が⼤きくなったりして，法律違反を犯してしまうことがある。発覚した場合，
⾼等学校の時と同じように処罰の対象となることがあるので注意。成⼈となっている場合でも，飲酒のトラ
ブルは⾮常に多い。全国の⼤学にアンケートをとったところ，飲酒によるトラブルが最も多かった。急性ア
ルコール中毒を筆頭に，翌⽇に活動/研究ができないほどの⼆⽇酔い，酩酊しての転倒による怪我，仲間と
の喧嘩，男⼥間トラブル，飲酒の先には様々なトラブルが潜んでいる。「酒を飲まずに静かに語り合うの
も，友情を深める機会になる」と，むしろ飲酒を⾃粛して夜を過ごすことを勧める。

２）夜更かし：飲酒の有無に関わらず，夜更かしは厳禁である。旅⾏しての活動/研究では，どんな事態が待っ
ているか不明であり，また，良いパフォーマンスを実現するためには睡眠をしっかり取り，体⼒を消耗しな
いことが重要。合宿などで同室となった者が夜更かしをやめない場合で，⽌めたり諫めることができなくて
も，⾃分は無視して就寝することを勧める。さらに，例えば⼭村での合宿などで起こりがちのことだが，い
つまでもウルサクしてしまったことで，地元に迷惑をかけることもある。

３）⾷事：⾷事での失敗には，暴飲暴⾷と⾷中毒がある。外⾷での⾷中毒は，ある意味，防ぎようがないが，⾃
炊での⾷中毒を引き起こさないように衛⽣管理をする。外⾷での注意事項は，⽣もの，加熱が不⼗分な料
理，不衛⽣な飲⾷店を避けることを徹底する。ホームステイ先などでもてなされている場⾯では難しいだろ
うが，可能な限り⾃衛する。海外では⽣⽔が危ないことが⼤半なのでミネラルウオーターの徹底を勧める。
⻭磨きの⽔にまで注意を払いたい。⽇本であっても出先では井⼾⽔は飲まないようにする。海外では，メロ
ンやスイカなどのカットフルーツにあたることもある。包丁やまな板に菌がついていたりするからだ。⾷器
についた⽔などにも注意したい。効果は保証できないが，テッシュなどで取り⽫などを拭き取る⽇本⼈は多
い。なお，特に海外では，衛⽣状態には問題がないものの，体調に合わずに胃腸が不調となることもある。
普段は⾷べ慣れないような⼤量の油や⾹⾟料，発酵⾷品を含んだ料理は多い。名物だからと多⾷すると，後
で⾟い思いをするばかりか，せっかくの海外での活動/研究の時間を短くしてしまう。病院にかかると，薬
品など別のリスクが発⽣することもある。

４）ゴミの分別：⾃炊などをする場合は，たくさんのゴミが出る。エコな時代であること意識し，なるべくゴミ
は出さないようすることと，⾃分達の出したゴミは全て持ち帰ることが望ましい。現地でゴミを捨てる場合
であっても，その場所の⾃治体ルールにしたがったゴミの分別を⾏う必要がある。「知らなかった」ことを
理由に分別法を間違うと，世話になった地元に迷惑をかけることにもなる。

  なぜゴミを持ち帰る必要がある？：ゴミの処分は税⾦で⾏われている。訪問先のゴミは，訪問先に税⾦
を⽀払っている者だけが捨てる権利を持つ。つまり，税⾦を払ってない場所に他から持ち込んだもの
をゴミとして捨てることは，理に合わない。その街で買ったものから出すゴミに関しては，少なくと
もその街の経済活動に貢献したことにもなり，持ち込んだものから出したゴミを捨てるよりはマシで
ある。以下は，某県の離島で実際に起こった社会問題である。その島は，南国の楽園として観光客が
多い島である。空港が拡張され，都会からダイレクトに⾏けるようになり，観光業が盛んになった。
某有名タレントが，その島が⼤好きで，その島に半移住のような⽣活をするようになった。そして，
テレビなどを通じ，ウイークリーマンションで⾃炊すれば，安く，その島での⽣活を楽しめると発⾔
する。すると，それを真似る⼈が他出し，結果，その島の想定していた量をはるかに超えるゴミが発
⽣し，しかも，その処分費も不⾜する事態となった。このような形で住⺠票を移さずにウイークリー
マンションで⾃炊する⼈は税⾦を払っていないのにゴミを出し続ける。島では，⼊島税などを検討す
るまでの問題に発展した。この問題は，未だに解決していない。⾃分さえ楽しければ，あとは知らな
いという個⼈主義がもたらす社会問題だ。このような事態を避けるためにも，可能な限りでゴミは持
ち帰りたい。これが品位というものだろう。せっかく楽しませてくれた場所，住⺠に迷惑をかけるよ
うな終わりであってはならない。

  マイ箸やマイ⾷器の携帯：できることなら，マイ箸やマイ⾷器を携帯していたいものである。そうする
ことで，ゴミの発⽣を抑制できる可能性は⾼まるし，仮に「ごっこ」的であったにしても，若者のエ
コな態度は，学外の⼈から⾼く評価されることもある。

 移動（交通）での失敗
１）レンタカーや⾃家⽤⾞の使⽤：和歌⼭⼤学は，⼤学が諸君を守る条件のひとつとして，いかなる活動/研究

においても，レンタカーや⾃家⽤⾞，オートバイの利⽤は認めていない。授業や演習で現地集合となってい
る場合，⾃家⽤⾞やオートバイでの通学を認められている者であっても公共交通機関を利⽤しなければなら
ない。例えば，卒業研究のために⾃家⽤⾞で現地に⾏った場合，それは⾃⼰責任による個⼈活動とみなさ
れ，仮に交通事故に巻き込まれても⼤学は諸君を事後に守ってあげられない。なお，⼤学は，諸君の個⼈活
動を制限するまでのことはしないので，⾃⼰責任の意味を考えた上で交通⼿段を選択すること。

２）時間の読み間違い：現在は便利な時代で，公共交通機関の時刻表や乗り継ぎ情報はインターネットで簡単に
検索できる。ここで注意したいことは，乗り継ぎ案内で⽰される，乗り継ぎインターバル，あるいは徒歩の
時間である。⼤きな荷物を持っている場合や，⼤⼈数での活動/研究の場合は，ネットで検索される徒歩の
時間内で乗り継げないことがある。乗り継ぎで道に迷うこともある。常に「１本前」を選択する計画である
ことが望ましい。

３）団体では時間厳守：団体での活動/研究では，駅などに集合することが少なくない。しかし，これに遅刻す
ると，⾃分の活動/研究時間を減らすだけでなく，仲間の時間まで奪うことになる。必要な連絡を怠ること
で，幹事役の仲間や教員に何度も何度も連絡させることも，その⼈の時間を奪うことになるから同様だ。⼼
配もさせる。完全に⼀⼈でない限り，何事においても時間厳守である。時間厳守でなければならない理由
は，⾃分が待たされる⽴場になった場合の時間損失や⼼情を考えれば分かることだ。

 個⼈的な活動なのか？ ⼤学の管理下にある活動なのか？
１）責任範囲：諸君は個⼈であると同時に，和歌⼭⼤学の学⽣である。つまり，法律だけでなく和歌⼭⼤学の規

則も守らなければならない。規則を守っていない学⽣を⼤学は（守ってあげたくても）守ることができない
と理解し，和歌⼭⼤学の学⽣として節度ある活動/研究になるようにしなければならない。

２）予定の変更：⼤学が派遣する海外インターンシップなどで，⼤学に届け出ていたスケジュールを個⼈的に変
更し，観光などを⾏った際，その延⻑期間に交通事故などのトラブルに巻き込まれた事例が全国的に多発し
ている。届け出スケジュールは，諸君の⾝を守るために絶対に必要な情報であり，それを安易に変更しては
ならない。もしも変更したいのならば，それが分かった時点で速やかに関係者に相談すること。相談したか
らといって許可されるかどうかは分からないが，相談すること⾃体が⾃衛のスタートである。

３）SNSやブログ：学外に出ての活動/研究などは，諸君にとって印象深いイベントでもあり，楽しいものでも
あるし，達成感を感じることも多い。その⾼まった想いを，SNSやブログに書き込むことは現代⼈にとっ
て普通のことになっているが，ここでも注意して欲しい。法律違反の⾏為，反社会的な内容，⼤学の規則を
守っていないような書き込み，他者へのヘイト，そういったものが「炎上」し，意外に⼤きなトラブルへと
発展することがある。ひどいと，逮捕，学内処分（退学や停学）につながってしまう恐れもある。

４）公平性：和歌⼭⼤学は国⽴⼤学である。その運営には多額の税⾦が投⼊されている。いわば公的機関であ
る。したがって，和歌⼭⼤学の活動/研究は社会に対して常に公平でなければならない。⼤学が関与した活
動/研究ではもちろん，個⼈的なものであっても，この「公正性」を常に確保したものでなければならな
い。

フィールドでは何が起こるか分からない。
事前の準備と，慎重な行動が基本となる！

だけど過剰に恐れることも無い。
無謀で無い挑戦ならば，きっと諸君に大きな満足と達成感を
与えてくれることだろう。



どうせなら…積雪の最初の足跡は自分のものであって欲しい。
研究でも同じこと。先に足を踏み入れた誰かの足跡だらけのテーマを後追いするのではツマラナイ。
誰の足跡もない純白の雪原に，最初の一歩を残したいもの。和歌山には，自然，歴史だけでなく，民俗，文化，
社会，産業の分野でも，世界に公開する価値のある「研究の原石」が手つかずのままでゴロゴロしている。
チャンスは大。君が研究へと踏み出しさえすれば，最初の足跡は君のものだ。

経済か？，環境か？，の二者択一とは別の視点「第三の選択肢」を模索する”オルタナティブ”な地域学。
そのために，分野に関係なく徹底的に和歌山を調べ尽くす。それは，何よりも斬新で未来に役立つ科学となる。

本書は，和歌山を研究するネタ，しかも「手つかず」のテーマを和大の研究者が厳選して一覧整理したものだ。
だから，あえて有名どころは取り上げていない。君が「分野の第一人者」になれるチャンスが，ココにある。

最初の足跡



果無…君はこの字が読めるか？　はてなしと読む。そう，延々と続く和歌山の山々は，まさしく果てがない。
自然と全うに付き合うことのできる少数の人々だけが過ごすことを許されたかのような，荘厳で神秘の世界。
果てしないのは，山々の姿だけでなく，自然の営みや人々の暮らしに関する手つかずの学術情報も同じだ。
それらをひとつひとつ科学でひもとく。きっと，誰も見たコトのない果てを見ることができるだろう。

果 無



川の水は飲めるか？　答えは，YesでもありNoでもある。
山から湧き出したばかりの谷水は，たいていは美味しく安全に飲むことができる。
人里を流れる川の水は，そのままでは飲めない。昔は，人里の川の水だってそのまま飲むことができたと聞く。
命の源となる水をいつまでも清浄に保ち，それを抱く自然を守る方法，
今も大自然を残す和歌山のフィールドに行って科学的に調べれば，その答えは，きっと分かることだろう。

清 ら か



豊かな実り…山あいの狭い耕地で，少しずつ積み上げた結果が人々の暮らしを支えてきた。
誰の目にも懐かしい農村風景は，人々の生業（なりわい）の中で維持されてきた，
いわば 結果の風景。今では，様々な生業としての苦労や，その非経済性に耐えきれず，
懐かしい農村風景は徐々に失われている。
過疎化，農村活性化の言葉が言われて久しいが，一気に解決する打ち出の小槌はない。
だからこそ現場に通い，風景が失われた理由を科学的に丹念に調べ，ひとつひとつ解決して
こそ見える未来がある。大学は調べてこそナンボ。直感だけで社会を扇動するな！

豊 穣



和歌山では林業が盛んだ。山がたくさんあるからだ。長年の「生業（なりわい）」の歴史は，数々の技術を生み
出した。環境面から悪者にされることが多くなった人工林での用材林業。だけど，そこで生み出された，見事な
技術には圧倒される。ところが，このような「技」を持った人は，今ではほとんど減ってしまっている。「技」
の継承が停滞してしまった現在は，それらに置き換わる新しい技術が必要となっている。誰かが対応しなければ
技術どころか生業そのものが滅んでしまう。山は荒れ放題となって，災害も起こりやすくなるかも知れない。 と
同時に，資源も供給されなくなる。 はたして，それで良いのだろうか？　今，君の研究が必要となっている。

技



ひっそりと…痕跡だけを残すかつての賑わいがある。今は静かだが，昔はたくさんの人々で溢れていた。
役割を終え，人々が去ると，そこには再び静寂が訪れる。
時代とともに人々は暮らしの中心地を変えていく。人々が去っていくばかりの土地もある。
過疎化，限界集落，山村再生，撤退の農村計画…山村から人口が減っている今だからこそ，記録を残す。
そこから学べることは多い。ノスタルジアに偏らず，社会を扇動しない冷静な分析を行うチャンスが，
今，そこにある。いや，今しかない。最後の一人が去った後では，研究すら困難になる。

静 寂



恵 み

和歌山は美味しい！　海の幸，山の幸，里の幸であふれている。
オーソドックスな食べ方は，古くさい郷土料理に映るかも知れないが，食べてみると驚くほど美味しい。
ウツボ，サメ，マンボウ，ゴンパチ（イタドリ），ヒロメ…和歌山でないと手に入らない食材も多い。
工夫すれば極上の最新料理にもなる。食を守り，新しくするために必要な要素は，調理法の工夫だけでない。
食材を提供する農業，水産業，食品加工業，流通業も欠かせない。それらを支える自然環境も良好でなければ，
食を安全に維持できない。食をテーマにするだけでも，どこまでも研究テーマは拡大していける。



和歌山には多くの妖怪話が残る。
大半は，勘違いか空想に過ぎない
だろう。それを専門語では｢誤怪｣
という。本当に単なる｢誤怪｣なの
だろうか？，本物｢真怪｣の可能性
はないか？，勘違いさせた元々の
現象はなんだろうか？

分析し，四次元的な目線で実像を
空想することで妖怪話の中にだって
真実が見えてくる。空想することは
深く知る上で必要なプロセスだ。

空想せよ



　
和歌山は不思議に満ちている。 このマップは，和歌山県内（奈良県，三重県）の「妖怪情報」を調べたマップ。　
今でも妖怪や不思議に遭えるかも知れない？と空想し， 現地に赴く。 かつて熊楠がそうしたように。不思議に
思うことが科学のスタート。頭の中だけで簡単に結論づけない！　　（地図は地理院地図を改変）

不思議



南方熊楠…世界的な博物学者，K. Minakata。
熊楠は，熊野の山中で妖怪ガキ（ダル）に取り
憑かれたことがある。妖怪が生まれた背景には
何があるのだろう？　妖怪に取り憑かれない，
災いを防ぐために人々が考え出した様々な生活
の智恵。写真のように棚田が土石流を防いでい
たとか，山崩れを起こさないためには山頂付近
の山の木を切ってはならない，などと災い封じ
が言い伝えられている。和歌山に今も残る数々
の妖怪伝承。河童，舟幽霊，天狗，人魚，妖怪
の総大将ぬらりひょん…ひとつひとつを科学で
ひもとくと，今の時代を安全に，安心して快適
に生きるヒントが隠されているかも知れない。

疑 う



忘れてはならない。人々は様々な大事な記憶を脳から取り出しては何かに記録する。
過去の記録を再分析することから得られる新しい知識は多い。
散在している記憶や記録を再整理するだけでも重要な研究成果となる。
津波や洪水の痕跡，人々の営み，古い写真，神社仏閣の位置，廃校の位置，閉店された山村の商店の位置，
工場跡地，放棄農地…まとまった情報として記録が残されていない，人々の営みの記憶，自然の痕跡を，
今，記録し直すことから見えてくる未来がある。こんな手間のかかる研究は，大学でしかできない。

記録する



この奇妙は風景はなんだ？　秘密基地でも，地球防衛軍の施設でもない。絵画のキャンバスでもない。
新たな林業を模索する実験風景だ。森で樹木を育て，同時に太陽光発電でエネルギーも獲得。同じ場所で資源
をマルチに産み出す「樹林地ソーラーシェアリング」の実験を行っている。おそらく世界初。収入減で経営難の
林業での収入増を目指しての挑戦的な実験だ。本当に儲かるのか？。大学は，人の目には「ばかばかしい」と
映る研究ができる唯一の存在かも知れない。だからこそ，可能性を求めて果敢に挑戦する。

挑 む



和歌山県では季節の折々，「ハレ」の日に
盛んに餅をまく。餅まきの聖地だと言う人
がいるほど餅まきが盛んだ。日本の生活
は，厳しい労働の日々であるケ（日常）と
季節の折り目にあるハレ（非日常）の興奮
と楽しみ･･･この繰り返しで節目づけられ
ていた。自然のサイクルや労働の節目には
餅をつき，料理や酒で歌い踊り，収穫の喜
びや感謝を表し，また子どもの成長や門出
などを祝福した。今では廃れゆく祭りをア
ーカイブしようという動きがある。祭りや
伝統的舞踊を観光ショーとして鑑賞しビデ
オやカメラに記録することもある。
しかし，それがなぜショーの中でしか存在
しなくなったのか。単なる記録や見せ物に
とどまらせず，例えばハレとケの関連性を
地域の変化の中で分析する，ハレに隠れた
ケを分析するからこそ大学の価値がある。
大学はショーの演出家ではない。
似た話は，社会の至る所に存在している。
だからこそ，丁寧に分析する必要がある。

分析する



漕ぎ出せ！　そこには，レールも道もない。行き先は君自身が決めれば良い。
教員など先陣である研究者の後に続くのも悪くない。どこかに連れって行ってくれることだろう。
だけど… 行き先を自分で決める時期があっても良い。 研究者だって，かつては若く，無知で，無策だった。
歴史は前にばかり進まない。経験を積み重ねた年長者に振りかえる勇気の無いことは意外に多い。
若い君達だからこそできる温故知新。さあ勇気を持って漕ぎ出せ！　誰も到達したことのない未来へ。
和歌山は手つかずの研究ネタの宝庫だ。だからこそ，君達自身が行き先を決めることができる。

漕ぎ出す



自然 歴史 文化/文学(伝承)/民俗/芸能 社会/政治/経済/行政/世相 産業

和歌山全県

大水害が自然に与えた悪影響
和歌山にちなんだ名をもつ動植物

温泉天国和歌山
西日本なのにアズマモグラが生息

和歌山の難読 / 朝鮮語読み地名
屋号（やごう）

なぜ和歌山にウナギ屋が少ない？
柏餅とサルトリイバラ

原発を拒んだ紀伊半島

紀北 / 紀中全域 県内でも増える？コクチバス
湯浅党と隅田党
紀北街道

農業技術書「地方の聞書」
紀ノ川で多くみられる雨乞い伝説

紀ノ川段丘での水利用
紀ノ川中流の巨人(怪力)伝承
和風ホットケーキ「ふな焼き」

和歌山市

友ヶ島の自然
大年神社のホルトノキ林
紀の川河口，和歌浦の干潟
紀ノ川のアカメ(19年ぶり)

結晶片岩｢青石｣
花降り現象の謎

鳴滝遺跡の巨大倉庫群
紀ノ川の旧河道と新田開発
自然堤防上の集落

化学産業と軍事産業と大日本帝国
戦災で統合された小学校

杉村楚人冠とアサヒグラフ
日本初のアニメーター，北山清太郎
高岡ほど進んでいない万葉研究

木ノ本の獅子舞
紀州藩の風流の大祭「和歌祭」

景観保護に失敗した和歌浦と
成功した鞆の浦の比較

山葉寅楠とヤマハ
髙橋克己と肝油
山田式飛行船

酒どころ，和歌山～海南
歌麿でヒットした皮革商品

岩出市 / 旧･打田町
根来山げんきの森
愛宕山のオオムラサキ

紀州の植物研究家，小川由一
細かく分かれた荘園

紀ノ川の複雑な用水路
タマネギ小屋の風景と宅地造成

旧･貴志川町 オニバスの自生地 細かく分かれた荘園 岡山電鉄が助けた貴志川線 ライオンもいた，お池遊園動物園

旧･桃山町 桃源郷の風景 荒川荘の悪党 桃の直売所に殺到する消費者
急成長するモモ生産

森のアイスクリームチェリモア

旧･那賀町 和泉葛城山のブナ林
飯盛山の自然とカツラ，鉱山

旧名手本陣と妹背家
丹生屋村と名手荘との用水相論

花岡清州と薬草研究と和歌山医大 早くから取り組んだ地産地消給食 日本一のハボタン産地

旧･粉河町
和泉葛城山のブナ林
龍門山の蛇紋岩地植生
龍門山のギフチョウ

丹生屋村と名手荘との用水相論
海賊とも関係した粉河八塚
実学社と猛山学校

粉河酢の栄枯盛衰
髭籠が特徴のだんじり祭り「粉河祭」

かつらぎ町 角間木谷の自然林
四邑川のホタル保護

丹生津姫神社と高野山 串柿の風景と標高別集落 山村留学の発祥 苦戦するカキ生産

旧･高野口町 化学工業と公害 雨引山(あまびきやま)と雨乞い 幻の布，再織

橋本市 / 九度山町 谷奥部の急峻な地形と斜面農地
ヒメタコウチの生息湿地の減少

日本の大数学者，岡潔
真田の足跡

河川敷の墓地利用と半水葬文化 卵産地と卵料理のまちづくり へら竿の生産と若い後継者がいる

高野町 摩尼山，楊柳山の自然林
コウヤマキ林(人工)

高野紙と高野十郷
高野六木の保全

源次郎豆腐

旧･海南市

北野上の里山風景と未来遺産
南野上の斜面集落と棚田跡
黒沢山沼池，蛇紋岩地植生

タイワンザル問題
自然史博物館；オオカミの剥製

野上電鉄のあった頃の風景
井沢弥惣兵衛と亀池，新田開発

紀州番傘産地
黒牛の岩

新田長次郎と温山荘 和大･ソーラーシェアリング研究
健闘する雑貨産業

酒どころ，和歌山～海南

旧･下津町

長保寺のサクラと自然林
吉野にも劣らないヤマザクラ山

ミカン山の段々畑
下津のオオウナギ(北上？)

山上のパワースポット島姫神社

紀美野町
生石山の草地植生
棚田のヒガンバナ
真国川の清流とホタル

野上谷商人の全国行商
岡本家文書

野上電鉄のあった頃の風景
高野山の麓の多くの丹生神社

多くの八幡神社
旧毛原小の長い廊下の木造校舎

健闘する雑貨産業
やたらと多い児童会館
別の学校に再生された廃校

和歌山は手つかずの研究ネタで満載！　まずは図書館やネットで調べてみよう。興味が出たら，現場に行って調べ，分析し，いつか発表する。



自然 歴史 文化/文学(伝承)/民俗/芸能 社会/政治/経済/行政/世相 産業

有田市

失われた「夏瀬の森」の防災機能
有田川干潮域，干潟のチワラスボ

宮崎ノ鼻の海岸植生
ミカン山の段々畑

吉野にも劣らないヤマザクラ山

鵜飼い「徒歩鵜（かちう）」
地名からみる有田川の河道変化
東牟婁の津荷漁師との関係

スポーツ文化と地域発展
「エソ」の出汁

意外な名物｢エビせんべい｣
箕島の和蝋燭

有田鉄道
みかん列車

タチウオやアオリイカを韓国直送
蚊取り線香発案者，上山栄一郎

旧･吉備町 黒沢山沼池，蛇紋岩地植生 狗奴国尾張・美濃・伊勢・紀伊説
山上集落と谷底集落と仏教
うばが滝とかくし田の民話

同和問題の先進的な解決手法
ヤマギシ会の実顕地

旧･金屋町
鳥屋城の化石

モササウルス類の化石
白馬山の自然林

山上集落と谷底集落と仏教

旧･清水町
白馬山，若薮山の自然林
大規模林道と自然林
沼田，沼，遠井の棚田

28水害で被災した水力発電
もうひとつの熊野古道

山上集落と谷底集落と仏教
ワサビ栽培と山菜料理
コンニャクの発祥
ブドウ山椒と生薬

旧･花園村 今も残る28水害の痕跡
花園の「花」の意味するところ

なぜ「恐竜」か？テーマパークの誕生
唯一無医村

湯浅町 湯浅湾に流れ込んでいた旧有田川

湯浅人の開拓スピリッツ
解体新書を出版した須原屋
天保の飢饉と菊地海荘
各地に漁場を開いた栖原家
紀伊国屋文左衛門

醤油屋のＰＲ作戦(サブカルチャー)
吉川の地名:死人原,死民谷,死山

三面獅子舞

広川町
広川のシロウオ
西広海岸の海草群落
霊厳寺山の風衝低木林

ヤマサ醤油と濱口家
紀州男山焼

中世の芸能「広八幡神社の田楽」
風力発電銀座と騒音問題 自然エネルギー産業

由良町
白崎海岸と石灰石

黒島のハカマカズラ自生北限地
アコウの巨木

アシカ島でのアシカの捕獲，利用
軍事基地と空襲と海上自衛隊
昭和42年の赤痢の大流行

興国寺と醤油と天狗
天気予報法の伝承

日高町 阿尾の湿地(海跡湖)
蟻島のタブノキ林

徳本上人
冬の大根干しの風景

日高獅子
原発計画の中止(小浦)

クエによる町おこし
原谷のクロチク林

美浜町
煙樹ヶ浜の衰退するマツ林
日ノ山のウバメガシ林

弁天島のウミネコの繁殖地
アメリカ村と移民文化 原発計画の中止(阿尾)

御坊市 王子川のハマボウ
ウミガメ産卵の北限

王子川と日高川の千本杭護岸
蘭学医師｢羽山大学｣
御坊臨港鉄道

野尻抱影と大佛次郎の兄弟
烏天狗のミイラ

四つ太鼓が特徴の「御坊祭」
核中間貯蔵施設(検討中) バイオテクノロジーと施設園芸

日高川町

ユーカリの人工林
独特の治水技術(上流域での霞堤)
上阿田木神社のスギの巨木
寒川，西ノ河の自然林と林道

若藪山の自然林

牧野兵庫
三百瀬の村八分と盟約書
井原西鶴一族の出身地

「清姫伝説」が伝承された背景
名女形｢芳澤あやめ(六代目)｣

鮎の出汁
美しく整然と積まれた集落の石垣

上阿田木神社の八撥

笑い人形
全国高校分校サミット，中津分校
寒川家：日本初の女性森林組合長

薬用植物資源研究センター跡
ホロホロ鶏

印南町
切目川のハマボウ

切目川のオオウナギ(旧北限)
切目川のナガレホトケドジョウ

けんけん踊り(雑賀踊) 切り目川ダムの建設と住民感情
真妻ワサビの発祥
南蛮焼の発祥

みなべ町 小殿神社のイスノキ林
川又のトガサワラ林

幻に終わった三里峰サーキット
清川小学校の木造校舎

ウメ枯れ問題はどうなった？
健康保険料日本一安い，は本当？

町役場「うめ課」

和歌山は手つかずの研究ネタで満載！　まずは図書館やネットで調べてみよう。興味が出たら，現場に行って調べ，分析し，いつか発表する。



自然 歴史 文化/文学(伝承)/民俗/芸能 社会/政治/経済/行政/世相 産業

紀南全域
5種類のサンショウウオ

山上の自然林を残す熊野式林業
紀州犬とオオカミ

猿の干し肉(日本人の肉食文化) 
ウツボ食
古座流獅子舞

旧･龍神村 護摩壇山周辺の自然林
亀谷の自然林

小家坂の吊橋など多くの吊り橋 筏師 バイオマスエネルギー

旧･田辺市 南方熊楠が通った神島の暖地植生
アマモの減少とコアマモの増加

南方熊楠の痕跡
熊野水軍の本拠地

湯川秀樹の実父｢小川琢治｣

ナショナルトラスト運動の持続性
野長瀬挽花

都市祭礼「田辺祭」

増え続ける住宅地
高速道路の延伸と消費の停滞
群雄割拠する地方新聞の地だった

拡大する消費と全国チェーン店
仏手柑

旧･中辺路町 水上や笠塔山の自然林
廃村になった兵生と坂泰の自然林

中辺路の王子間の距離の短さ
野長瀬家と横矢家

「道成寺物語」のモデル清姫
世界遺産が地域にもたらしたもの
企業の森が地域にもたらしたもの

旧･大塔村

大塔山塊の自然林，南限のブナ林
大杉谷，黒蔵谷の自然林

カモシカ保護
紀伊半島固有種オオセンチコガネ
熊野川の大蛇伝説と土砂災害

三川の悲しい子守唄
関東系のアクセントを使う住民
将軍川と日下将軍義龍

山菜(紀伊半島は全国より少ない)

あすなろ木守の郷と若者福祉雇用
松煙墨の復元

旧･本宮町

武住谷奥の針葉樹の自然林
果無，東ノ川の自然林
ユノミネシダ自生地
皆地のタガメ

三体の月と幻月現象
温泉の湯量減少と地震と森林

等しく不便な山頂の小学校
山間部での平家の落人伝説
草津温泉の温泉番付と本宮之湯
鞨鼓稚児による「湯登り神事」

世界遺産が地域にもたらしたもの
地熱発電構想
音無茶

上富田町

富田川河口のハマボウ
富田川のオオウナギ

堰の無い川としての富田川
小神社と南方熊楠

明治に多発した洪水と森林荒廃

山王古墳群
富田川の川丈を遡る中辺路

役の行者と救馬渓観音
富田川の数々のカッパ伝承
小栗判官伝説と一遍上人
血深城という名前の古城

食糧物資支給制度
上富田のおしん

旧･白浜町

三所神社の社叢(ホルトノキ)
白浜のミズゴケ群落
笠甫の湿地植生

日本最大規模のコウモリ生息洞窟
泥岩の浸食と景観破壊
海水温の上昇と珊瑚の北上

高度成長期の観光発展とその後
海の河童「甲羅法師」とウミガメ

日本初の芸能学校
企業保養所の再活用 大規模レジャー産業

旧:日置川町 暴れ川としての日置川と妖怪伝承
水晶山と安居のスギの巨木林

紀州本藍の栽培
安宅氏と熊野水軍

小山肆成：天然痘ワクチンの開発
鈴木重秋の暗渠

紀州西牟婁郡採訪雑記と怪異 原発計画の中止(笠甫)
川添茶

鮎釣り観光と鮎の加工品(鮎ちょび)

すさみ町
江須崎や里野の暖地性植物群落
稲積島:オオタニワタリの自生北限

琴ノ滝の自然林

上ミ山(かみやま)古墳
(紀伊半島にある古墳の南限)

琴の滝の牛鬼（ウシオニ）
津波を避けた高台集落

財政難への挑戦
観光業業

レタス栽培の発祥地

旧･串本町

大島や潮岬の海岸低木林
沿岸部の自然林

万葉時代のハイビスカス
海水温の上昇と珊瑚礁

メタンハイドレードと船幽霊

串本の捕鯨
日本初の黒船来航(樫野埼)
トルコ船の難破と救助活動
徳本上人の六字名号碑

弘法大師伝説と大辺路 明治時代の英語教育
海老刺網漁業

マンゴー栽培と温暖化

旧･古座町
汽水域の魚類

田原湿地の希少生物と植生遷移
ミカドアゲハとオガタマノキ

小型船の造船
田原の海女

津荷漁師と有田市の矢櫃
佐部城の合戦

九龍島の海賊伝説
古座街道(司馬遼太郎)
コオッタマと「河内祭」

原発計画の中止(田原)

和歌山は手つかずの研究ネタで満載！　まずは図書館やネットで調べてみよう。興味が出たら，現場に行って調べ，分析し，いつか発表する。



自然 歴史 文化/文学(伝承)/民俗/芸能 社会/政治/経済/行政/世相 産業

古座川町

古座川と小川の水質
４種のテナガエビが同所生息
オオサンショウウオの人為分布

大森山の暖帯雨林
成見川の自然林
河岸の岩崖植生

三尾川のアルカリ水質

江戸時代の燃料林業と大地主

児童小説「山の天使たち」
古座街道(司馬遼太郎)
露出岩脈と奇岩伝説

うづみ飯
コオッタマと「河内祭」

明治の廃村(いの谷集落)
イタリアン･スパの南限

日本最大のカヌー観光
ニホンミツバチ

ユズ栽培(実生と接ぎ木)

太地町 リュウビンタイ群落
河立，夏山の湿地植生

平維盛(たいらのこれもり)伝承
米国西海岸や豪州への移民文化

燈明崎:日本最初の灯台と捕鯨
ツールド熊野

捕鯨問題
クジラ

ヒオウギ貝の養殖

那智勝浦町

棚田景観(色川，那智)
陰陽谷と那智原生林(南方熊楠)
湯川や下里の海岸低木林
宇久井のシイノトモシビダケ
海中井戸(実話)と地下水脈
地下水に棲むミミズハゼ
下里の津波の痕跡

那智山周辺の鉱山と熊野メタル詣
安倍晴明と天狗と鉱山
太田川の水利権

平家の落人伝説
獅子垣

妖怪(たたら，ダル，桂男）
中村覚之助
那智山の扇会式

世界無形遺産”那智田楽”
色川の能面と万歳楽

災害復興
グリーンピア問題
色川のIターン

早い時期からの学校給食
原発計画の中止(浦神)

マグロの「延縄漁」と資源保護
サメの干物

宇久井の定置網漁
色川茶

和大･水車プロジェクト

旧･新宮市
高田のトガサワラ林
三輪崎の海浜草本群落

俗称「かっぱ池(鉱山廃水沈砂池)」

熊野比丘尼
大逆事件
新宮鉄道

除福伝説
雨月物語：蛇性の婬

丹鶴姫(たんかくひめ)伝説
川原屋

鳩ぽっぽの作者，東くめ
御船島と「速玉祭」

メガソーラー
高田発電所
バイオマス発電

旧･熊野川町

白見山の自然林
嶋津の森

岩崖植生と滑床と滝と土石流
田長谷の林齢300年の人工林

プロペラ船，団平船
庶民が使った古道「川丈街道」

辞職峠
みちしばぞうり

近年まで残った水葬文化

廃校再生(九重小，敷屋小)
飛び地

若者主体のワークショップ観光

北山村

ダムがあるのに透明な北山川
静閑瀞の岩地植生
ニホンオオカミ
ニホンカワウソ

筏による材木運搬
県境を越えての周辺との流域交流

下尾井遺跡

蛇伝説：久保の小女郎(こじょろう)
近年まで残った水葬文化

飛び地
「村ぶろ」の成功
山村のコンビニ

じゃばら生産と花粉症観光
北山川の船の観光
かわり自転車工房

テーマは和大の教員が「手つかず」あるいは「まだまだ研究の余地がある」テーマとして選定し，一覧整理したものです。だから，他にもテーマはありますし，また，あえて「有名どころ」は外してあります。
　写真＆テーマ：中島敦司（Ｓ），湯崎真梨子（産研センター），テーマ：岩野清美（Ｌ），竹林浩志（Ｔ），中島正博（Ｅ），原祐二（Ｓ），福井大（東京大学），吉村旭輝（紀州経済史文化史研），揚妻直樹（北海道大学和歌山研究林）
　写真撮影場所：｢表紙｣｢果無｣｢清らか｣｢分析する｣｢挑む｣:古座川町，｢最初の足跡｣:和歌山大学， ｢恵み｣｢怪し｣:那智勝浦町，｢豊穣｣:日高町，｢技｣:有田川町，｢静寂｣:旧熊野川町，｢記録する｣:田辺市，｢漕ぎ出す｣:串本町

調査に行く場合は，教員に事前相談する
　誰に相談すれば良いか？ 
　　１）まずは担任，あるいは指導教員に相談することを考える。
　　２）分からない時には，湯崎真梨子（産研センター）， 中島敦司（Ｓ）に相談する。

　調査前に行うこと
１）教員と「何時，どこで，何を，誰が，どのように，何（道具，用具，機械など）を用いて」調査を行うの

かの予定を相談し，事前準備をしっかり行う。 また，生協で加入できる保険に加入しておくこと。
２）緊急時のために，教員または必ず連絡の付く教員の連絡先（携帯電話など）を確認する。
３）調査先でお世話になる人や共同研究者，施設がある場合，事前に調査に行くという連絡を入れ，必要に応

じて立ち入りや調査の許可を得ることを怠ってはならない。

調査の最中と調査後には教員に報告する
　調査中に行うこと

１）調査の始まりと終わりの報告を教員へ連絡を入れる。調査には公共交通機関を使うことを原則とする。
２）原則，一人では現地調査をしないこと。 調査中は，教員が引率している場合は指示に従い，教員が引率し

ていない場合はリーダーに従う。団体行動であるということを忘れない。
３）民地に立ち入っての調査が必要な場合は立ち入りの許可を得ること。写真撮影も原則としては許可が必要

である。現地で出会った人に質問する，された場合には氏名と所属，何をしているのかを説明すること。

　調査後に行うこと
１）借りた備品，用具などを必ず洗い，破損していないか確認し，借りたときの状態で返却する。また，破

損・紛失していた場合は必ず借りた先に報告し，指示を受けて対応する。
２）現地で世話になった協力者には礼状を送るなどする。

和歌山は手つかずの研究ネタで満載！　まずは図書館やネットで調べてみよう。興味が出たら，現場に行って調べ，分析し，いつか発表する。
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