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Abstract
In order to explain the significance of overseas educational cruise that has continued for half a century, the
purpose of this study was to find out its value after organizing the uniqueness and immutableness parts of the
educational program. There are three uniqueness part of overseas educational cruise. The first is the utilization
of the marine research and training vessel "Bosei Maru", the second is the experience at sea and on the ground,
and the third is the process for implementing an educational program. There are three immutableness parts. The
first is two limited training routes, the second is the program content at sea and on the ground, and the third
is the number of team officers and the composition. There are three significances of overseas educational cruise.
The first is the value of an educational program that includes uniqueness and immutability. The second is that
the founding spirit of Tokai University is at the root. The third is that we have continued full-body education
since the first, based on the spirit of founding Tokai University. Tokai University founder Shigeyoshi Matsumae's
four words, an educational program based on the spirit of founding, reminded us of the significance of overseas
educational cruise. I hope that the value will be inherited and enhanced.

Ⅰ．はじめに

る.1986 年の第 1 回航海以来,半世紀に渡って一度

東海大学ではユニークな実践教育の場として

も途切れることなく歴史と伝統を継承する本研修

大学が所有する実習船かつ国際航海旅客船でもあ

航海を通じて訪問した地は 70 箇所にのぼり,航海

る海洋調査研修船「望星丸」で,海外研修航海とい

日数は 2306 日,研修に参加した学生は 4034 名,団

う独自性を活かした豊かなプログラム実施してい

役員（教職員）は 683 名である.この航海は学校法
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人東海大学傘下の大学・短大生（第 31 回からは外

な視野を拓くものとして,内外から高い評価を集

国人留学生を含む）が学部学科の枠を越え,船とい

めている.
海外研修航海はこの海洋調査研修船「望星丸」

う限られた生活環境に集い,大自然の中で様々な
ことを学び,各寄港地では現地の大学などと国際

を使用し,1986 年の第 1 回航海から 2019 年の第 50

交流を実践し,国際的視野を広げる企画を実施し

回まで南太平洋やアジア諸国を巡りながら,船内

ている.2019 年度第 51 回目の海外研修航海は,航

の限られた生活環境の中で,教員や仲間との共同

海半世紀の歴史を踏まえ生涯の理想を求める船旅

生活を通じて協調性を養い,より豊かな人間形成

としての原点に立ち戻り,新たな一歩を踏み出す

を図り,人間性を培うことを目的としている.本研

航海として出航直前まで準備を進めてきた.しか

修の特徴的な独自の教育プログラムの一部分であ

し, 世界中で拡がりつつあった新型コロナウィル

る.

スにより,第 51 回海外研修航海は 2020 年 2 月 10

2．洋上と陸上における経験
1）洋上での 3 つの経験

日（出航 10 日前）にやむなく中止が決定された.50
年もの間,海外研修航海が継承されたのは本研修

多くの研修団員（学生と教職員）にとって海外

の価値や意義を分かち合う経験者の経験知の賜物

研修航海は初体験である.普段の生活では簡単に

である 1）.

飛行機で到着することができる場所にも,望星丸

そこで本研究の目的は,海外研修航海の教育プ

を使用することで何日もの時間をかけて陸上の目

ログラムとしての独自性と不易性を整理したうえ

的地（寄港地）に辿り着く.

でその価値を見出し,コロナ後の再開に向けて海

1 つ目の経験は,松前

外研修航海の意義を再明示することである.

3）

によると,全身体活動を

通して自然の厳しさと美しさに気づくことである.

研究方法は,主に第 51 回海外研修航海や松前重

大海原は時として船舶を引き裂くような荒波を起

義関連資料並びに文献,東海大学ホームページに

こし,また風が一切なく揺れを全く感じることな

掲載されている活動記録を参考にし,教育プログ

い凪を生み出す.どちらも自然の一面であり,それ

ラムとしての独自的並びに不易的な部分を整理す

らの環境下で自身や仲間の存在の大きさを肌で感

る.そのうえで,海外研修航海の意義を説くことを

じ,自然と共生することの尊さを己の経験として

試みる.

受け止め,一人の人間として大切なことに気づく.

Ⅱ．教育プログラムとしての独自性
1．海洋調査研修船「望星丸」の使用

人間の自然に対する責任など,これから地球の中

2）

でどのように振舞うべきかなどを真剣に考え,研

東海大学ホームページ海洋調査研修船「望星丸」

修中の行動の変化に繋がり,研修後も継続され続

によれば,海洋調査研修船「望星丸」は,（2,174

ける.

国際総トン）1962 年に日本初開設の海洋学部の海

2 つ目 の 経 験 は, 本 研 修 に 参 加 し た 多 く の 学

洋実習および調査・観測のほか,学園全体としての

生・教職員が海洋調査研修船「望星丸」の内部を

海外研修航海,地域社会の青少年に対する海洋思

知る機会がプログラムの一つとして組まれている

想の普及活動を目的として航行している.大学独

ことである.具体的には,入港に際しての官庁手続

自の研究だけでなく,日本の海洋調査船の中でも

きや船員事務管理などマネジメントを担う事務部

総合的海洋調査機能をもつ調査船であることから,

について,船の操縦,船体の保守,積み荷の管理を

文部科学省,農林水産省等の各省庁,および大学研

行う甲板部について,食材調達・調理や食材保管場

究機関より委託研究を受け,海洋に関する国家プ

所の倉庫や調理場などを担う調理部ついて,ウェ

ロジェクトの調査船として数多くの調査研究を行

ットラボ・ドライラボに分かれた各種観測機器類

い,そこで得られたデータは様々な分野で役立て

の管理・使用する観測部について,船を動かす根幹

られている.最近では,地球科学的な視点に立つ調

を管理運営する機関部について五感を使って学ぶ

査研究も多く行われ,環境問題や資源問題に新た

ことができる.
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3 つ目の経験は,

長く,寄港地間の移動にも時間がかかり寄港地数

表 1：船内の 1 日の生活

は少ない.

船内生活である.

地上（寄港地）での経験は第 51 回の研修計画

船内では基本的

を参考にして解説する（表 2）.

には規則正しい
生活を送る（表

表 2：第 51 回海外研究航海で予定していた地上研修

1）.6 時起床に
始まり,点呼・体
操後は,班ごと
に 学 生 食 堂, 階
段,廊下（2nd）,
シャワー室・ト
イレ,廊下（Lower）,後部甲板の掃除を毎日行う.

第 51 回では東京を出港し横浜に帰港する 38 日

掃除に関しては,寄港地に入港する際には大掃除

間の海外研修航海期間中に合計 5 つの寄港地（4

が半日かけて実施される.7 時半から朝食,9 時か

か国）を巡る予定であった.1 つ目は那覇（沖縄）

ら午前プログラム,昼食,13 時から 16 時半は午後

で,歴史と文化に触れることをテーマとし,少人数

プログラム,17 時から夕食,18 時から 21 時半ごろ

のグループや全体での研修予定していた.グルー

までは各種ミーティング,点呼,22 時消灯が 1 日の

プ研修は学生が自ら研修目的を考え行動計画を立

流れである.比較的余裕があるようにみえるが,実

て団役員の指導と確認の上で実施される.全体研

際には行事や研修など学生主体の企画が多く,各

修はあらかじめ研修団として考案したプログラム

自複数兼務していることから日々ミーティングや

である.2 つ目はコタキナバル（マレーシア）で,

準備をしている状況である.また気象条件によっ

自然と文化をテーマとし,全体,選択別,グループ

ては体調不良になることもあり,陸上とは異なる

別での 3 つのタイプの研修を予定していた.コタ

環境で予定通り事が進まないこともある．船内生

キナバルでは比較的時間の余裕が取れたことと研

活は限られた空間で原則 1 部屋 8 人の共同生活送

修生が自ら行動できる範囲の治安が良好であるこ

る.研修期間中は仲間と寝食を共にし、友情を育み,

とから,地上での研修スタイルの幅を拡げること

人との関わりや生きる知恵を得るために,非効率

を試みた.選択別研修は,その中で複数のプログラ

でありながらも時間をかけて答えを導きだすよう

ム（2-3 つ）を用意し,研修生が事前に選択し参加

な努力と考察を重ねる経験をする

3）

する仕組みである.3 つ目はバンコク（タイ王国）

.日々便利な

ものに囲まれた陸上での日常生活とは全く異なり， で,大学交流と文化がテーマであった.大学交流は
東海大学がアジア諸国における国際貢献の象徴と
人間味溢れた生活を船内で送る.
する一つのタイ王国・モンクット王ラバカン工科

2）地上（寄港地）での経験
1986 年の第 1 回航海から 2020 年の第 51 回の航

大学（以下,KMITL と略す.）で日本語を学ぶ学生

海まで海外研修航海の航路はアジアと南太平洋の

との交流を予定していた.前学長の髙野教授 4）は,

2 航路である.1996 年の第 28 回は世界一周をして

東海大学は大学が果たすべき使命として当時

いる.第 1 回の航路はアジアであったことから,第

（2011）,「教育」
「研究」
「社会貢献」に加え,「国

51 回は海外研修航海が始まって以来半世紀が過

際貢献」を明確に掲げ,アジア諸国をはじめ諸外国

ぎ,原点回帰かつ新たな一歩を踏み出す意味でア

に向けて積極的な学術支援の取り組みを,国際交

ジア航路に決定した.アジアと南太平洋航路の大

流・国際貢献を通して世界で活躍できる教養人を

きな違いは,行程の長さである.前者は日本から近

育成していくことが求められていることに照し合

距離のところに寄港地が点在しているため,行程

せて説明した.さらに,この考えは創設者・松前重

日数が比較的短く,寄港地の数は多い.後者は赤道

義博士が掲げた建学の精神に通じるものとし,「松

を越えて南太平洋諸国に向かうため,行程日数が

前博士は,建学当初から『他分野を理解し,他分野

2020-50
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の人たちと協働できる能力が大切だ』と説いてい

副団長の負担が他の団役員よりも非常に大きくな

たこと挙げ,自分自身と違うものを受け入れると

る傾向が強い.後者のメリットは全団役員が共通

いうことは,まさに国際交流の基本である」と述べ

理解のもと役割を分担しながらプロセスを歩みこ

ていた.海外研修航海の教育プログラムにも 2011

とで情報共有がしやすい一方,デメリットは副団

年の数年前から留学生も参加できるようになった.

長以外の団役員も通常の授業や業務以外に本研修

東海大学と KMITL の交流は長い歴史があり,1965

に対し研修以前から多くの時間を割いて協力して

年に KMITL の前身であるノンタブリ電気通信大学

もらう必要がある.第 51 回は後者の方法を取り,

の卒業生を編入学生とし別科日本語研修課程,工

教育プログラム実施に向けて全団役員でプロセス

学部通信工学科に受け入れたことに始まる.その

を歩む方法を選択した.その結果, 本研修が本格

後 KMITL とは国際貢献から発展し,学術協定協力

的に始まる以前に団役員間では情報共有だけでな

4）

.歴史

く相互理解も深めることができ,研修団の中での

的・学術的・人材的繋がりの深い KMITL との大学

他者承認が各々の意識向上に繋げられた. また第

交流は第 51 回の中心的な地上（寄港地）研修の一

51 回は 1986 年の第 1 回から半世紀の歴史を歩み

つであった.4 つ目はダナン（ベトナム社会主義共

続けた海外研修航海の新たな一歩として,「原点に

和国）,5 つ目は基隆（台湾）で,歴史と文化をテ

戻る」
「新たな第一歩」5）,「歴史を踏まえ,歴史を

ーマに掲げいずれの寄港地でも 2 つのタイプの研

作る」6）という言葉を念頭に置き本研修直前まで

を結び幅広い学術交流を展開している

修を予定していた.両寄港地ともに東海大学の同

プロセスを積み重ねてきた.

窓会（ダナンは 2020 年に設立）があり,多くの卒

Ⅲ．教育プログラムとしての不易性
1．研修航路

業生が活躍している.とくに台湾に関しては歴史
的に親日国であるため,治安も良く,公共交通機関

海外研修航海の航路はアジアと南太平洋の 2 つ

も日本のシステムを取り入れ充実していることか

である（表 3）.

ら,第 51 回の最終寄港地における研修学生に対す

表 3：海外研修航海の航路と航海回数

る主体的な教育プログラムとしてグループ別研修
を考えていた.
地上（寄港地）での経験は第 51 回の寄港地研修
を例に挙げた.いずれの寄港地でも学生の主体性
を意識し,教育要素を含む経験ができる研修を用

全 51 回の海外研修航海のうち,アジア航路は 9

意していた.

回,南太平洋航路は 41 回,世界一周は 1 回（1996

3．教育プログラム実施に向けたプロセス

年,第 28 回）である.研修航路は,南太平洋航路が

第 40 回以降,教育プログラムの基本的な枠組み

全体の 4 分の 3 を,アジア航路が 4 分の 1 を占めて

は,航路が南太平洋でもアジアでも大きく変わら

いる.第 1 回と第 51 回のコースである（表 4）.

ない.しかし,学生と団役員は毎回異なる顔ぶれに

表 4：第 1 回と第 51 回のコース

なる.そのため教育プログラムを遂行するにあた
ってのプロセスは各回で新たに練り直し構築して
いる.構築方法は各々異なり,舵取り役は団役員の
コースを比べると,重なる寄港地が那覇,基隆,

中で副団長という役職に就いた教員が概ね務める.

バンコクと寄港地の半数を占める。選択された寄

例えば,副団長がプロセスの枠組みを決め,内容を
団役員が考える場合もあれば,プロセスも内容も

港地を見ても第 51 回は第 1 回の歴史を踏まえて,

副団長を中心としながら全団役員が役割分担しな

新たな一歩としての歴史を創るためにふさわしい

がら決定する場合もある.両者にはそれぞれにメ

寄港地研修が計画されていた.海外研修航海を 50

リットとデメリットがある.前者のメリットは短

年の間一度も途切れることなく継続し,航路を 2

時間で決定事項が生み出せる一方,デメリッㇳは

つに限定し積み上げてきた研修諸国との関係は,
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言うまでもなく教育プログラムの「変わらない」

由に計画を立て行動するため多様な研修内容が展

良さから生み出される「継続－繋がり－信頼」を

開される.第 51 回を例にすると,表 2 のように寄港

築く一側面である.

地が沖縄・コタキナバル（マレーシア）
・バンコク

2．プログラム内容
1）洋上プログラム

（タイ王国）
・ダナン（ベトナム社会主義共和国）
・
基隆（台湾）の 5 つあり,テーマに歴史・自然・文
化を示したように寄港地には世界遺産が多く,民

研修学生が自ら企画運営する洋上プログラム
は,大きく研修と行事に分けられる（表 5）.

族の 歴 史や 文 化,自然 環 境 に直 接 触れ る こと で

表 5：洋上プログラム（研修と行事）の内容（第 51 回）

各々が人間を取り巻く環境に対して考察し,思考
の幅を広げることに繋がることを期待していた.
さらに学生が多面的に物事を捉えるために,寄港
地調査では,寄港地の数に合わせたグループを編
成し,自ら調べ発表することを通して,より深く考
察するきっかけを各自持つことができる時間を用
意した.その目的は寄港地研修を充実したものに
するために,各寄港地について詳細な調査を事前
に出航前と船上で行い,発表を通して研修団全体
で共有し理解を深めることができることである 7）.

研修は,幅広い教養と基礎知識を身に付けるた
めの多岐な分野に渡る洋上講座,英語コミュニケ

具体的な内容は自然環境・歴史・文化・観光地・

ーション力を磨く語学講座,救命救急,調査（寄港

産業・信仰や宗教・その他国によって異なる政治・

と船内）が設けられている.これらの中で寄港地調

経済・社会について多面的な観点から詳細に調査

査は地上プログラムの寄港地研修を充実させるた

する.自然であれば動植物や気候を,文化であれば

めに,学生自身が事前調査・実際（研修）・事後報

戦争（沖縄戦やベトナム戦争）も含む一側面では

告という一連のプロセスを通じた学びがある.行

なく包括的に捉え文献・各種資料・インターネッ

事は,スポーツ大会,大学交流,洋上卒業式,卒業生

トを駆使して情報収集し整理する

を送る会,Farewell Party とクラブ活動がある.い

者にとっては聴講者がいることで分かりやすく伝

ずれも学生が主体で企画・運営する.

達するための工夫を凝らすことで,自身での深い

7）

.発表は発言

洋上での活動は,出航前に事前に企画内容を凡

理解へと繋がる.聴講者は自らの思考に留まらず

そ決定し,必要な道具や材料を限られた予算の中

新たな発見や気づき,興味関心の広がりが促され

で揃え,荷積みを行う必要がある.実施直前の最終

る.寄港地調査から得られた知識や考察は,実際の

打ち合わせや予行練習などは船上活動になること

研修で人類普遍の課題へと考察が広まり,前学長

から出航前の準備が非常に重要である.船上では

髙野教授４）による「これからの時代の国際交流は,

気象条件により日程や実施場所の変更に臨機応変

日ごろからともに学び,ともに働く,すなわち“協

に対応する場面がしばしばある.

働”でなければならい」という意味に非常に近い

2）地上（寄港地）プログラム

部分で研修ができ,グローバルな視点を培う一役

地上プログラムは寄港地研修と大学交流の 2 つ

を担っている.また PDCA サイクルを活かし事後報

である.まず寄港地研修は地上（寄港地）での経験

告を様々な発表形式で行うことで振り返りと改善

（Ⅱ.2-2））で先述したが,研修方法は全体・選択

点が見つかり,次の寄港地調査の内容や発表に繋

別・グループ別の 3 つのタイプがある.そのうち全

がる相乗効果が得られる.地上プログラムの一つ

体は全研修学生が同じ内容で研修するのに対し,

の寄港地研修は事前調査や事後報告と連動し,プ

選択別は 3-4 の選択肢があるため研修内容に違い

ロセスを踏むことでより有意義な学びの機会とな

が生じる.グループ別研修は 5-6 人の少人数で自

る.
次に大学交流はアジア航路の場合は特に東海
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大学にとってもアジア地域にある大学と数多くの

唯一無二な団役員のイメージが作られる.

協定を結ぶ中で,タイ王国・モンクット王ラバカン

Ⅳ．海外研修航海の意義
1．教育プログラムとしての価値

工 科 大 学 （KMITL ） は 地 上 （ 寄 港 地 ） で の 経 験
（Ⅱ.2-2））で先述した通り,1965 年から前身大学

海外研修航海の教育プログラムとしての独自

からの留学生が東海大学に入学した時以来長い歴

性と不易性に着目しこれまで述べてきた.独自性

史を共に歩み築き上げてきた絆と信頼を背景に持

には海洋調査研修船「望星丸」の使用,洋上と陸上

つ中で第 51 回はその歴史の 1 ページに足跡を残す

における経験（洋上での 3 つの経験,地上（寄港地）

4）6）

.次の時代における世界経済の

での経験）を,不易性には研修航路,プログラム内

牽引役としての動向が国際的にも注目される

容（洋上プログラム,地上（寄港地）プログラム）,

機会であった

ASEAN 諸国を始めとしたアジア諸地域であり, そ

団役員数と団役員構成を挙げた.教育プログラム

の中で若者同士の交流や,多様な歴史・自然や文化

における独自性は私立大学としての東海大学の価

を持つアジア諸国での国際交流は極めて大きな意

値を高め,不易性は東海大学の歴史,信頼と誇りを

味を持つとともに大きなチャンスと位置付けてい

築き上げ,アジア諸地域並びに南太平洋諸国での

た 3）.

価値を生み出している.

3．団役員数と団役員構成

2．東海大学の建学の精神
海外研修航海は東海大学の創立者松前重義が

第 40 回から第 51 回までの団役員数と団役員の

掲げた四つの言葉を踏まえた教育プログラムであ

構成である（表 6）.
表 6：団役員数と団役員構成（第 40 回以降）

る.松前重義は自らの人生の中で,内村鑑三と出会
い彼の思想に深く感銘を受け,また敗戦後の国の
復興を教育によって成し遂げた近代デンマークの
歩みに心打たれ,「国造りの基礎は教育にあり,教
育を基盤としてより良き社会として平和国家を築
こう」と決意したとされ,デンマークの国民高等学
校の教育を模範としながら東海大学の原点となる

団役員数は第 40 回が 15 名,第 41 回から第 45

「望星学塾」を開設し,四つの言葉を掲げた 8）9）10）.

回は 14 名,第 46 回から第 48 回が 13 名,第 49 回と
50 回が 14 名,第 51 回は 15 名である.団役員の構

若き日に汝の思想を培え

成は団長と副団長が各 1 名,医師が 2 名（航海日数

若き日に汝の体躯を養え

の半分で入替えのため,前後半 1 名の配置）,看護

若い日に汝の智能を磨け

師 1 または 2 名（第 51 回は医師と同様に前後半入

若き日に汝の希望を星につなげ

替えのため各 1 名）,教員が 6-7 名,職員が 2-3 名
である.医師と看護師を除いた団役員（団長と副団

これらの言葉は東海大学の建学の精神であり,

長を含む）は 7 キャンパスと 1 フィールドに広が

変わることのない一貫した東海大学の教育の方針

る大学 19 学部と短大から万遍なく選出されため,

である

多岐に渡る分野から団役員が構成される.各団役

11）

.人道主義,人格主義に基づく正しいも

のの考え方,見方を確立させる思想教育が極めて

員は個人としても異なる背景を持つため,例えば

大事と し, 身体を鍛え, 知能 を磨く ととも に, 人

洋上プログラム中の洋上講座は,多彩な魅力的か

間・社会・自然・歴史・世界等に対する幅広い視

つユニークな内容に溢れている.団役員数と団役

野と思考力,一人ひとりが人生の基盤となる思想

員の構成は過去十数年ほとんど変わらない.医師

を培い,心を通い合わせることができる豊かな心

と看護師が研修を通して帯同していることは海外

を持ち,人生の意義について共に考えつつ将来と

研修航海にとって安全を確保する上で最も不可欠

いう希望の星に向かって生きていこうと語りかけ

である.各回の選出された団役員の顔ぶれにより,

ている
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.東海大学は創立者の精神を受
東海大学紀要体育学部

海外研修航海の意義 価値ある教育プログラムとして
5）

.このように海外研修航海は建学の精神

け継ぎ,明日の歴史を担う強い使命感と豊かな人

である

間性を持った人材を育てることで「調和のとれた

として受け継いできた創設者の意志を引き受け,

文明社会を建設する」という理想を高く掲げ,現在

歴史を積み重ねてきた.

も歩み続けている

Ⅴ．まとめ

14）15）16）

.また国の行方も人類の

将来も,これに携わる人間の思想に左右されるこ

本研究では半世紀に渡って継続してきた海外

とを身をもって体験した松前重義は,兼ねてから

研修航海の意義を説くために,教育プログラムと

目指していた「思想を培う教育、文科系と理科系

しての独自性と不易性を整理したうえでその価値

の相互理解をめざした教育」を東海大学のなかで

を見出すことを目的とした.

実践した 17）18）.お互いに理解し合える要素を学生

海外研修航海の独自性は 3 つある.1 つ目は海洋

時代に養うこと,つまりは互いがそれぞれの立場

調査研修船「望星丸」に乗船し,船内の限られた生

を尊重し合って手を握り,前進してゆく態勢がつ

活環境の中で共同生活や寄港地での研修など非日

くれれば,日本という国の発展が助長されると考

常性を有していることである.2 つ目は洋上と地

え,大学の方針に入れたのである

17）

.松前重義が

上の経験である.洋上では全身体活動を通して自

教育に託したものは,人類の幸福と平和の実現に

然の厳しさと美しさに気づくこと,海洋調査研修

向かって,明日の歴史づくりを担う人材の育成で

船「望星丸」の内部を知る機会がプログラムの一

あった.松前重義が生きた当時も今も現代社会の

つとして組まれていること,規則正しい船内生活

変化は激しく,私たち人類の未来にも様々な難問

を送ることの 3 つである. 地上ではアジア諸国と

が横たわっているからこそ,高い理想をもって未

南太平洋諸国ともに東海大学と繋がりを重視し教

来をみつめていくことが,いま私たちに最も求め

育要素の含む寄港地研修を用意していることであ

られているという意味が「希望を星につなぐ」に

る.3 つ目は教育プログラムの実施に向けたプロ

込められている

19）20）21）22）

セスにメリットとデメリットがあり,かつ各回の

.

3．海外研修航海と建学の精神

団役員の構成メンバーによって遂行方法が異なる

海外研修航海のねらいは東海大学の海洋調査研

ことである.海外研修航海の不易性は 3 つある.1

修船「望星丸」と使用して海外の諸国を訪問し,

つ目は研修航路がアジアと南太平洋の 2 つの航路

多様な自然や文化に触れることで,国際的な視野

に限定されていることである.研修諸国とは将来

を獲得し,実体験に基づく世界観と人生観の確立

性のある国際交流・国際関係を築いている.2 つ目

を目指している.また船内という限られた空間と

は洋上と地上におけるプログラム内容である.洋

環境の中での共同生活を通して,豊かな人間形成

上プログラムは研修と行事があり,学生にとって

23）

.これらは創設者の松

新しい知識や興味関心が持てる講義や,学生の主

前重義が掲げた四つの言葉,「建学の精神」に合致

体性を生かした準備・企画・運営できる内容があ

を図ることであるとする

している.第 51 回海外研修航海は 2019 年 12 月か

る.地上プログラムは寄港地での研修に留めるの

ら世界中に一気に広がった新型コロナウィルスの

ではなく PDCA サイクルを活用し,事前調査や事後

感染が原因で,2020 年 2 月に中止を決定した.1 年

報告をすることで全体でより理解を深め,研修中

が過ぎようとする今も第 3 波というこれまでに経

を通して評価・改善をすることを意識している.3

験のしたことのない感染者拡大に直面している.

つ目は団役員数と団役員構成である. 団役員数は

まさに目まぐるしく変化する社会の中でどんなに

15 名前後であり,医師と看護師が研修中随時帯同

時を経ても変わらない普遍的な存在としての海外

し,教職員は全学 19 学部と短大から万遍なく選出

研修航海は,若者が兼ね備えている無限の可能性

され,多岐に渡る分野から団役員が構成される.

を信じ,高い理想を持ち歩み続けることの価値を

海外研修航海の意義は 3 つある.1 つ目は独自性

踏まえ,半世紀に渡って一度も途切れることなく

と不易性を含む教育プログラムとしての価値であ

継続してきた.その歩みは「希望を星につなぐ」に

る.2 つ目は東海大学の建学の精神が根底にある

込められた意味を十分に踏まえて体現してきた証

ことである.3 つ目は変化の著しい現代社会に生き
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る若者に対し,自身の可能性を信じ高い理想を持

会,p.23

ち歩み続ける建学の精神を踏まえ,第 1 回の海外

8）松前重義（1986）,東海大学出版会,東海大学の精

研修航海からこれまで全身体活動的教育を継続し

神,pp.3-4,pp.8-9,p.20.29.95

てきたことである.

9）松前重義（1946）,株式会社東海書房, 敗戦デンマー

Ⅵ．結びに

クの復興を見よ,p.20,123

1986 年の第 1 回に始まる海外研修航海は,半世

10）松前達郎（1986）,学校法人東海大学,松前重義と望

紀に渡って「望星丸」という船を活用しながら非

星学塾－その思想と行動,序 松前重義 東海大学総

日常性を有した教育を通してその価値を構築して

長・望星学塾塾長,pp.Ⅱ—Ⅵ

きた.2020 年 2 月に予定していた第 51 回は,世界

11）松前重義（1991）,東海大学出版会,青春に生きよう

中に拡がった新型コロナウィルスにより止むを得

－松前重義 望星学塾 講演集－,pp.140-141

ず中止する決断を下した.この機に東海大学の創

12）松前重義（1986）,東海大学出版会,東海大学の精

設者松前重義の四つの言葉である建学の精神を根

神,pp.112-113

底に置いた教育プログラムである海外研修航海の

13）松前重義（1961）,東海大学出版局,—東海大学昭和

意義を改めて意識し,見直すべきことは精査した

36 年度 入学式における学長式辞— 建学の目的と本学

うえで改善していくことが,再開後の海外研修航

の使命,p.8

海の価値を高め,継承し続けていくことの一助と

14）東海大学ホームページ,建学の精神,

なると期待する.

https://www.u-tokai.ac.jp/about/profile/spirit/
（最終閲覧日 2021 年 1 月 22 日）
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