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はじめに 
 
本講義は、国指定重要無形民俗文化財に指定された鳥取県三朝町の三朝温泉花湯まつり

の中で、陣所（じんしょ）と呼ばれる大綱引きに注目した。陣所は、五穀豊穣と商売繁盛を

願う綱引きであり、東が勝てば豊作、西が勝てば商売繁盛になると言われているが、その担

い手不足が地域の課題となっている。 
 
 本講義では、留学生が、伝統文化の保存と地域の取組について、ボランティアに加わりな

がら学ぶ、実践型教育プログラムである。初日は、つたを編む綱作りの事前準備作業として

綱を編むためにつたを柔らかくしなければならず、そのために川に浸けておいたものを取

り出す作業から手伝った。二日目は、そのつたから綱を編む作業を、地域の皆さんのご指導

の下で終日実施した。三日目は、朝から三徳山三徳寺の国宝「投げ入れ堂」に参拝した。そ

して「陣所大綱引き」の本番に参加、日本文化体験を行った。 
また、三朝町長からは、岡山大学の連携や観光まちづくりについて意見交換を行った。 
 
学習目的には、大きく分けて３つのポイントが挙げられる。第一に、三朝温泉花湯まつり

の意味とその成り立ちを学び、２）留学生と一緒に行動をとることにより、学生も地域の

人々も海外に向けて日本の文化を紹介する力を養い、３）実践から多面的に学ぶ力を養うこ

と、である。 
 
 授業担当者が、三朝町のプログラムに期待していることは、学生は、地域で伝わる伝統文

化に対する興味や運営スタッフの苦労について理解すると同時に、将来、まちづくりに関わ

る人材となることである。  
 
 三泊四日という滞在期間であるが、合宿の事前の準備と、事後の振り返りを大切にしてお

り、令和元年度は、留学生と日本人学生合わせて 20 名を超える大所帯となった。このよう

な規模で実践型の教育が可能であったのは、地域や三朝町役場の皆さんより、授業の組み立

て段階から、大きな支援を受けることができたからである。 
 ゴールデンウィークを活用した三朝町の講義は４年目となり、岡山大学と三朝町との間

で、顔の見える関係も誕生してきているということができる。 
 
令和元年（2019 年）5 月 

全学教育・学生支援機構（L-café）准教授 藤本真澄 
地域総合研究センター長・教授 三村 聡 
 グローバル人材育成院 講師 木島正博 
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実施概要 
 
授業概要 
 令和元年度（2019 年度）1 学期集中 
 教養教育科目（実践知・感性（実践知））教養科目（全学部対象） 2 単位 
 
 
期間 
令和元年 5 月 2 日（木・祝）～5 月 5 日（土）（三泊四日） 
 

宿泊地 
 岡山大学惑星物質研究所 三朝宿泊所 
  〒682-0122 鳥取県東伯郡三朝町山田 827 
 
参加者 
引率教員 一覧 
主担当 藤本真澄（全学教育・学生支援機構 准教授） 
副担当 三村聡（地域総合研究センター センター長・教授） 
副担当 木島正博（グローバル人材育成院 講師） 

 
参加学生  １７名 
 日本人男子 ２年生 7 名 
 日本人女子 １年生 １名 
 留学生男子     ４名 
 留学生女子      5 名 

 
位置づけ 
Ⅰ 背景と教育目標 
本グルーバル実践型社会連携授業の開催地である、鳥取県東伯郡三朝町は、岡山県真庭市、

鏡野町と隣接する、鳥取県の中央部（東伯郡の由来のとおり伯耆国の東部）にある町で、人

口は約 7000 人である。三朝町は、昭和２８年１１月１日に５か村（小鹿・三徳・三朝・旭・

竹田）が合併して誕生した。主要産業は観光と農林業で、町土の約９割を山林原野が占め、

狭あいな谷間に沿って集落が点在している。 
そして、ここ三朝町は、山陰を代表する名湯「三朝温泉」があり、豊富な湯量は中四国屈

指であり、「日本遺産指定第 1 号」に指定されている。源泉が見つかり、浴場として人々に

親しまれるようになって令和元年で開湯 853 年を迎え、発祥の地・元湯である「株湯」、中

心街にある「たまわりの湯」、そして三徳川の中にある露天風呂「河原風呂」という３ヶ所

の共同浴場を有している。   
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また、三徳川両岸には大小 20 数軒の旅館が建ち並び、温泉街には、木造 3 階建ての老舗

旅館をはじめ、食堂やスナック、レトロな理容室や射的場、みやげ物屋が軒を連ねており、

昔ながらの温泉街の風情をとどめている。 
 
三朝町の地方創生 
また、三朝町の地方創生の目標は次のとおりである。 

人口ビジョンから見る三朝町の目指すべき方向 
１. 町の宝である“みささっ子が育つまち”として、「子育てするなら三朝町」の さら

なる確立を推進し、未婚率の増加と結婚年齢の上昇に対して施策を打つこと によ

る出生数の維持を図り、自然減年間 60 人の抑制、さらには合計特殊出生率に お
ける人口置換水準への上昇を目指す。 

２. 町民にとっていつまでも“暮らし続けたいまち”であるため、特に若年人口の 転
出抑制と転入促進の効果が期待できる施策に取り組むことにより、年間約 40人 の
転出超過について解消を図るとともに、平成 52(2040)年に約 5,000 人、平成 
72(2060)年に 4,000 人を超える定住人口の確保を目指す。 

３. 観光関連産業を中心とした町内の主産業がもたらす交流人口の維持拡大を図る 
ため、関係施策の強化および新たな関連施策を展開し、本町が平成 52 年を迎える 
時、定住人口と交流人口を合わせた 6,000 人が幸せに過ごしているまちづくりを

実現する。 
４. 基本目標：人が行き交いみささ人が 暮らし続けたいまち 

 
【三朝町の主なＫＰＩと具体的事業など】 

Ⅰ．郷土愛の醸成促進 
（主なＫＰＩ）ふるさとを学ぶ機会の提供回数 30 回(H31) 
ふるさとに触れる機会の提供回数 50 回(H31) 
（具体的事業）町史収集・発信事業、みささの味わい発信事業 など 
Ⅱ．“みささ暮らし”の促進 
（主なＫＰＩ）空き家バンク登録件数 30 件(5 年間) 
県外からの移住者 150 人(5 年間) など 
（具体的事業）空き家バンク事業、空き地バンク事業、移住定住相談員設置事業、 
新築住宅に対する固定資産税課税免除、お帰りなさい奨学金助成事業 
など 
Ⅲ．宿泊拠点化に向けた交流人口の増加促進 
（主なＫＰＩ）観光入込客数 40 万人(H31)、外国人宿泊者数 1 万人(H31) 
三朝町の記事が公開された日数 256 日(H31) など 
（具体的事業）三徳山歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業、中部脇役選手権大会 
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開催事業、外国人観光客誘致対策事業、温泉地を結ぶトレイル整備事業、三朝町ホーム

ページ構築事業 など 
【数値目標】 
転入・転出者数が均衡(H31) 
【具体的施策】 
Ⅰ．郷土愛の醸成促進 

①ふるさとを学ぶ機会の提供 
②ふるさとに触れる機会の提供 

Ⅱ．“みささ暮らし”の促進 
①移住相談機能の強化と受け皿整備 
②移住者への支援 

Ⅲ．宿泊拠点化に向けた交流人口の増加促進 
①日本遺産の磨き上げ 
②観光プロモーションの実施強化 
③インバウンドの促進 
④滞在型まちづくりの促進 
⑤情報発信力の強化 

 
さらに、鳥取県三朝町によれば、鳥取中部全体の魅力を高めて行くための重点施策となる

観光施策は、５つの柱、「鳥取中部のブランドづくり」、「おもてなしの基盤づくり」、「情

報発信の充実」、「国際観光の推進」、「観光ビジョンを推進するしくみ」で構成されてい

る。「鳥取中部らしさ」とは、観光地としての知名度・認知 度は決して高くないなかで、

一つひとつの資源について言えば、「本物」であり、決して他の観光地に劣るものではない

ことを確かなものする必要があり、温泉をはじめ、各地域の観光資源は「中部全体の観光資

源であり、自分たちの誇れるもの」という意識を高め、鳥取中部ブランドづくりを行うとい

うのが観光を活かした地方創生戦略である。 
◆ 癒しの鳥取中部というブランドイメージ 
ひとことで癒しと言っても、その要素は様々であり、温泉や食で癒される人もいれば、

体を動かして癒される人、歴史ある街並みを散策して癒される人もいる。鳥取中部には癒

しの要素となる光り輝く観光素材が数多くあり、鳥取中部だからこそ体感することので

きる癒しを提供することで、他地域との差別化を図り、ブランド化につなげたい。 
◆ おもてなしの環境整備 
観光客が快適に過ごすためには、住民、観光事業者、行政など、観光客を取り巻く全て

の人が“おもてなしの心”で接することが大切である。そのためには観光案内人（ボラン

ティア含む）や通訳者の養成等が必要であり、また、訪れる観光客に対するおもてなしを

行ううえで、住民みずからが、観光地のことを知り、価値を理解するなど、地域住民の意
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識向上を図るための受入側としての学習等も必要である。国内観光市場が縮小する中に

あって、鳥取中部においては韓国、台湾をはじめとした外国人の観光客が増加する傾向に

ありる。こうした取り組みを加速化するために外国人（岡山大学の留学生）に、三朝を知

ってもらい、愛してもらい、母国へ魅力を発信してもらう流れを醸成したい。 
例えば、鳥取県では、「国際リゾートとっとりプラン」を策定し、平成２７年までに年

間 3 万人の外国人宿泊客の拡大を目標に、従来の米子ソウル便・環日本海定期貨客船に

加え、県内の空 港や港湾へのチャーター便やクルーズ客船によるダイレクトの誘客と市

場の拡大に取組んでいる。このような状況の中、鳥取中部においても、県と連携し外国人

観光客の 満足度を向上させるため、Wi-Fi 環境の整備などの受入環境整備の充実や観光

素材のブラッ シュアップ、ターゲット（国・地域）を明確にした情報発信を行うことで、

外国からの誘客を進めている。 
 

授業の概要とフィールドワークのあらまし 
本授業は事前学習と振り返りを挟み、令和 5 月 2 日から 5 日まで 3 泊 4 日の行程でフィ

ールドワーク授業を実施した。 
まず、5 月 2 日、3 日の二日間、留学生と日本人学生たちは、陣所の縄作りの準備に参加

した。近年、コミュニティの高齢化が進み、陣所の規模も縮小傾向にある。つたを集める作

業も業者に委託しているが、縄作りはコミュニティの力で現在も維持されている。 
留学生と日本人学生たちの力は、伝統芸能を維持するために役立てられている。三朝町プ

ログラムは４年目であり、コミュニティの人々と留学生は積極的な交流が行われた。留学生

の中には、メモ帳をとって、「どうしてお祭りが行われているのか」という質問を地区の人

に投げかけていた。作業は力仕事が主であり、適宜に休憩を取って行われたが、その間も交

流が持たれた。 
5 月 4 日、朝から三徳山へ登るため宿舎を出発した。 
ここ三徳山三徳寺は、断崖絶壁に立つ日本遺産 六根清浄「三徳山投入堂」が有名であ

り、日本で最も参拝するのが難しい寺といわれ山岳宗教のメッカとなっている。 
その教えは、六根清浄（ろっこんしょうじょう）と六感治癒（ろっかんちゆ）という、人

と自然が融合する日本独自の自然観であると言われ、三徳山は、山岳修験の場としての急峻

な地形と神仏習合の特異の意匠・構造を持つ建築とが織りなす独特の景観を有しており、そ

の人を寄せ付けない厳かさは 1000 年にわたって畏怖の念を持って守られ続けている。 
真剣に向かわねば事故を起こす霊験あらたかな人と自然が融合する修験道の山を体感す

ることにより、断崖絶壁での参拝により「六根（目、耳、鼻、舌、身、意）」を清め、三朝

温泉での湯治により「六感（観、聴、香、味、触、心）」を癒す。 
つまり、参拝の前に心身を清める場所として三徳山参詣の拠点を担った「三朝温泉」

は、三徳山参詣の折に白狼により示されたとの伝説が残り、温泉発見から 900 年を経て、

なお、三徳山信仰と深くつながっている。 
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留学生と学生たちは、三徳山参詣による断崖絶壁での参拝体験により「六根（目、耳、

鼻、舌、身、意）」を清め、湯治により「六感（観、聴、香、味、触、心）」を癒すとい

う、ユニークな世界を体感しつつ、こうした日本古来の伝統と文化、自然と歴史を学び取

った。 

 
 
 
特に留学生は、日本文化を母国の文化と比較しつつ、グローバルな視野から相互理解を深

めようと議論を尽くした。つまり、本授業では、鳥取県三朝町の歴史と文化から地域社会の

風土に即した社会資本としての祭礼への参加を通じて、地域の人たちの自然観や宗教観を

はじめ地域を守り育てる考え方やまちづくりの機能についても意見交換を行った。 
そして地域社会が継続して豊かな文化を享受できる生活を送るためには、どのような条

件が必要かについて、問題提起と考察を行った。  
 
Ⅱ 令和元年度授業内容 
（１）現場体験、実際の課題に触れることを重視した科目 

SGU（スーパーグローバル大学創成支援事業）などの諸計画の中で、実践人は「実践知」

を身につけた者と定義づけられている。そして、実践知は【リーダーシップ】【チーム力】

【判断力】【責任】【気概】【会話力】【創造力】【行動力】【統率力】【決断力】などをさす。 
こうした力を身に着けるために、従来の座学による講義から得る知識に留めず、学生が介

護・福祉・医療を通じた地域包括ケア及び多職種連携に関する社会現場の体験により様々な

人や課題に触れながら、生の驚き・得心等の感情を伴って獲得することにより“実践人”を目

指すことが、本授業の主目的として位置付けている。もちろん、あくまでも学生レベルの実

践人であり、真に実践知がついたと実感するのは社会に出て経験を積んでからのことにな

る。そのとき、振り返って、大学の学びが自分のベースになっていると実感できることが重

要となる。 
すなわち、社会のパートナーと連携し、そうした学びができるよう設計されたものが実

践型社会連携教育科目である。 
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また、岡山大学の第三期中期計画における「グローバル実践型教育」に関しては、グロ

ーバル化に関する目標を達成するための措置として、スーパーグローバル大学創成支援

「PRIME(Practical Interactive mode for Education)プログラム：世界で活躍できる実践

人を育成する」事業の目標達成のため、次の取組を行うと定めている。 
今回の対象を全学として、幅広く留学生に呼びかけ、授業では、留学生９名が参加して

いる。こうした点に留意して、次のポイントを踏まえたカリキュラム編成を行った。留学

生が日本人の学生との会話を含みながら地域へ出て、「異分野（祭礼への参加を通じた多

文化共生）、異社会（大都市とは異なる少子高齢化が進行する三朝の社会）、異文化（日

本が古来由より受け継いできた歴史、文化、風土、暮らし）」を学ぶ経験により、国際社

会で必要な、対話力、創造力、行動力を涵養し、実践現場で適切な判断をくだすことがで

きる能力（グローバル実践知）を修得する。 
 
（２）授業の作り方 
実践型社会連携教育科目をつくるにあたり、以下のような手順を踏み開発にあたった。 

 
STEP 1 現場のパートナーの確保 

教員は、自らの研究や卒業生を通したつながりなどを基に、学生を受け入れ、学

生に課題を与えてくれる地域団体等と交渉、確保する。受け入れ先で何を見つける

かについて、留学生自らが授業の一環として考える可能性を探る。 
今回の授業では、訪問先の鳥取県三朝町で地域活動を支える「陣所大綱引き」に

関与している諸団体にコーディネートを依頼し、活動を実施する現場や会場など、

受け入れ先と集いの「場」の設定を依頼した。 
また、三朝町や「陣所大綱引き」の担当者に当日の説明や現地でのアテンドを依

頼するなど、教員は準備に相当の時間を費やした。 
 
STEP 2 学習計画の策定 

現場のパートナーと協力して、学習計画を作成した。計画は、以下の通り３段階

に分かれる。事前学習で課題を明確にし、現地調査の目的を学生たちは理解し、授

業の準備に入った。こうして2度にわたるフィールドワークを経て、現地での活動

や報告を行っている。その活動の後で、主担当教員の藤本真澄教員が中心となり、

振り返りの授業を組み込むことで、現場体験では理解の落とし込みが不十分であ

った点を、学生が提出した報告書を活用しながら意見交換を行い、教育効果を高め

た。 
 
 
 
 
STEP 3 上記計画に沿って実施した 
 

◆事前学習 集団行動のマナーとリスク、社会調査の基礎、現場・課題に関する理

解、学習目標の明確化などを事前学習で実施した。 
◆現場活動 現地「陣所大綱引き」活動、交流ヒアリング、参与観察により、地域

福祉・介護・医療の従事者や地域住民、行政関係者との意見交換を

事前学習 現場活動・教室での報告や討論 発表・振り返り 
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通じて、留学生自らが実践できる活動とは何かについてグループに

分かれて話し合い、それをまとめて話し合いの場で報告した。教員

や三朝町役場の職員がアドバイスやコメントを実施した。 
 こうした現場活動を通して、事前学習で得た知識と、現場で感じた現

実とのギャップを整理、気づきを得ることにより、自らの意識の改

善と工夫を伴うことを狙いとした（日本の文化に触れながら、多文

化共生の感覚を身に着けることを学習目標に置いた）。 
◆報告討論 学生は、現地（三朝町）の皆さんと、温泉まちでの暮らしや学び、「陣

所大綱引き」という催事参加による気付き、訪問目的、学習目標に

対する質問を交え、祭りの準備活動を通じて得た、気づきや成果に

ついてグローバルな視野に立ち討論した。こうした時間（交流会）

を設定、そこでの学生と地域の皆さんとの会話のきっかけづくりを

教員がコーディネーター役としてリードした（現地祭礼活動で感じ

たことや、生起した疑問に対する疑問や答えを、三朝の皆さんや鳥

取大学の学生との交流会を通して裏付ける、或いは確信を持つこと

を狙いとした）。 
◆報告発表 学習成果を合宿最終日にまとめて発表する。 

「陣所大綱引き」で学んだ成果をパワーポイントにまとめ、現地での

教員や自治体職員の講義を加えたうえで報告会を実施した。また、

学びをさらに深化させることを学習の狙いに置き、 
「私たちは、日本の歴史や文化、祭礼や暮らしに触れて、自国と比べ

て〇〇な点を感じ取ることができた」という宣言スタイルで「自らが

感じたことを明確に伝える「異分野（祭礼への参加を通じた多文化

共生）、異社会（大都市とは異なる少子高齢化が進行する三朝の社会）、

異文化（日本が古来由より受け継いできた歴史、文化、風土、暮ら

し）」を話し合う時間をゴールとしたワークショップを実施した。 
また、オープンハウスと位置付けられる手法で、実践型の学びを広

く三朝の皆さんの中に溶け込み話し合うことにより、そこでの反

応、意見を求め、自分たちの学びの検証を日本の一般市民（社会）

から得ることにより、課題や問題意識の設定や自らが考えた解決策

が、日本社会（日本の祭礼と暮らしを実際に深く学ぶ）に対して有

効か否かを気づかせることを学習の狙いとした。 
会の終わりに三朝町や三朝市民の代表からコメントを頂いた。 

◆振り返り 履修者全員から授業での学びの報告や感想を述べることを義務付け

た。 
こうして、最終の振り返り授業では、各人の考えや感想に対して

藤本真澄教員がコメントを加えながら、すべての学生が振り返りを

踏まえた発表を実施、学習目標の達成、様々な技術や知識の獲得、

母国と比べた日本社会に対する関心や意識、得た知見を確認して、

気づきと今後の学びに向けた視座などについて議論を深め、互いの

成果を確認した。 
 
STEP 4 教育効果、社会との互恵性を評価し、授業の改善を繰り返す 
大学で実施した事前学習では授業の趣旨、目的、ねらい、実践型授業として現地「陣所

大綱引き」活動の心構えや留意点、現地でのマナー、ワークショップの進め方などにつ

いて藤本真澄教員が講義を担当した。それを地域の観点から三村聡教員が、グローバル

人材育成の観点から木島正博教員がフォローする体制で授業を実施した。 
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さらに現地実習「陣所大綱引き」の実施についてはて藤本真澄教員の指導により効果的

な熟議の時間を設けるよう工夫した。 
社会全体のコミュニティ政策の観点や学生と三朝町の皆さんとのコミュニケーションを

深める観点からは、三村聡教員が話題提供とコーディネートを担当した。 
また、現地での授業、食事、地域交流、宿泊に利用した「岡山大学三朝合宿所」は、惑

星研究の研究者の滞在拠点施設であると同時に、伝統ある三朝の温泉資源や、豊かな自然

を活かした学習及び交流をサポートできる合宿教育施設であり、藤本真澄教員が、グロー

バルな視座に立ち、豊かな心と健やかな身体の育成、そして三朝町の活性化に繋がること

を願い、その目的に合致した利用にふさわしい利用態度、生活態度、マナーで臨むことを

指導した。留学生たちは利用ルールを順守して規則正しい生活を送った。 
授業の効果測定や改善を話し合うため、PDCA の発想に立ち、授業終了以後、3 名の教

員は、授業の改善点について関係教員で議論した。 
 
なお、岡山大学で、現在検討を進めている「実践型社会連携教育」の定義は下記の通り

であり、本授業は「G＋A」タイプに属する。 
 

実践型社会連携教育のタイプ分けの基本 
判断基準 記号 解 説 

社会連携した

実践活動の度

合い 

Ａ 

a)地域や企業等の現場に出向き、 
b)その時間数が全授業時間数の３分の１以上 
c)成果報告会を開催する（学外の関係者が参加し、授業自体の評価を

することが望ましい） 
の３条件を満たす。 

Ｂ 
地域や企業等の現場に出向く、または現場の課題を抱える当事者と

のディスカッション等の活動が１回以上ある。ただし、単に外部講師

が講義するだけの授業は対象としない。 

学修環境とし

てのグローバ

ル要素の付置 

Ｇ＋ 社会連携して学修する現場が外国または国内の外国人コミュニティ

であるなど、異文化の環境に深く入っていく授業。 

Ｇ 留学生と日本人学生が協同することにより異文化理解を進めつつ学

ぶ授業、海外とのテレビ会議など多言語で討論が行われる授業など。 
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（３）授業の具体的な内容 
鳥取県東伯郡三朝町について 
 
【三朝町の位置】 

 
 

【事前学習資料】 
 
MISASA Program 
１ What you need to do to learn Japanese Culture and History through this trip: 
（１） Greeting the community members properly 
（２） Treat this trip as a CLASS, not as vacation. You are representatives of Okayama 

University 
（３） Interact with the community 
（４） Have fun while learning 
２ Basic Information of MISASA  
（１） MAP 

 
（２）Population 
 
● 1960s 11,000⇒2018 6,500 

△ Population Percentage Breakdown 
    ◇ 36.1% = Over 65 years old  
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◇ 52.0% = 15-64 years old 
◇ 11.9% = 0-14 years old 

 
The Japanese society is facing depopulation. It is estimated that the population    

will go from 130 million to 95 million by 2050. 
 

(3) Our Question and Challenge  
How can we continue to keep Japanese Traditional Activities? 
How can we work with Japanese people? 
What kinds of problems do community members face? 
Most importantly, let’s enjoy our civic engagement experience! 

 
 
事前学習 
今年度で 4 年目を迎えた留学生と学ぶ日本伝統文化の授業は、地域との活動の意義や課

題などをさらに浮き彫りにさせてくれるものとなった。また、今年度から準備から参加す

ることになり、初めて全行程に携わることが出来たことで、達成感も計り知れないほど感

銘を受けたようである。この報告書では、時系列に、作業内容や学生たちの関わり方を記

述している。また、内容の補足として写真を多く掲載して、理解を深めていただけること

を願う。 
授業の目的は、日本文化を学ぶという大きな枠組みの中で、おのおのが学びを通じて成

長していくことを目的としている。回答のない実地検証という課題に対して、多くの学生

は、まずは課外活動、すなわち遠足の延長のような形で参加を促し、参加者を決めてい

る。 
もちろん個人の成長がゴールであるため、学生自身も自分がどのように成長できるの

か、授業前に決めることはできない。そのため、予期できないことへの期待のようなもの

を抱えながら、三朝プログラムの参加者は、L-café にて事前学習を受講した。 
まず、ビデオで大綱引きの様子を見て、大まかな作業のイメージをつかんだ。また、地

方におけるまちづくりの課題について説明すると共に、地域の人々との接し方について説

明した。地域の人と働くためにはどのように振舞うのか、海外の学生のためにも具体的な

例として明るく、挨拶をし、一生懸命働き、学ぶ姿勢を受講のルールとした。 
また、実習地の三朝町が日本遺産登録第 1 号のまちであることから、三村聡教員が、世界

遺産と日本遺産の特徴や相違点について説明を行った。こうして、授業前オリエンテーショ

ンとして、簡単に陣所の説明、作業工程、スケジュールを説明した後、日本文化遺産につい

ての講義を受けた。また、3 日目の午後が自由時間となるため、三朝町周辺、倉吉市などの

まち歩きを推奨し、その近辺についてあらかじめ学んでいくことを課した。 



 

12 
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合宿授業 1 日目（５月２日木曜日） 
この日は午後に三朝町に到着し、すぐに河原に行き、かずらを川から上げ、車の荷台に乗せ

て運ぶ作業を手伝った。最初に簡単な作業の流れの説明を受け、川から引き揚げられたかず

らを車の荷台に運ぶよう指示を受けた。ただ、その時点ではかずらを運ぶ車がどこにいるか

わからず、どちらかというとみんな手持ち無沙汰であった。川に入って作業をしている人た

ちは、防水作用のあるズボンをはいていたため、学生たちは川に入るわけにもいかず、引き

上げられるかずらを待つしかなかったのである。その時、お天気が良かったと言えまだ５月

初旬の温度だが、イタリアからの留学生は半ズボンといういで立ちにも関わらず、躊躇せず

川に入り、かずらを引き上げた。その後、そこにいた学生たちは刺激を受け、意欲的に作業

に取り組み始めた。 

 
川の水は冷たいが、躊躇せず半ズボンで作業をこなすイタリアからの留学生 
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川から引き揚げられたかずらは水を吸っているので

重たいが、軽トラまで運ぶ作業をこなす学生達。 
川から引き揚げられたかずらは水を吸っているので

重たい。かずらをまず土手の際まで移動。この時点で

は、まだ何をしていいのかわからず指示待ちをしてい

る学生がほとんど。暇をもてあまし気味の学生がほと

んどであった。 

 
ようやく軽トラが到着。今度はかずらを軽トラに積み込む。何をすればよいか理解した学生

達は、積極的に手伝うようになった。 
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かずら運びは男子学生で十分事足りると言うことで、女子グループは餅つき大会に参加

した。餅つきを体験しその後、出来立てのお餅を試食して大満足な女子学生達。お土産も

のを販売されている地元の方とも交流をした。 
 

       
合宿授業 2 日目（５月３日金曜日） 
朝から大綱を作る作業を開始し、夜には大綱を完成させた。この日の作業が最もきつかった。 

 
熱心に作業について説明を受ける学生達 

 
作業の種類は大まかに２つある。１つは、かずらを束ねるための紐を作るためにかずらをな

めす作業、もう一つは大綱を作るためのかずらを編んでいく作業である。これらの作業は東
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西に分かれそれぞれが同じものを作っていく。我々のグループは自発的に東西に分かれ、そ

れぞれが自分に出来ることを見つけて従事した。 
 
かずらをなめす作業は、根気よく木槌でかずらを叩き、皮の部分を芯から剥ぎ、紐を作って

いく。最初は木槌の使い方がわからない学生たちだが、地元の年配の方の熟練の技を見て、

見よう見まねで作業を開始した。 

   
留学生は、親切に指導をしてくださった地元の熟練者の方たちに対して感謝していた。 
 

   
初めて持つ木槌を上手に使いこなしていた。

最初は小さな木槌で作業していた女子学生

たちも慣れてくると、自主的に大きな木槌

を使い、効率よくなめす作業に従事してい

った。 

暑い中、もくもくと作業をこなしていった。

このペアが最も早くかずらをなめすことが

出来、再三の休憩指示に対して、休まずもっ

としたいと意欲を見せた。作業に集中し、出

来高にこだわっていたのが印象的。

 
かずらを編むための準備は、ノウハウがとても大切である。まず、同じような長さ、太さの

かずらを選定し、それらをいくつか束ねて同じような長さ、太さの綱を作っていく。地元の

熟練した技を学生たちは見て学んでいく。最後は西と東が大綱を一対完成させる。 
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男子学生はかずらを編むための選定を手伝

った。最初に、工程を教わり、その後は自主

的に積極的に作業をこなしていった。 

長いかずらだが、高身長を生かし、軽く持ち

上げていく学生達。 
 

   

一本のかずらを組み合わせて大綱を編んで

いく。まずは頭の部分から。この作業は熟練

の技がいるため、我々は入らない。 

かずらはどれも様々な曲り、強度、長さがあ

る。選定は地元の方で、学生は指示に従って

作業をこなしていく。 
 

  

絡めたかずらをなめして作った紐で縛って

いく。 
 
かずら数本を一束にまとめていき、束と束

を編みこんでいく。地元の方の指示のもと

束を担いで編みこんでいく。 
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東西同じような大綱が完成。編み始めたのは東側のほうが先だったのに、完成したのは西側

のほうが早かった。また、西側の綱は東側に比べてかなり長いようだ。これが翌日の本番に

大きく影響があることはこの時点ではだれも知る由もなかった。 

 
 
作業場で仕上げた大綱を今度は保管場所へ移動した。それぞれ２トンはある大綱を移動さ

せるだけでも大仕事。大綱の下に担ぎ棒を入れ、それを肩に背負っての移動は、地元の方の

掛け声に合わせて動く。一歩間違えれば大け

がになりかねない。学生たちも緊張した面持

ちで、掛け声に従って移動。留学生が掛け声

を理解できるのか、チャレンジが続く。全員、

無事にけがをすることなく終了。 
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合宿授業 3 日目（５月４日土曜日） 
今日はいよいよ陣所の大綱引きの日。開始時間の夜の８時まで、国宝「投入堂」見学を遂行

した。 

 

 
 
朝の早い時間で空気がとても澄んでいた。周

囲には小さい子供やご年配の登山者も多く、

みんな一生懸命に投入堂を目指した。 
 

 

鐘付き堂まで来るのは大変だったが、鐘を鳴

らせば疲れも一気に吹き飛んだ。鐘は登りの

時にだけ鳴らし、下りでは鳴らしてはいけな

いということを教わった。 
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陣所の始まり 
 
いよいよだ。一生懸命に準備した陣所の始まり。はっぴを着て緊張気味。 

  

青が東、赤は西。東が勝てば豊作が約束され、西が勝てば商売繁盛となる。西はお客さんが

多く参加することになるため、学生の多くは青色のはっぴを着た。 
 

 

昨日保管した大綱を、綱引きをする場所まで移動する。今度は担ぎ棒を使わず力づくで、大

綱を引きづって移動させる。２トン近い綱の移動は、簡単ではない。 
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掛け声に合わせて一斉に引きずっていく。 
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ようやく所定の位置まで、東西の対の大綱の移動を終えた。この時点ですでに疲労満杯。腕

や足の痛みを感じている。周囲を観光客が取り囲み、綱の大きさに感嘆していた。 
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祭りの前の緊張した瞬間  
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所定の位置について、スタートの合図を待つ。こちらは先頭部分で、一番重たい綱を頭上ま

で持ち上げる。今年度は、我々の留学生が先頭部分のベテランチームに入れていただいた。 
さあいよいよ。頭の部分を持ち上げていく。東と西の頭の部分を結合させるのだが、なかな

か入らない。３０分位は経過しただろうか。 
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西と東に別れた頭の部分が結合したら、綱引き開始だ。 

 

 

２０１９年５月５日 京都新聞 
留学生も一生懸命に綱を引く。 
 
今年は東が勝った。今年は豊作の年だ。 
どうやら西の綱が途中で切れたようである。そういうこともたまにあるそうだ。 
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最後はみんなで片づけをした。疲れはピークを見せていたが、最後まで地元と力をあわせて

作業に従事。 
   

  



 

28 
 

最終日（５月５日土曜日） 振り返り 
 

 
 
祭りの翌朝は、多くの学生が筋肉痛を訴えてはいたものの、全員が早朝の授業に出席をした。

参加をしてみて思ったことについて自由に意見を述べてもらった結果は以下の通り。 

 
●段取りにおいてもっと地元の方とコミュニケーションを取りたかった。最初は何をした

らよいのかわからず、見ている時間も多くあったので、もっと積極的に話を聞いていたら

と反省している。 

 
●地元の方が親切に教えてくれたので、仕事がはかどった。 
 
●仕事が回ってこなくて暇だった。 

 
●留学生への通訳を頼まれたが、上手にできなかった。 
 
●とてもしんどかったが、時間が経つにつれてこつをつかめて仕事がはかどった。（留学生） 

 
●最初は外国人という風に見られていたような気がするが、一緒に作業をしていく中で連

帯感が生まれて最後は溶け込むことが出来た（留学生） 
 
●地元の方が留学生を完全に受け入れてくれたのは１日半たってからだったと思う。（留学

生） 
 
●地元の方に受け入れていただけるように積極的に話をするなど努力した。留学生は言葉

の壁があったのではないかと思う。 
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●地元の方と話せるようになってからは、距離が急速に縮まったと思う。作業は一生懸命に

する人とそうでない人に別れたと思う。 

 
●地元の方だと思うが、作業中にも関わらず、常にイタリアについて質問してきた。特には

気にならなかったが、ずっと話かけられた。（留学生） 
 
●休憩の回数が多かったと思う。地元の中学生と一緒に作業したが、息が合うまで時間を要

したが、それ以降は効率よく作業できた。救急箱があればよかったと思う。（留学生） 
 
●かずらをなめす作業に従事したが、木の質によって作業時間や紐の質が全く違ってくる 

 
●留学生に対して偏見なく、コミュニティの一員として地元の方が接してくれたのに驚い

た。伝統を守り、観光業に活かしている姿に感嘆した。（留学生） 
 
●朝に起きられず、投げ入れ堂に行けなかったことを後悔している。 
大綱引きは準備が大変だということを学んだ。喫煙者が多くて、つらかった。 

 
●お祭りは見るよりするものだ！ 

 
 
  



 

30 
 

陣所の振り替えり会 5 月 21 日（火） 
 
5 月 21 日（火）、三朝町役場で陣所を振り返る会を行った。 

岡山大学からは藤本真澄教員と岩淵泰教員（地域総合研究センター助教）が参加した。課

題と来年度の計画について話をした。三朝町からは、『大学生など若い人が多く来てくれて、

作業が早かった。大変助かった。来年度もぜひ参加してもらいたい』との意見があった。反

省する点は、『知らないお年寄りが、学生に絡んで雰囲気を悪くした』『留学生の中にはお酒

を飲むだけの学生もいた』など厳しい意見もあった。陣所には、かつて国際交流員が参加し

ていたが、神事ではなく、イベント・観光に来ている姿勢で参加する人もいたため、現在は

断りを入れた経緯がある。概して、岡山大学の学生は良く頑張っていると評価がある。 

 
食事については、焼きそばなど夜食で持ち帰るものはいいが、節度を守るべきだと意見が

出た。留学生も色々な学生がおり、同じルールでも守れる学生と守れない学生との間で差が

ある。三徳山に登った後、鳥取砂丘に出かける学生もいたが、神事をよく理解している学生

は、引き締まって祭りに参加していた。縄を作るところから参加する学生は、初めの作業を

理解しており、行事の意味を掴みやすい。川に入って網を編んでくれて嬉しかった。 
 
学生が入らなければ維持できないお祭りは持続的ではない。御幸行列は三回目か、四回目に

なるが、学生の参加を見越して準備をするのはリスクがあると考えている。そもそも、御幸

行列は、待ち時間が長く、実際に観光客の見学は少ない。 
夕方に変更しても、それほど参加は多くなかった。祭礼と観光の部分が混ざっている。ま

ちとしては、陣所と御幸行列の二つが重なることは非常に苦しいのが本音である。岡山大学

はどちらかに参加して頂ければよいが、陣所に参加してもらう方がありがたい。宿泊する場

所がないため、一般の方の参加はなかなか難しい。村の祭りというイメージが三朝町にあり、

陣所はまち全体の参加がある様子ではない。日本遺産の構成要件だが、集落に限定された議

論を行っているので、まち全体の参加を考える時期に来ているのだろう。 
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最後に 
 日本人学生と留学生の混合チームが、隣の県である鳥取県三朝町で初めて触れる大綱引

きのお祭りの準備から運営まで携わるという異色の実践型教育を実施して早４年が経過し

た。その間、１年は同じく三朝町で開催された他行事に参加したため、大綱引きには参加し

ていないため、通算３度目の挑戦となった。 
最初の年は教員も地元の人も関わり方がわからず、サンダル履きで参加する女子学生が

いるなど、工程を学ぶことで精いっぱいだったと思われる。２年目からは、段取りを知る教

員が、出発前授業において簡単な工程を説明し、お祭りの様子をビデオで見せるなど工夫を

凝らした。ただ、準備の参加が工程途中であったため、積極的に作業をこなすというよりも、

誰かがしている作業を手伝うというスタンスになったと思う。その反省から、今年度は初日

から作業に従事した。結果、地域の方とも上手にコミュニケーションが図れたのではないか

と思う。 

 

 
以上 
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