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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

アウトドアの知恵に学ぶ                 新座(Niiza) 

(Learning from the Outdoors) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

人と自然の本質的関係を考える 

Think about the essential relationship between people and nature 

担当者名 

（Instructor） 
鹿熊 勤(KAKUMA TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人が生きるために見い出し伝承してきたさまざまな生活技術や､ 平等・協力を前提とした社会的なしくみ｡ これらの源流は狩猟・

漁労・採集で暮らした縄文時代にまでさかのぼることができます｡ 縄文の知恵は完全に消失したわけではなく､ 今も農山村の伝

統的な生活技術や ､ 自然の中で行なう娯楽の中にエッセンスとして生きています｡ これら ｢アウトドアの知恵｣ について知って

おくことは､ 災害時など一時的に文明の利便性が喪失された（インフラの麻痺）ときの行動選択に役立つと同時に､これらの学び

は持続可能な社会の在り方を考えるヒントになります｡  

 

A variety of life skills that people have found and passed down for living, and social mechanisms based on equality and 

cooperation. These origins can be traced back to the Jomon period, when people hunted, fished, and gathered food. The wisdom 

of Jomon people has not completely disappeared, and still lives as an essence in the traditional life skills of farming and 

mountain villages and entertainment performed in nature. Knowing this "wisdom of the outdoors" is useful for selecting actions 

during emergencies, as well as for providing insights on the essential relationship between nature and human beings and how to 

think about a sustainable society.   

 

授業の内容（Course Contents） 

授業はスライド写真による解説を中心に進行します｡ テーマに応じて実体標本を回覧し､ ゲストスピーカーからより専門的なお話

を伺う予定です｡ 本授業で扱う ｢アウトドア｣ とは､ 自然を上手に利用する技術や知恵全般のことであり ､ テントの張り方やバ

ーベキューの方法といった個別のレジャーテクニックを学ぶ場ではありません｡ なお ｢命｣ についても多く取り上げます｡狩猟な

どの回では人により不快に感じる画像も扱いますが､ 人間の営みを振り返るうえで避けることのできないテーマですので､ ご承

知おきください｡  

 

We will focus on commentary on slides. We will circulate actual samples according to the theme, and plan to hear more 

specialized stories from guest speakers. "Outdoor" in this class refers to techniques and wisdom in general that use nature 

well, and is not a place to learn individual leisure techniques such as how to put up a tent or barbecue methods. In addition, we 

deal with "life" a lot. While we will use images that may be unpleasant when we cover hunting, etc., it is an unavoidable theme to 

look back on human activities, so please be aware of this.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

guidance  

2. 人は何を食べてきたか（採集生活の知恵） 

Wisdom of Gathering  

3. 地球のリズムで暮らす 

Living with the rhythm of the earth  

4. 毒と薬 

Natural medicines and poisons  

5. 漁労の知恵① 

Wisdom of fishing １  

6. 漁労の知恵② 

Wisdom of fishing ２  

7. ゲストスピーカー招聘授業(予定) 

Guest speaker classes  

8. 昆虫へのまなざし①  

Insects and human life １  

9. 昆虫へのまなざし②   

Insects and human life ２  

10. 日本人と野生動物  

Japanese and wild animals  



11. 狩猟の知恵 

Wisdom of hunting  

12. 工芸の知恵 

wisdom of crafts  

13. 刃物と人間 

Knife and human  

14. 火と人間 

Fire and human  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に関心を持った項目について継続的に調べることが望ましい。 

It is advisable to check on your own interests.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. かくまつとむ、2015、『糧は野に在り 現代に息づく縄文的生活技術』、農文協 (ISBN:978-4-540-14196-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 


