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はじめに

２０１２年２月１３日より２月１９日まで大峰悠矢大学院
生（解剖学講座），笠原正彰大学院生（解剖学講座），
佐藤絵美子大学院生（オーラルメディシン・口腔
外科学講座）が，金子 譲理事長，井出吉信学長，
井上 孝大学院研究科長，各所属講座主任教授なら
びに大学のご厚意により，大学院Elective Study の
一環として，アメリカ・ハワイ州ハワイ島・オアフ
島での海外研修の機会を得ることができた。３名
は国立大学法人鹿児島大学北米教育センター（井手
祐二センター長・特任教授）の主催する海外研修基
礎コースに参加した。
研修内容は２月１３日より１５日までオアフ島にて主

にハワイ大学マノア校の訪問や現地の歴史博物館，
コイ養殖場，海洋研究所等の見学を行い，ハワイ大
学カピオラニ・コミュニティ・カレッジではハワイ
の観光産業のホスピタリティとツーリズムを学ん
だ。
１６日から１７日は研修場所をハワイ島に移しハワイ
大学ヒロ校の訪問や火山研究所，コーヒー農園の見
学を行った。なお，本稿では笠原大学院生がオアフ
島での研修について，大峰大学院生がハワイ島の研
修の概要をそれぞれ報告し，佐藤大学院生は本研修
の根幹の一つであるハワイ大学での研修について報
告する。

１．オアフ島
笠原正彰（解剖学講座）

１）２月１３日 Kodama Koi Farm見学，Oceanic
Institute 見学，Bishop Museum見学
Elective Study の目的の１つである海外で働くと

はどのようなことなのか，そのことを知るべくハワ
イで鯉農場（Kodama Koi Farm）を営むコダマ氏に
貴重な話をしていただいた。ハワイは気候がよく水
が豊富であること，また日系人などスタッフの質が
高いことのメリットや逆に地価が高いことや人件費
の高騰などのデメリットも伺うことができた。
同様に目的の１つである現地の歴史・風土・文化

の学習として，ハワイの水産業や養殖の研究をして
いるOceanic Institute の見学を行った。ハワイで
２０００年代から養殖が盛んに行われてきていること，
水産業としては紀元前１０００年から行われていること
などを知ることができた。また，一日目の最後とし
てBishop Museumを見学しハワイ建国における歴
史の成り立ちを肌で感じ取ることができた。

２）２月１４日 Pearl Harbor 見学，Ka papa Loi O
Kanewai 見学，University of Hwaii Manoa での
講義，現地学生との交流，Pagoda Hotel にて「海
外で働く」ことについての講義
Pearl Harbor では，併設する博物館を見学し，史

実に基づいて作られた実写映画をシアターで観覧し
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たのちに戦艦アリゾナの上に造られた慰霊碑を見学
した。太平洋戦争の歴史を米国側からの視点で考え
ることにより，物事を広い視野でとらえるきっかけ
となった。
Ka papa Loi O Kanewai とはハワイ大学の敷地内

にある公園であり，３０年前に当時ゴミ捨て場とされ
ていた場所を学生達が清掃し，現在ではハワイの歴
史や文化を研究する公園とした。具体的には，ハワ
イアンの主食とされてきたタロイモの栽培やハワイ
に伝わる伝統的な建築物の建立などをしている。驚
くべきことに，これらは全てハワイ大学の学生がボ
ランティアで行っているということだ。学生達に公
園の案内をしてもらい，ハワイの神話や言語に関し
て教えてもらうなど有意義な時間であった。尚，同
大学についての講義や交流については佐藤大学院生
の稿に記載があるので省略する
二日目の締めくくりとして，滞在先のホテルにて

「海外で働くこと」とはどのようなことなのかを自
分たちで考え，それを言葉で表し発表をした。そし
て実際に海外で活躍されているコーディネーターの
井手先生を含めた３方を招き，実体験を詳細に話し
て頂いた後，それを基に最初に発表したことを反芻
した。具体的な話を聞けたことで学生達は最初の発
表と異なり，より明確にテーマを意識した内容を考
え発表を行い，大変な盛り上がりを見せこの日は終
了となった。

３）２月１５日 University of Hawaii Kapi`olani Com-
munity College にて Hawaii の歴史，文化，言語

について講義，現地学生との交流，ホスピタリ
ティについて講義，食事会
オアフ島滞在最終日となったこの日はハワイ大学

で一日研修をした。二日目同様，同大学の内容につ
いては省略する。
最後に，今研修を通して海外で活躍されている

方々の話や現地学生との交流，土地の文化や風俗を
勉強させて頂くことで，「海外で学ぶ」ということ
の理解に大事な一歩となったことを確信している。
将来的に海外で活動する際にはその指針となる得難
い体験であった。

２．ハワイ島
大峰悠矢（解剖学講座）

はじめに，今回のElective study に行かせていた
だいた井出吉信学長ならびに大学関係者の方々に深
く感謝申しあげる。研修の後半（２月１６日～）はヒロ
空港からハワイ島に移動した。通称「ビッグ・アイ
ランド」であり，未開拓の原野や国立公園が広がる
美しい土地である。移動は主にハワイ島を一周する
形でバスにておこなわれた。初めコナ空港に到着
し，昼食をとったのち，日本人が数世代にわたり開
業・経営してきたコーヒー農園と併設のKona Cof-
fee Museumを見学した。ここではコナコーヒーの
ありとあらゆる商品が陳列され，そのフレーバーの
味わいを堪能することができた。その後，ハラダ・
ヨウコ氏の経営する Princess Radaha Farmに向か
い，米国における農場経営の成功譚を拝聴した。
最後に世界で最も美しいとされる Pu`uhonua O

図２ パールハーバー図１ オアフ島ワイキキビーチ
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Hōnaunau National Historical Park の浅瀬に囲まれ
ながら，しばしその潮騒に現実を忘れた。初日の夜
は空港から３０分ほどの距離にあるラクジュアリなホ
テルKona Seaside Hotel に宿泊した。
翌日は晴天であった。早朝から再びバスに乗り，

Hamakawa Macadamia Nuts Company を訪問し地
元マカデミアナッツ産業の発展を見学したのち，
Puukohola Heiau National Historic Site に至った。
ここは神殿跡がおぼろげに残されている景勝地で
あった。その後，７００km２，ハワイ島の面積の９％
にも及ぶ Parker Ranch を舞台袖に移動していたと
ころ，豪雨となり直接Akaka Falls State Park に向
かった。この国立公園では２０分ほどの鬱蒼とした熱
帯のハイキングコースを歩けるようになっており，
アカカ滝と幾つかの滝が観覧できる。この滝は世界
で最も落差があり，その高さは１２８mにも及ぶ。映
画ジュラシックパークのモデルとなった舞台であ
り，深い感銘を覚えた。
１５：００を過ぎるとUniv. of Hawaii at Hiro にて火
山学の講義が行われた。拙い地学の知識を思い出し
ながら傾聴することができた。火山に上る際に予定
変更となり，カルデラから数百メートルの距離にあ
る Jaguar Museumにて火山と人々の闘争の歴史を
見学できた。やがて日没を迎えると，橙色の煙を吹
いたカルデラは徐々にその色彩を増し，辺りが暗闇
になるころにははっきりとその姿を確認することが
できた。
最後の夜は岬に位置するNaniloa Volcanoes Re-

sort に宿泊し，研修の成功を祝福した。翌日はヒロ
空港から再びホノルル国際空港に降り立ち，そして
成田に向かった。
最後に，今研修を通して様々な職種にふれ温暖な

気候の中での農業，水産，商業などに対する考えを
深めることができた。今後とも広い分野に目を向け
て精進したい。

３．Elective study に参加して
佐藤絵美子

（オーラルメディシン・口腔外科学講座）
はじめに，このような機会を与えて下さった方々

に感謝すると共に，後輩の方々にはぜひElective
Study に参加して何かを得てくれればと思う。私

は，印象深かったハワイ大学について，報告させて
頂きたい。まず，ハワイ大学は，３つの４年生大学
と７つの２年生短期大学の計１０校からなる。
今回訪れたのは，オアフ島のマノア校とカピオラ

ニ・コミュニティーカレッジ，ハワイ島のヒロ校
の３校である。マノア校は，世界約８０カ国より約
１８０００名の学生が学んでいるハワイで最大で最も知
名度の高い大学で，広大なキャンパスを持つ。ま
た，第二外国語教育研究で有名で，日本語だけでな
くアラビア語やサンスクリット語など，様々な講義
があることを記した張り紙があり，とても印象的
だった。そして，私達は日本語を受講している学生
と交流を行った。ハワイという土地柄，学生はのん
びりとしていて，マリンスポーツをして過ごしてい
るのではないかと思っていたが，必ず授業の予習復
習はし，１日に３時間は自習すると言っていたこと
が意外であった。それ以外に大学内で事務や寮の管
理などのアルバイトをするなど，予想に反して忙し
い生活を送っているということであった。
２校目に訪れたのが，カピオラミコミュニティカ

レッジである。最大規模のカレッジで，キャンパス
内は自然が多く，ダイヤモンドヘッドも望むことが
出来る。そこで私達は，ハワイの歴史や文化を学ん
だり，フラダンスのレクチャーを受けたり，観光学
の講義を受けるなどした。歴史や文化を学ぶ事を通
して，ハワイの家族や人を大切にする思いに触れら
れたことは，個人旅行では得られない貴重な体験で
あった。また観光学の講義では，世界地図を前にし
て“あなたの街の観光の強みは何か”について，プ

図３ ハワイの歴史や文化を体験
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レゼンテーションを行った。とても緊張をしたし，
千葉の何をアピールすればいいのか悩んだ。しかし
討論形式の講義では，ディスカッションを通して，
より深く理解することが出来た。全ての講義が終
わった後に，Graduation ceremony が開かれ，立派
なサティフィケートを頂くことができた。
そして最後がヒロ校である。ハワイ島の環境的な

利点を生かし，海洋科学，地質学，天文学に人気が
ある。日曜日だったので，人もまばらだったが，平
日ともなれば図書館で自習をする学生で溢れるそう
だ。
最後に，今回の経験を通して，自分の意見をはっ

きりと述べる必要性を痛感した。よって，まずは学
会や勉強会で発言する機会から，徐々に増やして行
ければと思った。

図４ 観光学の講義で行ったプレゼンテーション
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