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学生のヒマラヤ野外実習プログラム III 

－第３回学生のヒマラヤ野外実習ツアー     （2014年 3月）実施報告∗－ 

吉田勝∗∗ 

 

 

 第 3 回学生のヒマラヤ野外実習ツアーは 2014 年 3 月 5 日～3 月 19 日，全国から学生 21 人，引率・指導教

員 2 人と市民 2 人，ネパールの学生 2 人と引率・指導教員 2 人合計 29 人の参加を得て，第 1 回～第 2 回と同

じ西中央ネパールのカリガンダキ河上流からルンビニに至るコースで実施された（吉田編 2014）．以下にその

概要を報告する． 

 

実習コースと日程・実習内容・実習科目の合否判定 

 

実習コースと日程 第 3 回学生のヒマラヤ野外実習ツアーの実施要項（抄）を資料として添付した．実習コー

スと日程は予定通りで（資料の第 1図，第 1表参照），ツアーの始めと終わりのカトマンズ滞在 3日間を除いて，

カトマンズ～ポカラ～ジョムソン～ムクチナート～タトパニ～ポカラ～タンセン～ルンビニ～カトマンズのコ

ース（以下、野外コースあるいは野外ツアーと呼び，野外実習ツアー全体と区別する）で 3月 8日から 16日の

9日間で実施された．この野外コースは，

ヒマラヤ造山帯の完全横断で，北から

南に，テチスヒマラヤ帯‐高ヒマラヤ

帯‐低ヒマラヤ帯‐亜ヒマラヤ帯‐イ

ンド・ガンジス平原というヒマラヤ造

山帯を構成するすべての地質帯を観察

し，さらにそれらの境界をなす４つの

巨大断層を含め，ヒマラヤ全体の構造

断面のトラバース見学を行うことがで

きた． 

実習内容・目的 野外実習では，野外

調査の安全で効果的な実施方法，堆積

岩・変堆積岩・変成・火成岩類の観察

と識別，古扇状地・湖成層・段丘・崖

錐・崩積・地滑り・斜面崩壊・地面陥

没・土石流・モレーン・氷河等の地形

やそれらの堆積物およびそれらの複合

地質や地形などの観察と識別を行った（第 1図）．実習テキストと参考書として吉田（2014）で詳しく報告した

英文ガイドブック（Yoshida and Upreti 2014）を活用し，現場での説明は英語或いは日本語で行われた．野

外ツアー実施中は毎日夕食前に当日の復習と翌日の予習が教員による説明，参加者の質疑を含んで行われた． 

 野外ツアーの出発前日には，トリブバン大学で事前学習会が吉田・酒井と Gajurel により，日本語あるいは

英語で行われた．また，野外ツアーの終了後には同大学で事後報告会が行われ，参加者全員が英語で報告し，

活発な質疑応答があった．参加者はこの報告をもとに報告書を作成・提出した．事前学習会及び事後報告会は

午前中で終え，午後の半日は，トリブバン大学の学生らの案内により，カトマンズ市内の世界文化遺産等の見

学会等が行われた．これらの会を通じて，日ネ両国学生の交流が効果的に行われた． 

実習科目の合否判定 参加した学生は全員，積極的に実習に参加し，それぞれに大きな成果を得たものとみら

                                                   
*吉田編（2014）から抜粋・修正 
∗∗ 大阪支部・トリブバン大学名誉教授 ゴンドワナ地質環境研究所 

 

第 1図 ムクチナートでジョンコーラ上流域を望む． 

氷河地形、古扇状地や段丘とそれらの複合地形がみられる 
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れる．また，報告書は日本語（日本人学生）あるいは英語

（ネパール人参加者）で書かれたが，日本人学生の報告に

ついては，3月 17日報告会での英語発表をもとにした英文

サマリーが付けられており，いずれも満足できる内容であ

った．よって，報告書を提出しなかった 2名の学生以外の

参加者全員については，大学基礎教育・専門教育課程ある

いは大学院前期博士課程のいずれにおいても相当の実習単

位を与えることができると判定された． 

 

参加者 

 

 2013 年 7 月に参加者募集が始まり，11 月末日に，山口

大学・東京大学・島根大学・筑波大学・静岡大学とトリブ

バン大学の学生 23 人・引率・指導教員 4 人と市民 2 人の

合計 29人の参加者が決定した（第 1表）．引率者を除く最

大収容人数としていた 20 人を若干上回ったが，指導教員

を 4 人にすることでカバーできると判断した．指導・引率

者は筆者と酒井哲弥島根大学准教授及び Mukunda 

Paudelと Ananta Gajurelトリブバン大学准教授の 4人で

あった． 

 

実習ツアーの成果 

 

地学関連の成果 実習ツアーは当初の予定通り実施され，

上記のような当初の目的はほぼ達成されたと考えられる．

とりわけ，野外地質への親近感を得，地質学の汎地球性な

どを感得したはずであることは，参加者の報告から読み取

ることができる（吉田編 2014参照，本シリーズで報告予

定）． 

地学以外の成果 地学以外の成果としては，国際性と英語

文献や英会話への親近感の獲得が挙げられる．事前に参加

者に配布されたカラー刷り英文ガイドブックは，事前学習

会，野外ツアー中に毎夕実施した学習会，野外ツアーから

事後報告会に至るまで頻繁に活用され，参加者全員否応なしに頁をめくって目を通さざるを得なかった．さら

に野外ツアーでは，出てくる露頭ごとにガイドブックの参照を求めつつ英語交じりで説明がなされた．さらに

実習に参加したネパール人講師・学生ら４人との日常的な英語での接触もあり，報告会では全学生が英語で報

告を行うことができた．また，野外ツアー前学習会（3 月 7 日）と野外ツアー後報告会（3 月 17 日）の後の市

内見学では，トリブバン大学生らがスワヤンブナート，バクタプールやパタン等の世界文化遺産を含むカトマ

ンズ市内の名所を案内した．このような英語環境の中で，参加学生は日ごとに英語への親近感が増加していっ

たであろう（第 2図）． 

 その他，ネパールの都市と山村を歩き，人々の暮らしぶり，食生活や文化に触れ，あるいはネパール学生と

行動を共にし，談笑し，言葉に尽くせない新しい経験と知識を得たであろう．これらのものすべてが，参加学

生にとって今後，国際性を育んでいくための第一歩となったことは間違いないと考えられる． 

第1表　第3回学生ヒマラヤ実習ツアー参加者

所属・学年等 性
別

年齢

ゴンドワナ地質環境研究所会
長・トリブバン大学名誉教授

M 76

島根大学準教授（公費参加
者）

M 44

トリブバン大学准教授 M 52

トリブバン大学准教授 M 49

筑波大学後期博士課程3年生 M 28

山口大学3年生 M 21

東京大学前期博士課程1年生 F 23

山口大学前期博士課程1年生 M 23

静岡大学4年生 M 23

東京大学前期博士課程2年生 M 24

山口大学前期博士課程2年生 M 24

市民 F 72

市民 F 65

島根大学3年生 M 22

島根大学2年生 F 20

島根大学3年生 M 20

島根大学2年生 F 20

島根大学2年生 F 20

島根大学2年生 M 23

島根大学2年生 F 21

島根大学3年生 M 19

島根大学2年生 F 21

島根大学3年生 M 22

島根大学2年生 M 21

島根大学2年生 M 20

島根大学2年生 F 20

島根大学2年生 F 20

トリブバン大学3年生 M 20

トリブバン大学3年生 F 20

指
導
教
員

個
人
参
加
者

島
根
大
学
学
生

ネ
パ
ー

ル  
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実習ツアーの問題点と今後の改善等 

 

少なかった個人参加者 

 今回，全国 60 の地学関係教室対象の公開募集

に応えて個人的に応募した大学生・院生の参加者

は，グループ参加の島根大学学生を除くと 4大学

から 7人だけであった．トリブバン大学の学生２

人のほかには，筆者の個人的な関係で市民 2人が

参加し，島根大の 14人を加えて合計で 25人とな

った．参加者数の総数としては充分な数に達した

が，個人参加学生の少なさには次のような問題が

ある．第 1～第３回のツアーを通じて，個人参加

者が少なかった理由を推定してみよう． 

本プログラムへの理解・情宣不足や誤解 関係教

室の教員・学生に共通して，権威付けられたプログラムにしか乗らないというような習性があるのではないかと

想像される．これは日本人一般に共通するものだ．これは本プログラムが実績のない，しかも利潤追求の一般ツ

アーではないかなど，本プログラムがまだ大方の信頼を得ていないことを示しているのであろう．これらの問題

点に関しては，いろいろな場所で本プログラムの成果を発表し続けることと，公的な資金を獲得することの 2 点

で，解消していくと思われるの． 

高額な参加費 本プログラムのツアー参加経費は一人当たり 20 万円以内としてきた．実際は日本人学生が 12 人

参加した第 1回は 158,700円，３人が参加した第 2回は 19万円で，今回は学生 1人平均 133,900円であった．10

万円を超す参加費は学生にとっても親にとっても少なくない額であり，そのことが学生に参加をためらわせるこ

とは確かであろう．この問題の解消には，吉田（2015）で記したようないろいろな努力が必要である．  

大学の関係教室における情宣不足 今回も前回，前々回と同様に，個人学生の自発的参加者は 4 大学 7 人と期待

よりはるかに少なかった．第 3 回ツアーの参加者募集は，全国の 60 関係教室・本プログラムの推薦者 34 人・推

薦学会等 6団体及び実習ツアー指導登録者ら 31人と，そのほか世話人らの友人ら数十人を対象に 6月に募集ビラ

と実習ツアーの概要などを郵送あるいはメール配信し，参加者募集への協力を依頼した．発信の対象者数として

はかなり多く，対象者の内容としてもほぼ適当とみられるが，結果は相変わらず芳しくない．推定するに，問題

は受けた側がどの程度学生に対して広報できたかであろう．送る側としては，受けた側が学生に広報できるよう

な案内とプログラムの内容であるよう，今後一層の工夫をして行く必要があると思われる． 

参加者の罹病  

 今回の実習中に軽～中度の高山病数件，乗り物酔いと消化障害や下痢が延べ 10人以上あった．とりわけ高山

病は急性の中程度症状を示した 1人のほか，軽度の症状が 3～4人に出た．これらはすべて日本人であった．野

外実習コースの最標高地点（3859ｍ）で中度の高山病（立ち上がり不能で意識衰弱）を発症した学生は，すぐ

に車で標高 2750m のカグベニに下ろして安静させ，翌日は歩かずに車で標高 2500m のカロパニに下ろしたとこ

ろ，ほぼ回復した．乗り物酔いの学生は助手席に移ることで症状はかなり改善した．軽度の消化障害の学生達

は正露丸等を服用して 1 日～数日内に回復した．このことから，消化障害の多くは精神的緊張・圧迫や食べす

ぎ等が原因であったと思われた．いずれのケースも重大な事態に至らずに解決した．なお，最終日に 1 人の学

生が粉煙草をコーヒー（？）と 

 

間違えて水に溶かして飲んでしまい，緊急入院手当を受けたが，一晩でやや回復し，なんとか帰国便に乗ること

ができた． 

少なくない参加者の健康の問題に関して，ツアーリーダーとしては軽症者については数日で元気になると見込

んで，訴えてきた人に適当な薬品を勧め，訴えの無い人には各自まかせであった．今回は高山病対策として参加

 
第 2図 日ネ学生の合同市内見学ツアー（谷中三鈴さん  提供） 
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者の高所経験や高山病発症経験などを聞いた

結果，7割程の参加者が高所経験がないことが

分かっていた（第 2 表）．そして，この事前調

査結果を踏まえた具体的な対策として，血中酸

素濃度測定器，ダイヤモックス錠や加圧テント

を準備した．ダイヤモックスはかなりの人が服

用したようであり，そうでなければもっと大勢

が高山病を発症したと思われる．しかし，リー

ダーとして個人個人の病歴とダイヤモックス

の服用状況等の把握をしなかった．手が回らな

かったというべきかもしれない．高山病と消化

障害は毎回発生する問題であり，第 4回ツアー

ではもう少し対策を強化せねばないだろう． 

ツアー行程と実習内容  

 前回と前々回 2回の実習ツアー経験を受けて，

今回のツアー行程と実習内容はさらによくなっ

ていたはずであった．しかし，参加者レポート

からは，かなり多くの学生が「見学地点が多す

ぎる」・「ツアーが忙し過ぎ，理解する時間が少

ない」・「ツアーの間に半日か 1 日の自由時間を

とって実習内容のまとめや理解の深化を図って

ほしい」などの指摘があった．今回は前 2 回に

比べて参加者に 2 年生が多かったことも，上記

のような指摘が多い原因のひとつでもあると考

えられる．しかし，実習全体を通じて分かり易

いものにすることは大事なことであり，これら

の指摘を取り入れて，今後は「見学地点を少なくする」か，「ポカラ～ルンビニコースを止めて、そのコースで見

学できるシワリーク帯と MBT・MFTは「ムグリンから南方への数時間ツアーで観察する」などの方式を検討してい

きたい．また，大事な説明はなるべく英語だけでなく，日本語をまぜるように配慮する必要があろう． 

車とドライバーの良しあし  

 今回のツアーでは全行程にバスとジープを利用した．地元ドライバーズ組合のジープやドライバーはあまり評

判が良くないので，カトマンズとポカラから良質の車とドライバーを準備し，全行程にわたって使用する計画で，

現地旅行社と何度も打ち合わせを行った．しかし，出発の数日前にベニ－ガサ間で 2 か所崖崩れが発生したため

に車が通れず，地元の車に乗り換えねばならないとの情報があったのでそのように手配した．実際に行ってみる

と 1 日前に開通したとのことで，車が通れたのであったがすでに遅く，手配通りにベニ，ガサとジョムソンで地

元の車にいちいち乗り換えねばならなかった． 

 予想通り地元のバス・ジープとドライバー達は全くよくなかった．組合との交渉では了解できていた見学地点

でのストップをドライバーが嫌がるなど，ツアー目的を阻害しそうなことさえあった．次回以降は担当旅行社と

さらに綿密かつ厳密に打ち合わせておく必要があるし，地元トライバーズ組合と交渉せざるを得ないときには，

担当のドライバーも交えて一層厳密に取り決めをする必要がある．しかし，ベニ～ムクチナート間以外では今回

のドライブは快適であった．これはバスの座席にやや余裕があり，またサスペンションもまずまずであったこと

と，ドライバーが良かったためである． 

 

第2表　参加者健康データ

氏  名 高地・高山病の経験
サルファ剤
への問題

血圧降下
剤の使用 予防接種

日本人教員 ＯＫ なし なし なし

日本人教員 前回のツアー問題な
し

不明 なし 破傷風

市民 4300ｍ、高山病歴無
し

不明 使用中 Ａ型肝炎

市民 高所経験無し なし なし なし

個人参加学
生

高所経験無し なし なし 狂犬病・破傷風

個人参加学
生

高所経験無し なし なし 破傷風

個人参加学
生

高所経験無し 不明 なし 狂犬病第2回

個人参加学
生

2000ｍ、高山病歴無
し

なし なし
破傷風、狂犬
病　　　　　ほか

個人参加学
生

4500ｍ、高山病歴無
し

なし なし なし

個人参加学
生

4000ｍ、高山病歴無
し

不明 なし
破傷風、狂犬
病　　　　　ほか

個人参加学
生

3700ｍ、高山病歴無
し

なし なし なし

島根大学生 高所経験無し 不明 なし 破傷風

島根大学生 高所経験無し 不明 なし 破傷風

島根大学生 高所経験無し なし なし 破傷風

島根大学生 高所経験無し 不明 なし 破傷風

島根大学生 高所経験無し 不明 なし 破傷風

島根大学生 高所経験無し 不明 なし 破傷風

島根大学生 高所経験無し 不明 なし 破傷風

島根大学生 高所経験無し なし なし 破傷風

島根大学生 2000m、高山病歴無し 不明 なし 破傷風

島根大学生 高所経験無し なし なし 破傷風

島根大学生 高所経験無し なし なし 破傷風

島根大学生 高所経験無し なし なし 破傷風

島根大学生 3150m、高山病歴無し なし なし 破傷風

島根大学生 穂高岳、高山病歴無
し

なし なし 破傷風

島根大では，狂犬病の接種は個人の判断にまかせた。接種した場合でも
かまれたその日に追加の接種が必要なため。  
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長距離ドライブ途中の見学と講義   

 車を多用した実習はカトマンズ～ポカラ間と，ポカラ～ルンビニ～カトマンズ間であった．この区間は全員で 1

台のチャーターバスを利用した．まず，1台に多人数が乗車したので，乗り降りで時間がかかった．また，バスに

はマイクがついていたが，大変に調子が悪く，ほとんど利用できなかった．このため，ドライブ中の説明がしに

くかった．しかし，前回の反省から，今回は上記の区間のガイドブックも準備し，ドライブ中に次の見学地点の

説明をし，あるいは車をストップして車内から外の地形をスケッチさせるなどしてドライブ時間の有効利用を図

った．この点は今までの 2回のバスツアーより良い点であった． 

ツアー中の日ネ参加者間の一層の交流  

 今回，ツアーにはネパール学生男女各 1人が参加した．日ネ学生の交流が一層図れるように，毎日の宿泊では，

すべての日本学生がネパール学生と同室の機会を持てるように配慮した．ネパール学生は 2 人とも学習にも，日

本人との交流にも非常に積極的であり，日本人学生の大きな刺激になった．将来もし外部資金が得られたときに

は，ネパール学生を 1人でも多く参加させるとよいと思われた． 

 ツアー前セミナーとツアー後報告会の後の市内見学会でのグループ交流も既述のように，学生達だけだったた

めであろうか，お互いによく打ち解け，大いに交流できたようであった．参加者のレポートからもこの交流会の

評価は高く，今後もいろいろと工夫しつつ，継続させていきたい． 

 

実習ツアーの経理 

 

 今回の実習ツアー経費は実施主体による補填金 100000円を除いてすべて参加費（学生：133900円，公費参加の

日本人教員：233900円，市民：183900円）で賄われた．ただし公費参加者 1人と一般参加者 2人の参加費は学生

より多額であり，学生参加費との差額分はツアー参加の参加費軽減に供された．ネパール学生からは 1 人当たり

5000ルピー（約 6000円）を徴収した．これはもう少し増やして行くべきであろう．また，トリブバン大学地質学

教室には取り決めに従ってネパール側の準備経費として 1 日あたり 100 米ドルを基準として支払い，教室ではそ

れを教室派遣指導教員とで折半した．詳細は吉田（2015）で示した． 

 

結論 

 

 第３回学生ヒマラヤ実習ツアーは予定通りに実施され，参加者に大きな感銘と経験を与え，成功裏に終了した

と言えるであろう．ただし，自発的参加の個人学生が少なかったことは，今後に向けて解決すべき大きな問題で

ある．なお，将来第 4 回以降の学生ヒマラヤ実習ツアーをよりよいものにするための検討すべき課題も認められ

た．プロジェクトおよび実施主体としては，今後これらの課題に積極的にとりくみ，第４回以降の実習ツアーの

さらなる成功に向けて努力したい． 
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