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はじめに 

 

留学生の意見や活動が、いかにまちづくりに貢献できるのか、また、留学生自身の成長

と教育に役立てられるのか、これらは、岡山大学教職員が、鳥取県三朝町でのプログラム

で一貫して持った問いであった。留学生が日本の文化と伝統を体験することで、少子高齢

化によって担い手不足に悩む地域の活力となり、インバウンドの新しい視点を呼び込み、

そして、まちづくりへの新しい息吹を送ることができる。留学生と地域が互恵的に成長す

ることが、三朝町で目指したことだ。 

サービスラーニング、実践型教育など、学生がコミュニティで学ぶアプローチの開発が

花ひらいているが、それを実質的なものにするには、コミュニティからの期待と支援が不

可欠となる。本三朝プログラムでは、岡山大学学内のみならず、三朝町の三徳山御幸行列

三朝温泉大回り実行委員会、行政、大学関係者、そして、地域のみなさんが関わり、留学

生の学びを積極的に応援する姿があった。滞在した期間以上に、見えぬところで多くの人

の準備や手間がかけられており、そして、留学生たちも、岡山大学内で事前事後の学習を

行っている。学生の出費や負担を考慮しながら、高い教育効果を出すために、知恵も絞り

あっている。 

本報告書は、留学生自身が三朝町で発見したこと、また、その教育活動を残すものであ

るが、新しい教育活動への挑戦とまちづくりの可能性を掘り起こしていくことを目的にし

ている。 

 

平成 29年７月 

国際教育オフィス（L-café）講師 藤本 真澄 

                   地域総合研究センター   助教 岩淵 泰 
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実施概要 

 

授業概要 

 2017 年度 1 学期集中 

 教養教育科目（実践知・感性（実践知）） 

 単位数：1 

 

期間 

平成 29 年 4 月 28 日（金）～4 月 30 日（日）（二泊三日） 

 

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 

○教員 

国際教育オフィス（L-café）藤本真澄、地域総合研究センター 岩淵泰、三村聡 

○職員 

学務部 森山睦部長、自然科学研究科等事務部 高月希一郎部長、 

惑星物質研究所 山崎征洋事務長 山本直生総括主査（鳥取県から出向） 

○授業を履修した学生 合計 12 名 

（アメリカ）4 名 

（フランス）1 名 

（英国）  1 名 

（イタリア）3 名 

（中国）  2 名 

（日本）  1 名 

○惑星物質研究所の学生 

大学院生 

NGUYEN Truong Tai／ｸﾞｴﾝ ﾁｭｵﾝ ﾀｲ（ベトナム）、 

HOANG Dinh Que／ﾎﾜﾝ ﾃﾞｨﾝ ｸｴ（ベトナム） 

DAO Van Nghiem／ﾀﾞｵ ﾊﾞﾝ ﾆｭﾝ（ベトナム） 

   研究生 

  Chavarria Chavarria Luisa Fernanda／ﾁｬﾊﾞﾘｱ ﾁｬﾊﾞﾘｱ ﾙｲｰｻﾞ ﾌｪﾙﾅﾝﾀﾞ（コロンビア） 

○鳥取県「学びの場とっとり」創生事業スタッフ(JASCA所属)  中島力氏 

(前任者)成蹊大学(JASC所属)伊藤毅氏 ※JASCA:(一社)全国学生連携機構(本部:東京) 

○三朝でお世話になった方 

三徳山御幸行列三朝温泉大回り実行委員会 委員長新藤祐一氏（三朝温泉観光協会会長） 

三朝町長 吉田秀光氏 

三朝町教育委員会社会教育課世界遺産推進室 主幹 藤井紀好氏 

三徳山御幸行列保存会 行列部会長 岩本志信氏、副部会長 松原成利氏  

庶務幹事 山本邦彦氏（実行委員会事務局長、三徳山三佛寺／法名：邦道法嗣） 

鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 総務課長 糸原博史氏 

リハビリテーション課 課長 山根隆治氏、谷田明香氏 

三朝温泉観光協会 事務局長 御舩豊氏、井上正樹氏 

三朝温泉旅館協同組合 事務局長 広田発氏、田中由紀子氏 
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教育プログラムの概要 

【事前授業】  4 月 21 日（金）16：30～18：00 

 

【当日スケジュール】 

（4 月 28 日（金）） 

Ａグループ    9：50 L-café 集合 

              10：00 岡山大学出発 

          12：00 三朝到着 

         14：00 三朝温泉病院(鉱泥湿布体験、温泉治療施設見学) 

Ｂグループ   13：50 L-café 集合 

         14：00 岡山大学出発 

              16：00 三朝到着 

Ｃグループ    17：20 L-café 集合 

               17：30 岡山大学出発 

                19：30 三朝到着 

（4 月 29 日（土）） 

9：30 「世界遺産とまちづくり」概論 

        10：20 三朝宿泊所出発 

        10：30 惑星物質研究所見学 

        11：00 温泉病院前からバスで「ブランナールみささ」へ 

        11：30 日本遺産-南苑寺、造り酒屋「藤井酒造」見学 

        12：00 昼食、行列衣装着替え、バスで三徳山へ 

        15：00 三徳山御幸行列(第 1 部) 

        17：45 式典(キュリー広場)、御幸行列(第 2 部･三朝温泉大回り) 

        20：40 御幸行列終了、着替え 

        21：00 直会 

        22：30 解散 

（4 月 30 日（日）） 

9：30 三朝宿泊所出発 

       日本遺産構成文化財･三朝温泉街見学 

        10：30 三徳山三佛寺「山本邦道法嗣」講話、質疑・地域活性化 

（御幸行列・まち）に係る意見交換会 

        12：00 三朝温泉街散策 

        15：00 三朝町出発   

        17：00 岡山大学到着      

 

【振り返り会】 6 月 2 日（金）17：00～18：00 

 

費用 

公用車利用 合計¥57,440 

（内訳）事務局公用車       ¥20,320（254km×@¥80） 

     学務部公用車     ¥21,680（271km×@¥80） 

     AGORA 公用車     ¥ 5,000（306km:燃費 8km/ℓ ガソリン代 1ℓ=￥130 で計算） 

     高速道路料金（片道）¥7,050（岡山 IC～湯原 IC:¥2,350×3 台） 

 

参加者負担 合計¥3,900／人 

（内訳）宿泊代 ¥ 3,200（2 泊×@¥1,600） 

          朝食代   ¥700（2 食×@¥350）  
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鳥取県東伯郡三朝町と岡山大学 

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、人口は平成 28 年 6 月 1 日現在で 6,928 人、内

男性 3,268 人、女性 3,660 人、高齢者数 2,389 人（高齢化率 34.5 %）。町内には、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る。 

また、三朝町には岡山大学惑星物質研究所がある。同研究所の HP の一部を引用すると

「惑星物質研究所は、無機・有機・生体など広範な物質に対して総合的な物質科学的情報

を提供できる国際的に極めてユニークな研究施設です。そこで得られた研究成果を、物質

試料と合わせて統合保管・公開する物質科学サンプルデポジトリシステムをさらに発展さ

せることは、我々研究者の責務でもあります。今後、国際的な共同利用・共同研究施設と

しての惑星物質研究所を訪れる国内外の研究者が多くの成果を創出・付加し続けることに

よって、このシステムの科学的・社会的価値はさらに増大するでしょう。同時に惑星物質

研究所が国際共同研究拠点として発展し続ける根幹として機能するに違いありません。」

と記されている。例えば「はやぶさ」が「イトカワ」から持ち帰った鉱物（物質）の研究

分析を行っている世界的に有名な研究所である。 

《参考 URL》岡山大学惑星物質研究所（2017）.〝地球物質科学研究所の方針″

http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/jp/prof/?con=pf_housin,（参照 2017-6-5） 

また、残念ながら平成 28 年（2016 年）3 月末日に閉院した、岡山大学病院三朝医療セ

ンターは、大学附属の病院として、複合温泉療法などを取り入れた医療が有名で、ユニー

クな地域医療の拠点として貢献してきた。現在、建物は惑星物質研究所の施設として再利

用が進んでいるが、機能的には隣接の鳥取県中部医師会立三朝温泉病院に岡山大学寄附講

座や温泉療法「鉱泥湿布」として受け継がれており、今回、一部の学生が貴重な癒しの体

験と温泉治療施設の見学をさせていただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

温泉治療施設の見学 
 
こうした縁で岡山大学と三朝町は深い歴史がある。 

三朝の温泉は、高濃度のラドン含有量を誇る世界屈指の放射能泉である。ラドンとは、

ラジウムが分解されて生じる弱い放射線で、身体に浴びると新陳代謝を活発にする「ホル

ミシス効果」と呼ばれる免疫力や自然治癒力が高まる効果があるとされている。 

三朝温泉は「日本遺産指定第 1 号」であり、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、昨年（平成 28 年）で開湯 850 年を迎えている。発祥の地・元湯であ

る「株湯」（300 円）、中心街にある「たまわりの湯」（500 円）、そして三徳川の中にある

露天風呂「河原風呂」（無料）という３ヶ所の共同浴場がある。そして三徳川両岸には、

日本遺産に登録された「大橋屋」「木屋」など老舗旅館をはじめ、大小 20 数軒の旅館が建

ち並び、温泉街は、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

いる。一方、川の対岸には大型の観光ホテルが軒を連ね、旅館やホテルにより金額が異な

るものの、立ち寄り湯が楽しめる（島崎藤村はじめ文人墨客や皇族が利用・宿泊した「依

山楼岩崎（いざんろういわさき）」は有名）。 
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三徳山三佛寺、御幸行列について 

三徳山三佛寺（みとくさんさんぶつじ）は、標高 899.9m の三徳山にある天台宗の古刹で

ある。同寺の由緒は明確ではないが、寺伝によると、慶雲三年（706）役小角（えんのおづ

ぬ）が三弁の蓮花を散らしたところ、その一弁がここに落ちたので（ほかは伊予石槌山と吉

野）堂宇を建てて修験の行場にしたといわれている。三徳山奥の院「投入堂」（国宝）は役

の行者が法力で投入れたとされ、建立方法については、今もなお謎のままである。平成十三

年（2001）、奈良文化財研究所が行った年輪年代測定によって、投入堂は平安時代後期（1086

～1184）に建てられ、納経堂も投入堂と同時期に建立されたことが判明した。嘉祥二年（849）、

慈覚大師(じかくたいし）によって伽藍（がらん）が建立され、阿弥陀・釈迦・大日の三尊

を安置したので三佛寺といわれるようになったという。ただし、慈覚大師の来山は史実には

明らかではない。源頼朝、足利義満ともに同寺を尊崇し、盛時は 38 寺 49 院を数えたとい

うが、兵火によりその多くを焼失した。（出典：2002 年発行『鳥取県文化観光事典』から抜

粋引用） 

御幸行列（みゆきぎょうれつ）は、室町の時代絵巻を現代に再現する催しであり、古式

豊かな衣装を身にまとった一行や、甲冑武者、獅子、天狗、みこしなどが列をなして温泉街

を行進する。行列の神輿には蔵王権現など神々が乗っており幸せの願いをかなえてくれる。

まさに 1300 年の歴史を誇る祭礼である。また、今回は倉吉市や三朝町で発生した鳥取県中

部地震1からの一日も早い復旧・復興を祈願する祭事としての位置づけもある。 

 

授業の目的・ねらい 

現在、岡山大学がめざすグローバル実践型教育が重視

する「語学力」「教養力」「専門力」×「異社会」「異文化」

「異分野」という所謂『３×３教育』の展開を念頭に置き、

今回は岡山大学惑星物質研究所がある鳥取県三朝町を学

びの地として選定し、「岡大三朝異文化交流授業」を計画・

実施した。 

以下に岡山大学が進めるグローバル実践型教育につい

て、現在、検討が進んでいる範囲ながら考え方を示す。 

まず、実践型社会連携教育の基準については、教室で

の学び、社会連携の考え方、岡山大学 DP(ディプロマポ

リシー：卒業認定・学位授与の方針)との関係性について

次のように考えている。教室での学びは、教養と専門、

そして語学の習得が主である。社会連携の考え方につい

ては、国内外での様々な現場において、「異社会」「異文

化」「異分野」について体験を通じて学ぶ。そして、こう

した学びにより岡山大学が DP で掲げる、①人間性に富

む豊かな教養【教養】自然や社会の多様な問題に対して

関心を持ち、主体的な問題解決に向けての論理的思考

                                                   
1 平成 28年 10月 21日 14時 07分に発生した、鳥取県中部を震源とした地震では、マグニチュード 6.6を

記録、震度６弱の揺れが、鳥取県倉吉市葵町や湯梨浜町龍島、北栄町土下などで、また、震度５強の揺れ

が、鳥取市鹿野町はじめ三朝町大瀬などで発生した。この地震による被害状況等については、人的被害は、

幸いなことに死者、行方不明者はゼロの一方で、負傷者は、重傷が 5（4）人、軽傷が 25（19）人となった。

また、住家被害は、全壊 12（12）棟、半壊 95（95）棟、一部破損が 12,525（12,506）棟、そして非住家被

害が、52（51）件（数字は総合計、カッコ内は鳥取県の合計）。三朝町にある、岡山大学惑星物質研究所や

職員官舎も、施設はもとより、研究機器や事務用品、住宅に大きな被害を受けた。現在、復旧に向けた取組

みが急ピッチで進められている。 

 

 

図 1：岡山大学がめざすグローバル実践型教育 



7 

 

力・判断力・創造力を有し、先人の足跡に学び、人間性や倫理観に裏打ちされた豊かな教養

を身につけている。②目的につながる専門性【専門性】専門的学識と時代を担う技術を身に

つけていると共に、それらと自然・社会とのつながりを意識し、社会に貢献できる。③効果

的に活用できる情報力【情報力】必要に応じて自ら情報を収集・分析し、正しく活用できる

能力を有すると共に、効果的に情報発信できる。④時代と社会をリードする行動力【行動力】

グローバル化に対応した国際感覚や言語力と共に、社会生活に求められるコミュニケーシ

ョン能力を有し、地球規模から地域社会に至る共生のために、的確に行動できる。⑤生涯に

亘る自己実現力【自己実現力】スポーツ・文化活動等に親しむことを含めて、自立した個人

として日々を享受する姿勢を一層高め、生涯に亘って自己の成長を追求できるという①～

⑤の「力」を身につけ、社会へ巣立つ人材の育成をめざしている。 

 

 

図 2：実践型社会連携教育の考え方 
 
今回のグローバル実践型教育では、惑星物質研究所の見学を通じて同研究所が果たす役

割・機能と研究領域について理解すると同時に、三朝町が 1300 年の歴史を持つ日本遺産第

１号に登録された「三朝温泉」と「三徳山三佛寺」という地域特性を活かして、日本の伝統

的な祭事への実践的な参加を通じて、留学生と日本人学生に対して、①「異社会」（日本の

固有性要素を色濃く有する地域社会）、②「異文化」（世界遺産と日本遺産からみる日本文化

への気づきや神仏習合からみる日本人の宗教観）、③「異分野」（惑星物質研究所の有する卓

越した世界的研究の専門性）を学ぶことを目的とした。 

また、今回の授業は、三朝町はじめ鳥取県の全面的な協力により、本学が目指す、高度な

知の創成と的確な知の継承をテーマとした国際社会で活躍できるグローバル実践知を身に

つける体験プログラムを実践できた。同時に、三朝町や鳥取県にとっては、留学生の参加が、

三朝の魅力を世界へ発信する役割を担うこととなり、地域社会に大きく貢献することがで

きた（互恵性の確保、地方創生とインバウンド・着地型観光の推進）。 



8 

 

授業の準備 

この授業を実施するにあたり、主担当（成績評価者）である国際教育オフィス L-café の藤

本真澄教員を中心に関係センター・部署が企画を練り、シラバスを作成した。また、社会連

携の実施については、惑星物質研究所の山本直生総括主査（鳥取県から出向）が、三徳山御

幸行列三朝温泉大回り実行委員会、三朝町、三佛寺はじめ現地関係者との調整やディスカッ

ションの設定、宿泊など学生受入れに関するコーディネートを担当した。また、事前教育・

省察（事後の振り返り教育）を含む授業の実施については地域総合研究センターの岩淵泰教

員が藤本真澄教員をフォローする体制を整え準備を行った。 

 

 

事前学習 

日時：4 月 21 日 16：30～18：00 

場所：岡山大学 L-café 

講師：岡山大学大学院保健学研究科（兼 耐災安全・安心センター）助教 片岡 隆浩 

 

参加者は、片岡 隆浩先生からラドンの効能について講義を受けた。 

ラドンの効能についての講義を行った目的は、鳥取県三朝町では、ラドン温泉が健康づく

りの一環として活用されているが、それは科学的に実際どのような効能があるのか、また、

ラドンを摂取し過ぎることでどのような人体への影響が出てくるのかを知るためである。 

 片岡先生が指摘したことは、放射線はラドンだけが発するわけではなく、放射線も種類が

多様であるということである。放射線そのものは、太陽からの光など日常生活に溢れており、

日々摂取している。厳密な意味で、放射線を少量でも浴びることは、体に負担になるのだが、

微量であるため、健康に有害なものが出てくるわけではないということであった。 

 事前学習では、三朝でのスケジュール確認とまちの様子を第一に知ることを主眼に置き、

三朝のラドン温泉を理解して、入浴方法やまちづくりを知るために行われた。 

 温泉に入ることで、発汗など健康増進の意味があることを学生は理解することになった。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L-caféで開催された事前学習会 
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現地での講義 

日時：4 月 29 日 9：30～10：30 

場所：三朝宿泊所 

講師：藤本真澄、三村聡 

 

講義では、三朝が日本遺産登録第 1 号であるため、まず世界遺産について解説、日本遺産

との比較を行った。 

まず、世界遺産とは、人類共通のかけがえのない財産として、将来の世代に引き継いでい

くべき宝物であり、世界遺産には、文化遺産、自然遺産、複合遺産の 3 種類があり、ユネス

コによる厳しい審査が行われる点を理解させた。 

例えば、自然遺産に登録されるためには４つの評価基準「地形･地質」「生態系」「自然景

観」「生物多様性」のいずれかを満たす必要があり、日本では「知床」「白神山地」「屋久島」

「小笠原諸島」などがそれぞれ自然遺産として登録されている。具体的には、類例を見ない

自然美および美的要素をもった優れた自然現象、あるいは地域を含むこと、生命進化の記録、

地形形成において進行しつつある重要な地学的過程、あるいは重要な地学的、自然地理学的

特徴を含む、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な例であること、陸上、淡水域、沿岸

および海洋の生態系、動植物群集の進化や発達において、進行しつつある重要な生態学的・

生物学的過程を代表する顕著な例であること、学術上、あるいは保全上の観点から見て、顕

著で普遍的な価値をもつ、絶滅のおそれがある種を含む、生物の多様性の野生状態における

保全にとって、もっとも重要な自然の生息・生育地を含むこと、などが挙げられる。 

講義では、日本からは「知床」と「飛騨白川郷」、海外ではエクアドルの「ガラパゴス諸

島」を取り上げ、世界遺産の意義や環境を維持するため、観光資源としての魅力作りや渋滞

による排気ガスの問題、外から持ち込まれたモノを完全に資源として回収・還元するシステ

ムなど、現在抱える課題と解決策について解説を行った。また、世界遺産認定を巡っては、

広島の原爆ドームやアウシュビッツなど、人類の忌まわしい記録について、登録すべきか否

かについて議論がされた経緯について議論した。 

また、日本遺産については、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語る

ストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」として文化庁が認定するものであり、世界遺

産登録や文化財指定は、いずれも登録・指定される文化財（文化遺産）の価値付けを行い、

保護を担保することを目的とするものであるのに対して、日本遺産は、既存の文化財の価値

付けや保全のための新たな規制を図ることを目的としたものではなく、地域に点在する遺

産を「面」として活用し、発信することで、地域活性化を図ることを目的としている点に違

いがあることを説明した。《参考 URL》文化庁（2017）.〝「日本遺産（Japan Heritage）」

について″.http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/nihon_isan/,（参照 2017-6-5） 

 留学生から出た「世界遺産や日本遺産の置かれた環境を維持・保全しつつ後世に残しなが

ら、同時に観光資源として地域活性化について重要な役割を果たすことが大切である」との

意見が好感を集めた。 

また、日本の多くの駅や公園などの公共施設には、ゴミ箱が設置されていないため、観光

中にゴミを持ち歩かざるを得ない不便さや、一方で、家庭からゴミを出す際には、やたらに

分別が多く、外国人にとっては理解しがたい点が日本の課題であるとの指摘がされた。 
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「惑星物質研究所」見学 

日時：4 月 29 日 10：30～11：00 

場所：岡山大学惑星物質研究所 

案内：大学院生 NGUYEN Truong Tai／グェン・チュオン・タイ（ベトナム） 

HOANG Dinh Que／ホワン・ディン・クエ（ベトナム） 

DAO Van Nghiem／ダオ・バン・ニュン（ベトナム） 
 

惑星物質研究所 5 年一貫制博士課程・分析地球惑星化学講座専攻 タイさんによるレポート 

＜2017.4.29 岡山大学留学生ツアーの印象（訳）＞ 

私は、岡山大学惑星物質研究所（IPM）で 4 年次大学院生の Nguyen Truong Tai（グ

ェン・チュオン・タイ）です。ベトナム出身です。2017 年 4 月 29 日にとても活発で友

好的な留学生たちと一緒にツアーに参加して嬉しかったです。このツアーは、三朝の御幸

行列イベントに参加していた学生や日本人と交流する絶好の機会となりました。私と

IPM（Institute for Planetary Materials：惑星物質研究所）の他の学生が興味深い活動

に参加するチャンスを作ってくださった岡山大学の皆さんに深く感謝しながら、ツアー

についての印象を述べ記したいと思います。 

まず第一に、4 月 29 日の朝、岡山大学惑星物質研究所並びに私たちの研究室（PML：

Pheasant Memorial Laboratory）を留学生たちに紹介するメンバーになれてとても嬉し

かったです。（展示パネルを使って）私たちの研究室の、物質科学を理解するための包括

的な分析システムについて、とても楽しく話させていただきました。地球や他の惑星から

試料を集める方法を紹介しました。例えば、日本、エチオピア、ベトナムなどの多くの火

山の岩石採取や、2003 年 5 月に ISAS（JAXA 宇宙科学研究所）のロケットによって打

ち上げられた MUSES-C（小惑星探査機「はやぶさ」）の計画によって地球に持ち帰った

太陽系内の小惑星のサンプルの検索です。私たちは、太陽系内で物質がどのようにして、

いつ形成されたかを理解するために、包括的な地球化学的分析方法を開発し強化してい

ます。地球化学と同位体分析のための究極の清浄条件を備えた清潔な実験室について説

明しました。さらに、希ガス実験室も見ていただきました。Ar（アルゴン）同位体組成

は、岩石の年齢を理解するための K-Ar（カリウム-アルゴン）年代測定法に基づいて、岩

石から測定されます。学生たちは私たちの話にとても集中していたので、私はとても嬉し

く思いましたし、案内の後多くの面白い議論をしました。私の主題研究である日本の火山

について議論していました。私たちは、学生の専攻に関連する、経済運営、日本語、気候

変動、環境管理について話しました。学生は非常に素晴らしくて、専攻分野が得意でし

た。彼らは楽観的な展望を持った若者であり、専攻分野で新しいことを発見する強い意欲

を持っていることが、とても印象的でした。 

御幸行列を運営する会場のひとつであるホテル（ブランナールみささ）に、バスで一緒

に行きました。私たちは急いで昼食をとり、服を着替えて、当日の終わりにそのホテルで

パーティーをしました。御幸行列の始まる三徳山に行く前に、私たちは、古来の酒屋で伝

統的な酒を試し、IPM のメンバーの、山本直生さん、山﨑征洋さんの案内で特別な寺院

（日本遺産「南苑寺」）を訪れて、三朝町の周りを少し旅行しました。 私は、岡山大学の

教員と IPM メンバーの熱心な案内がとても嬉しかったです。 

第二に、ゴールデンウィークの初日（2017 年 4 月 29 日）の伝統的な日本のお祭りで

ある御幸行列についての印象を表したいです。外国人学生と情報交換する素晴らしい時

間がありましたし、伝統的な衣装を着せてくださったり、行列の仕方を教えてくださった

り、お祭りの最中にいろんな美味しい酒を振舞ってくださったり、最後には温かくて美味

しい食事会をしてくださいました。このお祭りに参加してとても楽しかったですし、鳥取

県、三朝町の日本人の人々のご支援に深く感謝します。 

第三に、岡山大学の皆さんに貴重な支援をいただき深く感謝申し上げたいと思います

し、特に山本さんは、日本語から英語への翻訳や、日本の文化を私たちに紹介したり、私
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たちと日本人との友情を創造してくださるなど、私や他の学生をとても助けてください

ます。私は、ここにいると、日本の伝統行事への参加や直の交流によって、日本の文化を

深く理解することができるように支えてもらえて、とても幸運だと感じています。私は必

ず、ベトナムの友人たちに日本がいかに美しくて親しみやすいかを紹介していきます。私

は将来、ベトナムと日本の友好関係がますます温かくなることを願っています。 

ご多幸を祈ります。                    グェン・チュオン・タイ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

惑星物質研究所での学び 
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※原文 

Impression of the tour with international students from Okayama University 

on April, 29, 2017 
 

I am Tai Truong Nguyen who is fourth year graduate student in Institute for Planetary 

Materials (IPM), Okayama University. I come from Vietnam. I was glad to attend the tour 

with the international students who were very active and friendly on April, 29, 2017. The 

tour provided me a great chance to interact with the students as well as Japanese people who 

were in the Miyuki Parade event in Misasa. I am writing to express my impression about the 

tour as well as to deeply appreciate Okayama University members who created the chance 

for me and other students in IPM to attend the interesting activity here. 

First of all, I was very happy to be a member to introduce the Pheasant Memorial 

Laboratory (PML), IPM, Okayama university to the international students in the morning 

on April, 29, 2017. I was very exciting to talk about comprehensive analytical system for 

understanding material science of our laboratory. I introduced how to collect materials from 

the Earth as well as other planets. For examples, sampling rocks from many volcanoes in 

Japan, Ethiopia, Vietnam etc., and retrieving sample from a small body in the solar system 

to bring back them to the Earth by MUSES-C Mission, launched by ISAS’s vehicle in May, 

2003. To understand how and when materials were formed in our solar system, here, we 

developed and are enhancing comprehensive geochemical analytical methods. I explained 

about our clean laboratory with ultimate cleaning condition for geochemical and isotopic 

analyses. Moreover, I have also shown the noble gas laboratory for the students. Ar isotopic 

compositions are determined from rocks to understand the age of rocks based on K-Ar dating 

method. I was very glad because the students were very focusing on our talks and we had 

many interesting discussions after the introduction. We talked about our study in Okayama 

university. We were discussing about volcanoes in Japan which are my subject study. We 

talked about economic management, Japanese language, climate change, environment 

management which related to the students’ major. The students were very excellent and good 

at their major. I was so impressive with the students because they are young people with 

optimistic vision and strong motivation to discover something new in their major. We went 

together to the hotel, one of the place to organize Miyuki Parade festival, by bus. We had a 

quick lunch, exchanged our clothes, and had a party at the end of the day in the hotel. Before 

going to Mitoku Mountain to start Miyuki Parade festival, we had a small travel around 

Misasa town, testing traditional sake in an ancient sake shop, visiting a special temple here 

with the instruction of IPM members, Naoki Yamamoto-san and Masahiro Yamazaki-san. I 

was very pleased by the enthusiastic guidance of Okayama university faculty and IPM 

members. 

Second, I would like to express my feeling on the Miyuki Parade, the traditional Japanese 

festival on the first day of Golden Week (April, 29, 2017). I had a fantastic time to 

communicate with the international students, and many Japanese people who helped us 

wearing traditional Japanese clothes, taught us how to participate the festival, and served 

us various tasty sake during the festival, and finally gave us a warm and delicious party in 

the evening. I was so enjoyable to attend the festival and strongly appreciate all the supports 

from Japanese people in Misasa town, Tottori prefecture. 

Third, I would like to say many thanks to Okayama university members for your valuable 

supports, especially Yamamoto-san who significantly help me and other students for 

translation from Japanese to English and introducing the Japanese culture to us, creating 

friendship between us and Japanese people etc. I feel I am very lucky to be here and to be 

supported in order to comprehend deeply Japanese culture by direct interaction and 

participation to the traditional Japanese events. I am surely that I will introduce both how 

beautiful Japan and how good and friendly Japanese people are to my friends in Vietnam. I 

hope the friendship between Vietnam and Japan is more and more warmly in the future. 

Best wishes, 

Tai Truong Nguyen 
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「三徳山御幸行列三朝温泉大回り」参加 

ブランナールみささでの食事後、一時間ほどまちを歩き、13 時から白装束に着替え、そ

の後、バスにて三徳山へと向かった。三徳山から神輿を下すまで、１時間近くの時間があ

ったため、学生たちは、三徳山の荘厳な雰囲気を楽しむとともに、ほら貝を鳴らすなど、

地域の人々と触れ合う時間を持てた。その後、境内で祈願がなされた後、神輿担ぎが始ま

った。神輿は、非常に重く、不安定であるため、地域の方が中心となりながら、留学生は

サポートを行った。 

神輿を担ぐことは、留学生活では貴重であり、直接日本の文化に触れることができる。

たとえば、神様を迎え運ぶことや、チームワークで行わなければならないといったことで

ある。三徳山を降りると、再度バスに乗り込み、ブランナールみささまで戻った。２時間

近い待機時間の後、三徳山大回りの式典が行われた。式典の挨拶の中には、日本には様々

な神様がいる旨の説明があり、日本人や留学生へのメッセージが送られ、太鼓の演奏など

も行われた。 

  

準備の様子 

  

  

御幸行列出発前の様子 
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三徳山にて 
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前列袴姿左から：林昭男鳥取県副知事、吉田秀光三朝町長、山本仁志鳥取県教育長 

 

19 時の行列は、まちなかで行われたため、開始前からすでに多くの観客が待ちわびてい

た。神輿を運ぶ行列が入ると、狭い路地は人が通れないほどである。三徳山から降りる時

はサポートに徹していたが、この時の留学生チームは率先して神輿を運び行列を楽しん

だ。神輿の重さを感じさせないほど、みんなが力を合わせて笑顔で歩く姿に周囲の観客か

らも応援の声が飛んだ。 

  

  
三朝温泉街にて 
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三朝温泉街にて 

神輿が到着すると、適度な疲労感とともに、様々なメディアから取材などを受けた。留

学生自身の文化体験に併せて、地域の人々も、どのような点に留学生が関心を持っている

のか知りたい様子だった。日本各地で祭りの担い手が減る中で、留学生が興味を持って参

加することに、歓迎の様子が見て取れた。 

「直会」では、参加団体ごとにテーブルが置かれ懇親がはかられた。実行委員の皆様が

各テーブルを周り、英語の片言を交え留学生にねぎらいのメッセージを伝えてくれた。国

や言語を超えてコミュニケーションを取るなかで異文化理解が深められ、終日行動を共に

した実践体験が一体感を生んだ。主催者から岡山大学と鳥取大学に謝辞が述べられた。 

  
取材の様子 直会（なおらい） 
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三徳山三佛寺「山本邦道法嗣」講話 

日時：4 月 30 日 10：30～12：00 

場所：観光案内所「三朝温泉ほっとプラ座」 

講師：山本邦道法嗣（三徳山三佛寺） 

   藤井紀好主幹（三朝町教育委員会事務局社会教育課世界遺産推進室） 

 

山本邦道法嗣の法話 

冒頭に、三朝温泉の紹介ビデオ（英語版）

で、三朝温泉と三徳山のあらまし、六根清

浄（シャカの考え方、お経）の意味などが

紹介された。 

次に日本遺産である三徳山三佛寺の投

入堂の歴史・変遷・位置づけについて三佛

寺の山本邦道法嗣と三朝町教育委員会 藤

井紀好主幹から講話を受けた。 

三徳山三佛寺は、その昔、修験道の開祖、

役行者（えんのぎょうじゃ）が「神仏のゆかりのあるところへ落としてください」と３枚の

蓮の花びらを空に投げ上げると、そのうちの１枚が伯耆国三徳山へ舞い降り、この地に修験

道の行場が開かれたという「蓮の花びら伝説」が始まりであり、これにより三徳山は今に続

く修験道の聖地として栄えている。留学生たちは、三佛寺境内で修験者（山伏）による法螺

貝体験をさせて頂いた。 

また、現在の三佛寺についての説明では、もともとは、アミニズム、シャーマニズムなど

の自然信仰、自然の中に神や仏が入ってきた。神を祀るのが神社、仏を祀るのが寺院であっ

た。それが、時代と共に日本固有の神の信仰と外来の仏教信仰とを融合・調和して祀る流れ

ができた。それが神仏習合（混交）という考え方である。神社への参拝は拍手を打ち、寺院

では拍手は無い。その違いがある。 

さらに、修験道について述べると、この修行は難行であり、険しい山々を駆け巡り、山へ

籠もって厳しい修行を行うことにより、悟りを得るという日本古来の山岳信仰が仏教に取

り入れられた日本独特の宗教である。 

さて、人が“目”で見る世界は、良いものばかりではない。また、人の“舌”は時には悪口も

云う、また、“耳”にも嫌な話が聞こえてくることもある。また、人の“鼻”には、好きな匂い

も嫌な匂いも漂ってくる。つまり、人は社会とのつながりのなかで、良い事もすれば、悪い

事もする。それを清らかにするように心がけて生きようではないか。つまり、「六根」とは

私欲や煩悩、迷いを引き起こす目・耳・鼻・舌・身・意の六つの器官をいうが、欲や迷いを

断ち切って、心身が清らかになれば、幸せになれる。 

「清浄」とは煩悩や私欲から遠ざかり、清らかで汚れがない境地を意味する。さらに、そ

の境地に達することを、三朝温泉が助けてくれる。三朝の湯に浸かれば、身も心もリフレッ

シュして、清らかになることができる。それを「六感治癒」という。 

これが、三徳山と三朝温泉の深い関係性であり、六根清浄のためにはまず、三朝温泉に入

って身を清め、心を整え、そして翌朝に三徳山に入るのがよいとされている。つまり、三朝

温泉では、ゆったりと湯治を行うことで、観、聴、香、味、触、心という「六感」が癒され、

三徳山では、神聖な山で過酷な修行をすることで、目、耳、鼻、舌、身、意という「六根」

が清められる。すなわち、「六根清浄と六感治癒の地」とは、人と自然が融合する日本独自

の自然観を特徴的に示したストーリーであるといえ、これが国に認められて「日本遺産」第

１号に認定されたのである。 

また、三佛寺 10 月の大祭で行われる「三徳山火渡り神事」は、「六根清浄」の「意」にあ

たる、三佛寺の秋季における重要な法要であり、国宝投入堂参拝が叶わぬ者でも、火の上を
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素足で歩くことで祈りが届くとされているが、この火渡り神事では、日頃、悪行を重ねてい

る者は、熱くて渡れない。心が清らかな者が渡ることができる。 

 

留学生からの質問 

質問１ 

この神仏習合（混合）や六根清浄に関する考え方は、日本人でも理解が難しい概念であり、

山本邦道法嗣からの説明に対して、留学生から「悪いことをしている自覚がない者が火の上

を渡ったときに、仏が悪行を行っている者としてジャッジした場合は、熱くて渡れない場合

があるのか」との質問があった。 

 この問いに対しては「渡れるように清らかな心で生きましょう」と返された。 

 

質問２ 

「神輿を下ろす業は、石段がとても急で大変だった。ただ、下りよりも逆に登りの方がき

ついので、社へ返すほうが大変なのではないか」との質問があり、「その通り、そこは地元

の神仏に仕える専門家が返すので大丈夫」と返された。 

 

質問３ 

「行列の神輿には蔵王権現など神々が乗っており幸せの願いをかなえてくれる、との説

明があったが、角がある珍獣の上に乗っているとは、西洋で言うユニコーンなのか、また、 

祈願したら願いを叶えてくれると言うが、お金を欲しいといったら叶えてくれるか。」との

問いに対して、「地蔵堂にある小さい神輿に乗っているのは「子守権現」であり、変身して

神になった。子供を守り、また、長生きができるよう祈願がされる。また、文殊堂にある大

きい神輿は、「文殊菩薩」であり仏様、知恵の仏・菩薩が変身して、勝手権現となった。３

つある神のうちの２つが神輿に乗っている。また、神仏習合（混交）の考え方を「変身」と

説明したが、実際は同じものと考えてよろしい。それぞれの願いが叶うように精進すること

が大切である。皆さんが担いだ神輿は重かったでしょうから、皆さんの願いはきっと叶うと

思う。」と返された。 

 

質問４ 

「世界的にみても、神と仏が存在して、それが一体となるのは日本だけか」との質問に対

しては「神と仏が一体となる。神仏習合あるいは神仏混交ともいうが、日本だけである」と

返された。 

 

質問５ 

「獅子舞、武者、いろいろな役があったが、どういう意味があるのか」との質問に対して、

「たとえば、獅子舞は神の先導役、武者は守る役目、神輿をかついだひとは神の人（ジンニ

ン）と呼ばれ、神様に仕える人である。衣装は、心に穢れが無いようピュアであるため白装

束である。仏に仕える僧侶は、髪をまるめる。昔は、神輿を担ぐ前の１週間は酒をはじめい

ろいろなモノを絶って身を清めた。さらに、昔は、神輿を担ぐ人（神人）の家は決まってい

た。代々、直系の男子（養子はだめ）、世襲であった。また、女性は担ぐことができなかっ

た。現在は、文化を知ってもらうために女性の参加も OK となった。去年、この大祭を復活

する際に話し合いが持たれ新しい時代に対応すべきであるとの考えで一致した。」と返され

た。 

 

質問６ 

「旗には五色が使われていたが、何の意味があるのか」との問いに、「お釈迦様が亡くな

ったときに、釈迦と人をつなぐために５色の糸が放たれ、人々を結ぶものとして、使われる

ようになった。また、５色は人の身体を表している。赤は血、黄色は肌など意味がある。」
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と返された。 

 

質問７ 

「外国人が神輿をかつぐことへの地元の皆さんの気持ちは」との問いには、「例えば、山

上には、梵天をつけた法螺貝を吹く外国人（ロシア人）の修験者がいたと思うが、彼は修験

者として、身体や心を鍛え、山中で常に修行して「得度」済みであり、外国人の修行者が増

えてくれることは、とても嬉しいことである。」と返された。 

 

質問８ 

「修験者にはライセンスがあるのか、修行は厳しいというが、だれでもなれるか、また、

女性でもなれるのか」との問いに、「炎の祭典「三徳山火渡り神事」では、女性の修験者も

参加している。皆さんも興味があれば、ぜひ、参加してみてもらいたい。」と返された。 

 

 

振り返り会 

日時：6 月 2 日 17：00～18：00 

場所：岡山大学 L-cafe 

 

学生 10 名に加え、教職員は藤本と岩淵、山本の合計 13 名で振り返り会を行った。留学

生は、三朝町をどのように捉えたのかをまとめておきたい。 

 

・御幸行列を続けるには、人口減やコストの面を考えるだけではなく、行列を続けていく気 

持ちを維持することが大切であり、外国人は、日本の文化に興味があるために、参加を続 

けたいだろうが、日本人にとっては、一度で十分だと感じる人もいるのではないかという 

意見があった。 

・学んだことは、お祭りのメカニズムであり、御幸行列がどのように行われ、機能し、どの 

ように地域の人たちが準備しているのかということや儀式の持つ意味についてである。 

岡山に来る前は、岡山は田舎だと聞いたが、実際には田舎ではない。三朝に行き、田舎の 

風景を楽しみ、新しい視点から考え、多様な人が、一つのことを成し遂げていくのがおも 

しろかった。また、たくさんの人が留学生に声をかけ、親交を深められたことも良かった。 

・御幸行列に対しては、夜の行列の美しさに感動したが、課題は、待ち時間が長かったこと 

や、蚊に刺されたことが残念であった。希望としては、最後の片づけまで地域の皆さんと 

一緒にいたかった。 

・2 泊 3 日の研修はちょうどよく、温泉は、熱いが大変良かった、また、河原の温泉も良か 

った。食事をする場所を探すのに苦労したが、御幸行列では、地域や鳥取大学の学生との 

交流、一緒に食事ができて良かったという意見があった。お酒の量にも驚きがあった。 

・御幸行列の参加は、公用車の移動のため、お金を払う必要はなく、自分たちで行くのも難 

しいため、この企画は大変良かった。そして、三朝の人たちは親切で、人と人との繋がり 

が密で素晴らしいという意見があった。問題点は、事前にお祭りの情報がもっとほしかっ 

たことや、衣装や祈りの意味などの説明が事前には十分ではなかったことである。和尚さ 

んのお話は大変興味深く、もっと多くの時間を欲しかったという意見が挙がった。食べて 

いるものや修行の方法などである。 

 

留学生は、三朝の訪問は非常にユニークであり、楽しく、文化体験を積むことができるも

のと感じている。引率教員としては、地域のサポートのおかげで、トラブルもなく、充実し

た研修ができたと感じている。地域の方々からあたたかい支援を頂いたが、留学生の意見が

まちづくりに貢献し、世界発信の一助になればよいと考えている。 
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 L-café で開催された振り返り会 

 

参加者感想 

【教員】 

（岩淵 泰） 

昨年度に続き、三朝で留学生に対する実践型教育が行われた。昨年度は、実験的に行い

単位がなかったが、本年度からは、講義や準備、実体験を含めて、単位を出すプログラム

に変更した。大学・地域・留学生を繋げるプログラムは、インバウンドの増加や留学生の

力や視点を役立てたい地域側のニーズと、日本文化を体験したい留学生の希望、そして、

研究・教育のプログラムとして構築する大学側の努力によって開講できるものであるが、

岡山大学では留学生に対する地域学習が充実し始めていることを、学内・学外に対して積

極的に PR をし、岡山大学で学ぶインセンティブになればよいと考えている。 

また、地域プログラムにおいては、現地をコーディネートできる人材が不可欠である。

研究・教育のきっかけを提供できる職員がいるからこそ、大きなトラブルもなくスムーズ

に合宿形式の学びを提供することができる。 

本プログラムは、文化体験、温泉などの健康増進、おいしい食事、そして、交通などが

それぞれ充実しており、留学生にとっては魅力的なものとして受け止められているといえ

る。教員としては、日本の地域において、祭りなどのコミュニティ活動が維持できなくな

っている一方で、観光等の地域の魅力を上げていかなければならなくなっている点を留学

生に理解してもらい、また、自身の研究分野を活かすことを追求していきたい。岡山大学

にしかない学びと体験を提供したいと考えている。 

 

(藤本 真澄) 

日本文化を知るには、日本にいなくても机上やインターネットで知ることができる。グ

ーグルのおかげで、その場に行かずとも航空写真を見ることもできる。しかし、実際に体

験はできない。日本に留学を決め、しかも地方都市である岡山を選択した留学生たちは、

日本の伝統文化に強い興味を示す。地方に伝わる風習や神事について、その存在すら知ら

ない彼らに、その機会を与える授業は、知識を得るだけではなく地域の人たちとの交流を

通じ、その土地の特色や神事の意味など、幅広く検証できる意義のあるものとなった。御

幸行列については事前授業で簡単な説明をしていたが、実際に大小のお神輿を担ぐまで、

お神輿の重さや神社から公道までの階段の急な勾配、慣れない衣装など、想像をはるかに

超えた体力の消耗があった。慣れない草履が痛く途中で運動靴に変えたいと言い出す留学

生が１名いたが、参加者全員がその時代の衣装をまとっての行列であることを説明した後

は最後まで草鞋で歩ききることができた。 

留学生は日本での滞在期間に限りがあるため、このような実践型教育体験は、知識の構

築のみならず一生の思い出になることであろう。三朝町については、留学生が SNS で発

信することで、留学生という媒体を通じ、地域の国際発信につながる。そしてこの国際発
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信こそ、単なる紹介ではなく実体験に基づいた感想であり、それゆえに説得力のある内容

になる。 

次回への課題は、御幸行列は３年に１度の開催なので、次年度の取り組み内容を考える

必要があるという点である。幸いにも三朝町を始め鳥取県には多くの伝統行事や風習が残

っている。何をしようかとすでに今からわくわくした気持ちでリサーチをしようとしてい

る自分がいる。 

 

（三村 聡） 

地域創生における観光分野に期待される役割は、地域の経済効果だけでなく、地域の活

性化や振興への貢献である。地方創生の中で「世界が訪れたくなる日本を目指していく」

ことが謳われ、最近では「観光立国推進基本計画の閣議決定」（平成 29 年３月 28 日）が

発出されている。そこでは、観光立国の実現に関する目標として、国内での旅行消費目標

額を平成 32 年は 21 兆円と定め、外国人旅行者数やその消費額等の諸々の観光に関係する

テーマについても様々な数値目標を定めている。この目標達成に向けて、オールジャパン

で取り組みを進めるため、例えば、東京や京都、富士山を訪れる人の流れが主流である現

状を打破して、地域へも外国人を呼び込む流れを創出する施策やシナリオを描く取り組み

を考える必要性が示唆されている。具体には、国内外から選好される魅力ある観光地づく

りに始まり、文化財を中核とする観光、公的施設の公開・開放、古民家の再生、ナショナ

ルパークとしてのブランド化、農山漁村の確立・形成、良好な景観に関する観光資源の保

護など、もろもろのテーマが提案されている。そこでは、外国から観光客を誘致すること

で、国際交流を通じて外貨を獲得して国内経済を活性化させ、外国人観光客誘致により地

方創生をめざすシナリオを政府が描き、それを地方創生の一環として、各自治体が受け持

つ環境を整える必要性が指摘されている。 

こうした中で、日本遺産第 1 号に選定された三朝温泉は、本格的な観光都市が持つ伝統

行事や遺産を活用して、如何にその魅力を国内外に発信しようとしているか、昨年（平成

28 年）の「陣所大綱引き」、今回（平成 29 年）の祭事「御幸行列」と 2 年連続で留学生

と共にお世話になり、地域の皆様方の心意気とエネルギーの強さ、そして太古からつむい

できた継承すべき誇りの高さを痛感させて頂いた。つまり、三朝温泉が鳥取県の「国内外

から観光客を呼び込む起点・拠点」としての役割を担い、訪れた国内外の観光客を如何に

して日本遺産としての観光的に魅力あるスポットへお誘いするか、関係する諸団体や自治

体が連携しあい、同じテーブルで政策や施策シナリオについて、想像をはるかに超える長

い時間にわたり、議論を重ねて来られたことを実感できた。特に、古くから重んずべき祭

事の伝統を継承しながらも、新たな試みとして外国人（留学生）を格式高い伝統行事や地

域コミュニティの輪を構成する「信頼できる仲間」としてお認め頂き、そこへ岡山大学の

留学生たちが、日本の文化を学びたいとの素直な心で参加させて頂いた。この時間と空間

の体験は、生涯の貴重な思い出に刻まれる「かけがえのない幸せ体験」であると確信し

た。 

留学生と日本人学生は、「三朝温泉」と「三徳山三佛寺（さんぶつじ）」という最高の舞

台をお借りして、さらに、平成 28 年 10 月 21 日 14 時 07 分に発生した鳥取県中部を震源

とする地震の復旧・復興祈願を兼ねた「御幸行列」への実践的な参加を通じて、「異社

会」（日本の固有性要素を色濃く有する地域社会）、「異文化」（世界遺産と日本遺産からみ

る日本文化への気づきや神仏習合からみる日本人の宗教観）、そして日本人の心や魂のふ

るさと（アイデンティティ）を学ぶことができた。 

今後とも、三朝が世界に冠たる「世界が訪れたくなる日本」の都市となるよう更なる発

展を遂げ、併せて、鳥取県の地方創生の拠点となられることを祈念させて頂きたい。 

最後に、温かくお迎え頂いた、三朝の皆様や関係者の皆様方、そしてコーディネート頂

いた鳥取県から本学へご出向頂いている山本直生様に、改めて、心より深く御礼申し上げ

たい。 
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【地域の関係者】 

＜林昭男・鳥取県副知事＞ 

・三徳山にまつわる多くの関係者が集い、盛大に祭典が催され、地震からの復興を実感し

ました。 

・岡山大学の皆さんをはじめ多くの若者が最後まで頑張っておられた姿にも感銘しまし 

た。 

・神輿は重かったでしょうが、沿道や地域の人々との交流は貴重な経験だった思います。 

・若い皆様にはＳＮＳなどにより、三徳山や三朝温泉の魅力を伝えて頂けると有難いで

す。 

 

＜山本仁志・鳥取県教育長＞ 

・三徳山の文化的に貴重な祭典を目の当たりにできて感動しました。 

・地域の方々が継いでいる雅楽や笛太鼓にも心ひかれました。 

・岡山大学の皆さんも烏帽子に白装束がとても似合っていました。 

・留学生の方々をはじめ地域に集う人々に支えて頂き今後も盛大に祭りが続くよう願って 

います。 

 

＜新藤祐一・三徳山御幸行列三朝温泉大回り実行委員会委員長/三朝温泉観光協会会長＞ 

観光業というのは、これからやっぱり、外国の人たちも、きちっと受け入れていかない

といけないと思っていますんで、日本の伝統文化を、ちゃんと世界に伝えて行きたいなっ

ていう風に思います。(日本海ケーブルネットワーク取材･放映インタビューコメントより引用) 

 

（山本邦彦・三徳山三佛寺法嗣／法名：邦道、実行委員会事務局長、保存会庶務幹事） 

外国の学生が日本文化に関心を持っていただくだけで、嬉しく有難く思います。その中

でも、私達の御幸行列は、室町時代から続けられてきた、日本の神様や仏様に関わるもの

であり、日本人の精神文化の根底をなすものであります。時間が短かったため、私の説明

が伝わりにくかったと思い、大変申し訳なく思っています。それでも熱心に聞いていただ

き、日本人の心の中に受け継がれている心情を少しでも理解して頂いたと思うと、嬉しく

光栄に思います。日本人は一神教ではなく、多くの神仏を寛容に受け入れます。違う価値

観でも受け入れる心の広さを培っています。その上で、全ての人々の様々な願いが叶うよ

うに神仏にお伝えするのが、この行列なのです。学生の皆さんに生涯の思い出として、心

に留めていただくと有難く嬉しく思います。 

（藤井紀好・三朝町世界遺産推進室主幹） 

昨年の「三朝のジンショ」に引き続き、今年開催された「三徳山御幸行列～三朝温泉大

回り～」に参加いただいたことは、異文化交流であると同時に、主催者側としては行事に

関わる担い手の確保という側面をもった事業であり、双方にとってメリットの大きいもの

であったと感じました。 

 文化を学ぶためには、地域住民が、外部からの参加者を寛容に受け入れることが前提と

思いますが、本町の場合、これまでの岡山大学との関わりがその礎になったと感じまし

た。 

参加いただいた外国人学生も、その土地の人の中に交わり、汗をかき、言葉を交わし行

事そのものを体感いただけたのではと思います。 

非常に有意義な事業であり、本町としては継続した交流が図られればと感じました。 

 

（岩本志信・三徳山御幸行列保存会行列部会長） 

「岡山大学の協力を得て」 

 集落住民の高齢化等で、毎回、参加者を集めるのに苦闘していましたが、今年は岡山大

学から 24 名の参加を得て大変助かりました。また、外国からの留学生も沢山参加してい
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ただき交際色豊かな行列となりました。有難うございました。次回もよろしくお願いしま

す。 

 

（松原成利・三徳山御幸行列保存会行列部会副部会長） 

 岡山大学の皆様には、個々の役柄を通じて御幸行列を大いに盛り上げて頂き、誠にあり

がとうございました。 

この度の異文化交流授業の皆様の参加は、報道でも取り上げられ、我々の伝統文化保存

活動を世間に知って頂けるよい効果があったと思います。 

今後、日本国内のみならず、それぞれの皆様の本国にも知られ、大勢のお客様が三朝の

地を訪れてくだされば有難いです。 

 一般と違い、寺院の御神輿は静々と進みますが、マナーも良好でしたので、次回も多数

のご参加を期待しております。 

 

（中島力・鳥取県｢学びの場とっとり｣創生事業スタッフ、３月まで鳥取環境大に在学） 

4 月 28 日〜30 日にかけて三朝町で行われた御幸行列にサポートスタッフとして参加し

ました。当日は岡山大学の留学生とともに伝統行事に関わり、三朝町における御幸行列の重

要さや今までの慣習を変えていく考え方を見ることができ、勉強になりました。 

 

（伊藤毅・鳥取県「学びの場とっとり」創生事業前スタッフ、成蹊大学法学部 3 年） 

今回は初めて来られる方々が大半で、見るもの全てに興味を持ってくれてすごく新鮮に

感じました。 当たり前と思っている地域の良さを多角的に捉えることで魅力の再発見に繋

がると思いました。 

 

（山本直生・岡山大学惑星物質研究所総括主査） 

 皆様、この度もたいへん感動的で遣り甲斐のある事業に関わらせて頂き、心から感謝申

し上げます。昨年の同時期の三朝温泉花湯まつり「陣所」（大綱引き）に続き岡山キャン

パスの皆さんに地域を盛り上げていただき、地元の皆さんとの信頼がまたさらに深まった

ことが、寄せられたコメントにも滲み出ていて大変嬉しく思っています。 

さて、こういう機会ですので少し紹介させていただきますと、岡山大学と三朝町及び鳥

取県とのご縁の始まりは、昭和 5 年（1930 年）に簡易保険 1 日巡回診療で三朝温泉に逗

留された、当時岡山医科大学に研究生として籍を置く、のちに岡山県知事となられた三木

行治医師の「この温泉を利用して病気治療をしては」といったアイディアであったこと

が、岡山大学二十年史（以下「二十年史」）に記されています。そして、その後の、三木

医師を始めとする大学や旧三朝村、鳥取県の多くの関係者の精力的な設置活動によって、

昭和 14 年（1939 年）に温泉医学に関する研究と診療を目的とする岡山大学三朝温泉療養

所が開設されました。当初の約 5 千坪の敷地は当時の三朝村が購入して大学に寄付された

ものですが、その財源には、鳥取県の補助をはじめ、なんと鳥取県内全市町村からの寄付

が充てられています。さらにいえば、昭和 23 年（1948 年）頃の占領下、CIE（GHQ 民

間情報教育局）の「中国地方に総合大学一つ」の方針のもと、広島と岡山、松江が有力視

され誘致合戦が行われる中、「特に、鳥取県では岡山誘致に熱心で、わずか数日間で 10 万

人近くの賛成署名を獲得するなど大きな成果を収めた。」（二十年史）と特筆されるなど、

爾来 88 年に及ぶ岡山大学と三朝や鳥取県との深い縁による信頼関係は掛け替えのないも

のとなっています。長い年月の間に、研究の主流は医学系から地学系に変遷し、その視野

は宇宙規模に拡がる一方で、医療センターなどの顔の見える大学機能は縮小して参りまし

たが、三朝地域の人々の岡山大学に対する敬慕の情は変わりなく、逆に何らかの形でもっ

ともっと関係が深まるように期待されていることを、本件のような地域連携事業の地元関

係者調整や実施を通じて非常にありがたく実感しています。 

今後もこのような留学生を中心としたグローカル（地球規模の視野で考え地域視点で行
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動する[Think globally, act locally]）な異文化交流事業を通じて、将来は例えば、岡山大学

の留学生や日本の学生が、日頃学んでいることを、三朝を始め、人口最小でまとまりが良

く、長年の信頼関係に基づき、親和性の高いレスポンスが期待できる、鳥取県地域の人々

にご披露いただき、自己の学びを定着させていただくような、年間を通じた学生と地域の

人々の学びの場に昇華させていくのも有用だと思います。最近話題のキーワード「1 億総

学び社会」の到来と、多くが東京で学ぶ社会の終焉に向け、総合大学のない鳥取県に相応

しいポテンシャルと深い絆を持つ岡山大学ならではの取り組みをぜひ期待しています。 

 最後に、このような妄想を夢見させていただけるような、素晴らしいハートと実力をお

持ちの教職員の皆様、特に、AGORA（地域総合研究センター）の三村先生、岩淵先生、

山脇様、L-café（国際教育オフィス）の藤本先生、事務局の森山学務部長には、熱い情熱

を三朝や鳥取県に注いでくださり、心から御礼申し上げます。志ある皆さんに巡り会えて

本当に良かったと深く感謝しています。また、6 月 2 日（金）に L-café で開かれた最終授

業では、多くの留学生が「実は今回、できれば、御幸行列の翌日は、神輿や衣装の後片付

けを手伝って、最後までやり遂げたかった。」と口々に真剣に語ってくださり、世界標準

の責任感に触れた感激に胸が熱くなったのを覚えています。そんな今、前述のような妄想

が現実になりそうな予感を感じています。前出の三木元岡山県知事（元岡山大学施設整備

委員会長）は岡山大学創立 10 周年記念式の祝辞で「もしわたしども県民がお役に立つこ

とがございますならば、ぜひとも微力ながら力を尽くさせていただきたいと用意している

のでございます。」（二十年史）と仰っています。立場には雲泥の差がありますが私の思い

も同様です。 
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資料編 

御 礼 
 

Ｈ29 年度三徳山御幸行列三朝温泉大廻り実行委員長 新藤祐一 

三徳山御幸行列保存会会長 長安顕彦 

同   行列部会長 岩本志信 

 

天候に恵まれたゴールデンウイークも終了し、日常の生活が戻ってまいりました。 

今年の御幸行列は、ゴールデンウイークの初日（４月２９日）の夜間に実施しました。

皆様にはご予定があったと思いますが、それにも関らず行列に多数参加いただき有難うご

ざいました。また、夜遅くまで衣装の片付けに関わっていただきました着付け係の皆様、

準備・片付けに奔走していただきました行列スタッフの皆様、有難うございました。おか

げさまで、御幸行列は約 150 名の参加者を持って成功裏に終わりました。 

保存会としては今後も御幸行列を定期的に継続していく覚悟でおります。皆様には今後

の御幸行列にもご協力いただきますようお願い申し上げます。以上、簡単ではございます

が、御礼とお願いとさせていただきます。有難うございました。 

 

 

 

平成２９年度 「三徳山御幸行列三朝温泉大廻り」行列隊形 

役 柄 参加者 役 柄 参加者 

1 先導役 新藤祐一  

26 神輿（小） 

  

2 大幡持 マリギン    

3 法螺貝 谷口 田中祥祐   

4 露払（武族） 鳥越靖博 山本直生   

5 天狗 入江正美 入江則仁 27 馬持（小） 田栗裕也 
知久馬純

平 

6 獅子（1） 
津村洋一 石田恭二 

28 榊担（大） 
伊藤敏寛 入江伸行 

野口雅士 知久馬英人 吉田賢史 井田好廣 

7 獅子（2） 
朝倉 聡 津村正紀 

29 三宝持（大） 
岩山靖尚 太田直人 

岩本壽博 岩山 寛 横山 仁  

8 雅 楽 

長安伸明 河原浩之 30 勝手権現 赤坂英樹  

入江秀樹 谷口浩二 31 護衛（武族） 吉田拓也  

相見親稔 谷口リエ 32 鏡持（大） 吉田祐一  

谷口明日

香 
幸田直人 

33 

神輿（大） 

奉行渡辺一由 

31 名 

岸田寿和 馬野貴幸 

尾﨑弥華 田口しとみ 村岡 誠 村岡将範 

9 五色幡 

エレナ 松田麻希子 村岡 健 平 京二 

木下智子 福山絵美 米原 淳 前田 猛 

濱本結衣  徳本 功 津村安雄 

10 御幣持 森山 睦  竹部且人 竹部和也 

11 大久保佐馬祐 藤井公典  米田佳歩 吉田崇宏 

12 寺院方 米田良中  
吉原奈津

美 
西尾慶子 

13 大傘持（1） 谷川信昌  斎木 傑 
飯田奈都

希 

14 三院方 

清水成真 鈴置瑞澄 野田幸宏 亀岡靖崇 

山本邦道 米田良順 宮川卓也 関 栄司 

鈴置光深  稲本俊彦 志野遼太
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郎 

15 神官役 大坂芳郎  

  

谷内口瑞

月 
藤井智弘 

16 僧中役 米田良現  山崎征洋 ルイーザ 

17 宝灯役 藤本真澄  
エイドリ

アン 

ジャステ

ィン 

18 宝灯持役 秋崎賢一    

19 蔵王権現 吉田 薫    

20 大傘持（2） 長安雅文    

21 榊担（小） 
稲葉 誠 内田成則   

北岡直樹 秋山俊二   

22 三宝持（小） 
山﨑 勲 吉田秀二   

内田昭男  34 馬持（大） 小滝泰冬 分玉聡成 

23 子守権現 吉田俊一  35 唐 櫃 山本俊憲 森木良輔 

24 護衛（武族） 伊藤 毅  

36 願人（来賓） 

林 昭男 山本仁志 

25 鏡持（小） 津村達雄  西山信一 横山隆義 

米田

26 

神輿（小） 

奉行 森嶋誠美 

31 名 

小浜英樹 小椋秀一 吉田秀光 福田茂樹 

能見春雄 近藤秀樹 西田寛司 森下洋一 

能見和典 入江治海 相見正二 藤井博美 

入江大輔 長安孝明 岩崎元孝 松原弘文 

森下 翼 神原一文 山口 博 
中信貴美

代 

福松勇希 山中友和   

松原真悟 徳丸 潤   

三村 聡 岩淵 泰 37 行者太鼓 5 人  

松下哲也 ジョン 
38 行列奉行 

岩本志信 松原成利 

中島 力 ジェニー 米田親史  

ベサニー リアン 

39 

提灯行列 

（式典から参

加） 

岩本美樹 山下 勇 

カテリー

ナ 
タイ 布廣俊晴 

鳥越 孝 

（式典の

み） マデレン ニュン  

チョウ クェ   

屋城ヒロ

キ 
ガーティエ   

 

 

 

平成２９年度 「三徳山御幸行列三朝温泉大廻り」行列隊形 

役 柄 参加者 役 柄 参加者 

ス 

タ 

ッ 

フ 

来賓着付け 森嶋千歳 布広恭子 

役者着付け 

糸井理彩 杉野ほなみ 

役者着付け 

長安節子 福安真由美 中西彩歌 西村ひかる 

能見真由美 長安三代子 関 絵美 大坂和子 

徳丸恵子 能見京子 谷口瓔子 徳永美佐子 

入江和江 須田洋子 松原仙江 森木ミツイ 

石田恭代 山本美千子 山下しのぶ 山本光江 

能見依佐子 相見鈴子 山本葉子 吉田研子 

徳丸良子 山本睦美   

放送 観光協会      

式典・直会司会 能見 隆 長安顕彦     

接 待 
津村 功 吉田義宏     

商工会      
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受 付 

貴重品管理 

馬野忠嗣 政門利昭     

山本勝徳 津村猷徳     

設 営 三朝町役場 観光協会 旅館組合    

 

凡例 

 弁当  三朝町役場  鳥取大学  岡山大学 

※赤字は神輿付通訳奉行 

 

 

神輿納め・衣装片付け（４月３０日） 

神輿納め 衣装片付け 

松原成利 森嶋誠美 山本勝徳 吉田義宏     

津村 功 馬野忠嗣 津村猷徳 米田良中     

清水成真 米田良順 鈴置光深 北岡直樹     

吉田秀二 福松勇希 松原真悟 山本俊憲     

森木理典 金岡賢一 安藤祐太 吉田隆悦     

秋崎賢一 山本和樹 吉田崇宏 吉田真樹     

吉田賢史 吉田 薫 吉田祐司 渡辺一由     

観光協会 観光協会 観光協会 観光協会     

観光協会 岩本志信 米田親史      

鳥取大学 鳥取大学 鳥取大学 鳥取大学     

鳥取大学 鳥取大学 鳥取大学 鳥取大学     

鳥取大学 鳥取大学 鳥取大学 鳥取大学     

鳥取大学 鳥取大学 鳥取大学 鳥取大学     
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