Ⅶ．社会的活動

１．社会的活動への取組み
（１）地域市民を対象とした公開講座
本学は、開学以来、地域市民を対象とした公開講座を実施してきているが、ここ数年は参加者が減少、
近隣での様々な無料講座の実施等の影響により、公開講座を休止してきた。しかし、2013 年度より、福
岡地区教育機関連絡協議会の発足に伴い、地域市民を対象とした公開講座を「学びの駅 TOKAI」とい
う名称で再開した。本講座は、東海大学並びに福岡東海キャンパスの教育的魅力を地域と共有し、地域
に根差したキャンパスを目指すことを目的として、新たに開始したものである。2013 年度は全９回の講
座を行ったが、2014 年度は２ヶ月１回と位置づけ全５回の講座を開講した。講師は、実施目的に沿っ
て学園内の教員を活用し、「健康」「食」「教育」「観光」「知的財産」など幅広いテーマで展開した。講
座には、幅広い年齢層や職業を有する多くの地域市民の参加があり、特に、「健康」や「食」に関する
関心度は高く、再度の実施を希望する多くの声が聞かれた。
2014 年度は、昨年度に引き続き、前述のテーマ設定で実施した。次年度に向けては、ベースとなるテ
ーマを絞り、更なる講座内容の充実をはかっていきたい。
2014 年度の実施日程、テーマ、講師は以下の通りである。

実施日時

2014 年度「学びの駅 TOKAI」実施一覧
講座内容・講師

５月 24 日（土）
13：00－14：30
参加者約 40 名

「チーズの魅力」
－アンチエイジングからガン細胞・ピロリ菌増殖抑制－
東海大学農学部 教授 井越 敬司

７月 12 日（土）
13：00－14：30
参加者約 60 名

「『見た目年齢』気になる？」
－最新の研究から解明されたアンチエイジングの黄金ルール－
東海大学医学部 教授 石井 直明

10 月 18 日（土）
10：30－12：00
参加者約 40 名
12 月６日（土）
10：30－12：00
参加者約 30 名
２月７日（土）
11：00－12：00
参加者約 50 名

「めざそう！アクティブライフで健康づくり」
東海大学福岡短期大学 講師 岡本 武志
「シーボルトと日本」
東海大学総合教育センター 教授 沓澤 宣賢
「航空運賃はどこまで安くなるのか？」
－ＬＣＣ（ローコストキャリア）のコストダウンの工夫－
東海大学福岡短期大学 教授 藤本 幸男

（２）観光文化研究所
１）運営方針
本研究所は、1995 年６月、内閣総理大臣の諮問機関である「観光政策審議会」の答申に基づき、かつ
地元九州における福岡県経済同友会などの要請に対応する形で 1996 年４月に設立された。
観光産業が我が国の基幹産業として認識されるようになった昨今、観光への取り組み方も従来とは異
なる視点が求められている。本研究所では、21 世紀における観光産業のあり方について、その課題を明
らかにし、実践的な活動を通じて、観光の健全な発展を図ることを目的としている。
本研究所がある福岡県を含む北部九州は、古来より大陸との交流が密接な所であったが、近年、発展
著しい東アジア地域との経済活動・文化交流が盛んになってきた。また観光は地元九州・沖縄でも地域
経済を支える重要な産業であり、2011 年 3 月の九州新幹線の全線開通、外国人観光客の増加や 2020 年
の東京オリンピック・パラリオンピックの開催も含めて、福岡の地はますます九州及び東アジアに向け
た観光の発信地としてその役割が大きくなることが今後予想されるところである。
以上の経緯と背景から、九州という立地を活かし、また広く国際社会を見渡しながら、国内外との連
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携を図りつつ、新しい時代における観光のあり方を研究の目的として本観光文化研究所が開設された次
第である。
２）活動の基本方針と特色
本研究所では、観光の理念から観光産業に関する様々な実務、また観光において、近年、欠かすこと
のできないホスピタリティやエコツーリズムといった概念など、観光文化を学際的に捉え、広い視野か
ら研究することにより、現代社会で要請されている「観光文化研究の基礎づくり」をすることが本研究
所の第一の目的である。
具体的には、国際化・グローバル化時代に観光の果たしている社会的、経済的な役割を明らかにし、
国内外を同時に見据えながら、市場調査を含むフィールドワーク、高度情報社会の基幹システムに成長
したインターネット等の ICT 技術の集積、地域の活性化という視点からの地元地域における観光の取り
組みとの連携や協力を視野に入れた活動等を展開することが本研究所の特色である。
３）観光文化教育に関する研究
観光文化の教育に関する研究として、以下の活動を実施している。
l カリキュラムの研究
l インターネット等マルチメディアを活用した多角的、多元的教育の研究
l エコツーリズム、地域ツーリズム等に関する研究及び研究会の開催
l 教育評価の測定に関する研究
l 学内外の関連教育機関との提携、交流、人材の発掘や育成
４）観光文化における関連諸科学との総合研究
観光文化そのものに関する理論研究、及び観光文化と関連する諸科学との学際的な研究として、以下
に示す活動を実施している。
l 観光文化の普遍的命題の研究
l 比較文化や海外文化圏地域研究等との共同による観光文化の深化と向上についての研究
l 観光文化の経済・社会への波及効果の研究
l 観光文化の質的・量的環境動向（予測）に関する研究
l 観光文化に関する公開講座や研究会等の開催と講師の派遣
l その他、研究所にふさわしい諸活動
＊備考：本研究所は、上記の諸研究の他にも学内外に広く研究テーマを募集していく方針である。特に
若手研究者の発掘と育成のための産官学共同による学術論文の募集と、共同研究等の充実を図る。
５）活動概要
ａ．観光文化研究所所報第 18 号の刊行
2015 年 3 月 18 日付けで本研究所の研究雑誌である所報 18 号を発行した。第 18 号（特集「航空会社
の戦略」）は、本研究所員と外部の研究者及び観光産業に関連した民間の執筆者による研究論文・レポ
ート・エッセイの計 7 編、及び公開講座の講演記録 2 編の計 9 編を掲載した。発行部数は 400 部、装丁
は A4 判、総頁数 68 ページとなった（掲載原稿は下記の通り）。
○論文・調査報告
・世界遺産を旅する「空中都市マチュピチュ」－アンデス、奇跡の文明
藤本 幸男
・熊本城来場者のアンケート調査報告
宮内 順 他
・震災後のレジャーマインドを再考する
－安全・安心、繋がり、社会貢献、健康、自分らしさ志向に着目して
北濱 幹士
・Issues of Eco-tour Guide Policy in Ogasawara Islands, Japan
柏木 翔
○エッセイ
・西表島体験型自然ツアーの現状とその在り方
尾島 直矢
・釧路川のほとりより－ガイド業とは何か
木名瀬 佐奈枝
・ドイツ人の日常生活に見られる時間
－Düsseldorf 近郊にある Büttgen で暮らす人々
吉原 さちえ

- 114 -

○公開講座
・世界の航空会社のグローバル戦略
－KLM オランダ航空はなぜ九州に上陸したか
・航空運賃はどこまで安くなるのか？
－LCC（ローコストキャリア）のコストダウンの工夫
※公開講座は「学びの駅 TOKAI」と共催で実施

水元

淳一郎

藤本

幸男

ｂ．講師の派遣
宗像市の主催する地域公開講座「ルックルック講座」及び「むなかた協働大学」などに講師の派遣
を行っている。
ｃ．外部機関との協力、共同研究
本研究所員は、九州経済連合会（観光部会委員）、
「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議（委
員）、宗像市総合計画審議会（審議委員）、宗像市郷土文化学習交流館協議会（委員）などの各委員を
委嘱され、地域観光・地域経済への協力、助言、共同研究等を行っている。また、本年度（今後 2018
年度まで継続の予定）は、宗像市商工観光課より宗像市観光経済効果調査が本研究所員 2 名に業務委託
された。
６）所員構成
本研究所の所員構成は以下の通りである。
所長

神山

高行

国際文化学科教授

研究所員

林

大仁

国際文化学科教授

研究所員

藤本

幸男

国際文化学科教授

研究所員

北濱

幹士

国際文化学科講師

研究所員

柏木

翔

国際文化学科講師

研究所員

福田

伸也

学生支援室

職員

２．国際交流・協力への取組み
（１）海外研修
１）韓国短期留学Ａ
＜プログラム概要＞
対
象：指定関連科目である「韓国語 I」「韓国語コミュニケーション I」「韓国語表現文型 I」
のいずれかを履修している国際文化学科及び情報処理学科の１・２年生
授業科目：「韓国短期留学Ａ」（両学科共通科目２単位）
参加者数：学生 19 名、引率教職員１名
内
容：韓国語のコミュニケーション力の向上を目的とし、語学の授業が中心となっているが、
同時に、韓国で実際の生活体験をすることにより、言葉をその文化とともに総合的に
学ぶために必要な韓国文化研究と、将来アジアの観光分野で活躍することを希望する
学生向けの観光研修プログラムとしても体験できるように構成されている。
期
間：2014 年８月４日（月）～17 日（日）の 14 日間
場
所：東義科学大学（韓国釜山市）
参加費用：70,000 円（内訳：福岡～釜山往復旅客運賃、港使用料、釜山港～東義科学大学送迎バ
ス代、実習費、テキスト代、宿泊費、旅行傷害保険料、慶州・ソウルツアー代、等）
※このプログラムには、法人から１人あたり２万円の松前重義記念基金の短期大学（部）派遣留
学生奨学金の補助を得て実施している。
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２）ハワイ短期留学
＜プログラム概要＞
対
象：指定関連科目である「英語 I」
「英語コミュニケーション I」
「英語プレゼンテーション
I」のいずれかを履修している国際文化学科及び情報処理学科の１・２年生
授業科目：「ハワイ短期留学」（両学科共通科目２単位）
参加者数：学生 19 名、引率教職員１名
内
容：ハワイ東海インターナショナルカレッジ（HTIC）の現地スタッフによる英語の語学研
修を中心とした 14 日間の短期留学プログラム。HTIC 内での英語学習や屋外での様々
なフィールドワークへの参加を通じて、コミュニケーション能力を重視した実用的な
英語と異文化理解について学ぶ。
期
間：2014 年９月８日（月）～21 日（日）の 12 泊 14 日間
場
所：ハワイ東海大学インターナショナルカレッジ（米国ハワイ）
参加費用：200,000 円（内訳：航空運賃、燃油サーチャージ、空港使用料・空港税、HTIC での宿
泊費・食費、研修費、教材費、施設入場料、現地バス代、等）
※このプログラムには、法人から１人あたり２万円の松前重義記念基金の短期大学（部）派遣留
学生奨学金の補助を得て実施している。
３）韓国短期留学Ｂ
＜プログラム概要＞
対
象：指定関連科目である「韓国語 II」
「韓国語コミュニケーション II」
「韓国語表現文型 I」
「韓国語ライティング I」のいずれかを履修している国際文化学科及び情報処理学科
の１・２年生
授業科目：「韓国短期留学Ｂ」（両学科共通科目２単位）
参加者数：学生 13 名、引率教職員１名
内
容：韓国語のコミュニケーション力の向上を目的とし、語学の授業を中心に行われる。し
かし、同時に、韓国での実際の生活体験をすることにより、言葉をその文化とともに総合的に学ぶ
ために必要な韓国文化研究と、将来アジアの観光分野で活躍することを希望する学生向けの観光研
修プログラムとしても体験できるように構成されている。
期
間：2015 年２月６日（金）～23 日（月）の 18 日間
場
所：白石大学（韓国天安市）
参加費用：80,000 円（内訳：福岡～ソウル往復航空運賃、燃油サーチャージ、空港使用料・空港
税、テキスト代、宿泊費、旅行傷害保険料、食事代、等）
※このプログラムには、法人から１人あたり２万円の松前重義記念基金の短期大学（部）派遣留
学生奨学金の補助を得て実施している。
４）中国短期留学
＜プログラム概要＞
対
象：指定関連科目である「中国語 I」
「中国語 II」
「中国語コミュニケーション I」
「中国語
コミュニケーション II」「中国語表現文型 I」「中国語ライティング I」のいずれかを
履修している国際文化学科及び情報処理学科の１・２年生
授業科目：「中国短期留学」（両学科共通科目２単位）
参加者数：学生６名、引率教職員１名
目
的：中国語のコミュニケーション能力の向上を目的に、北京第二外国語学院が実施する語
学プログラムに加え、中国で実際の生活体験をすることにより、中国の文化を総合的
に学ぶために必要な実地研修を織り込んだプログラムとしている。
期
間：2015 年３月６日（金）～19 日（木）の 14 日間
場
所：北京第二外国語学院（中国北京市）
参加費用：95,000 円（内訳：福岡～北京往復旅客運賃、燃油サーチャージ、空港使用料・空港税、
空港～大学間の送迎バス代、旅行傷害保険料、宿泊費用、現地交通費、等）
※このプログラムには、法人から１人あたり２万円の松前重義記念基金の短期大学（部）派遣留
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学生奨学金の補助を得て実施している。
５）海外研修航海
＜第 47 回海外研修航海＞
参加者数：学生 89 名（本学からの参加者０名）、団役員 13 名（本学からの役員０名）。
目
的：学園の大学・短大に在籍する学生より広く公募・選考し、本学所有の海洋調査研修船
「望星丸」(1,777 トン)を使用して諸外国を訪問し、海外の諸文化、諸事情に触れ、
国際的視野に立った世界観・人生観の確立をめざすと共に、船内という限られた生活
環境の中で、教員、仲間との共同生活を通じ協調性を養い、より豊かな人間形成をは
かることを目的とする。
研修期間：2015 年２月 17 日（火）～３月 26 日（木）（38 日間）
研修都市等：ブルネイ（ムアラ）→タイ（バンコク）→台湾（台中）
参加費用：398,000 円
※このプログラムには、文部科学省による日本学生支援機構・留学生交流支援制度（ＳＶ）奨学
金（１人あたり 16 万円）が研修学生全員に給付された。

（２）留学
１）交換留学
本学との交換留学生の派遣に関する覚書等に基づき、下記のとおり交換留学を行った。

白石大学（韓国天安市）
参 加 者：国際文化学科１年４名（廣瀬世奈、松本樹里、三田良子、吉田舞華）
期
間：2015 年 2 月 24 日～６月 22 日。
東義科学大学（韓国釜山市）
参 加 者：国際文化学科１年２名（水流綾乃、三苫友紀）
期
間：2015 年２月 24 日～６月 22 日
水原大学（韓国京畿道華城市）
参 加 者：国際文化学科１年１名（森真実）
期
間：2015 年２月 24 日～６月 17 日
培材大学校（韓国大田広域市）
参 加 者：国際文化学科１年８名（井浦万穂、井川夏美、尾形美奈、緒方佑里、沖ちひろ、田尻
菜々美、福嶋るり子、松坂英美）
期
間：2015 年２月 24 日～６月 21 日
２）派遣留学
2014 年度東海大学海外派遣留学制度により、本学から留学した学生はいない。

- 117 -

