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目的地  

アメリカ合衆国 （ボストン／フィラデルフィア／ワシントンDC／ニューヨーク） 

 

研究旅行の目的 

本研究旅行の目的は、単にアメリカ建国の歴史についての知識を増やすことに留まらず、

アメリカ合衆国やその社会が独立革命・建国の歴史をどのように記憶し、伝えようとしてい

るのかを調査することである。すなわち、アメリカ合衆国の建国史を巡る歴史理解のあり方

それ自体を対象化し、調査することが本研究旅行の主眼となる。 

具体的には、まずマサチューセッツ州ボストン市及びその近郊にある独立革命関連の史

跡や施設を訪問することで、現地の社会がアメリカの独立や建国をどのように理解し、また

それを国内外にどのように発信しようとしているのか調査する。 

また、ワシントン D.C.の国立アメリカ歴史博物館や国立公文書館、ペンシルベニア州フ

ィラデルフィア市の独立記念館、さらにはニューヨーク州ニューヨーク市のフェデラルホ

ールやニューヨーク市立博物館を訪れる事でアメリカ建国に関わるこれらの史跡がどのよ

うな方法によって「公式」に紹介されているのかを調査する。 

以上の調査を通じて、最終的には、応募者（久間・三原）が大学講義や二次文献で学んで

きたアメリカ建国の歴史と、現地で「公式」に紹介されているアメリカ建国の歴史理解を比

較検討してみたい。過去の出来事が単なる「事実」として認識されるのではなく、その事実

が何らかの形で一つの「物語」として加工され、アメリカという国家の在り方を説明する「材

料」になる過程や結果を考えることは、単なるアメリカ合衆国を巡る理解に留まらず、広く

近代国家と歴史理解の関係を問う上でも、重要な作業となるだろう。 

 

期待される成果 

 アメリカ建国を巡る歴史理解のあり方に注目することで、アメリカ合衆国における過去

と現在の結びつきに関する理解を深めることができる。アメリカ合衆国は一般に「歴史が浅

い」といわれるが、そうした国の中で「歴史」がどのように理解され、またどのような役割

を果たしているのかについて考えることは、私たちにとっての「歴史」と「現在」の関係性

を考える上でも有益な作業となるだろう。またその知識を今後の学習や卒業論文に生かす

ことができる。この他にも、現地でフィールドワークを行うにあたっては、語学力の実践や

現地の人々との様々な形の関係構築が必要とされる場面が予想されるが、こうした経験の



中で発生する多様な「学び」も、広い意味で本研究旅行の成果となるだろう。 

研究日程 

出発予定日    2019  年  9 月  1 日 

帰着予定日    2019  年 9 月 16 日 

（未定の場合でも大体の予定日を記入） 

旅行予定日数（発着日含む） 

16 日間 

 滞 在 地 行動・調査内容 

第１日目 

 

福岡→香港 ソホテル（So hotel）139 Bonham Strand. Sheung Wan 香港 

第２日目 

 

香港→ニューヨー

ク 

現地到着 チェックイン （ポッド 51（Pod51））230 East 51st Street 

第３日目 

 

ニューヨーク 予備日 

第４日目 ニューヨーク→ボ

ストン 

移動 チェックイン （HI ボストン ホステル） 19 Stuart Street 

第５日目 

 

ボストン フリーダムトレイル調査 

第６日目 

 

ボストン ボストン茶会事件船･博物館 USSコンスティーション号博物館、

その他関連史跡 深夜移動ボストン→フィラデルフィア 

第７日目 

 

フィラデルフィア チェックイン （フィラデルフィア 201 ホテル）201 North 17th 

Street 独立記念館 

第８日目 

 

フィラデルフィア

→ワシントンD.C. 

移動 チェックイン （デイズ イン ワシントン DC コネチカッ

ト アベニュー）4400 Connecticut Avenue Northwest  

第９日目 

 

ワシントンD.C. 

 

国立公文書館  

第 10 日目 

 

ワシントンD.C. 国立アメリカ歴史博物館 その他関連施設 

第 11 日目 ワシントン D.C→

ニューヨーク 

移動 チェックイン （ポッド 51）230 East 51st Street 

第 12 日目 ニューヨーク フェデラルホールナショナルメモリアル 

第 13 日目 

 

ニューヨーク ニューヨーク市立博物館 

第 14 日目 

 

ニューヨーク 調査まとめ 



第 15 日目 ニューヨーク→香

港 

 

第 16 日目 

 

香港→福岡 帰国 

 

第一章 ボストン（執筆担当 三原） 

第一節 ボストンの概要 

 ボストンはアメリカ北東部マサチューセッツ州にある都市のひとつであり、日本ではハ

ーバード大学やマサチューセッツ工科大学などを有する学園都市としても有名である。そ

してアメリカ建国の歴史に大いに関わるこの都市ボストン及びその近郊には、「アメリカ発

祥の地」であるプリマスをはじめ、アメリカの建国や独立戦争時を語る上では欠かすことの

できない重要な歴史的建造物や史跡が多く残っている。その多くはボストントレイルと言

われるボストンコモンからバンカーヒル記念塔まで続く約４kmのアメリカ建国にまつわる

史跡を巡る散策路にあり、またボストン市の南に位置するボストン港にはアメリカ独立戦

争最大の契機となったボストン茶会事件の博物館がある。ここボストンでは、このフリーダ

ムトレイルとボストン茶会事件博物館を研究対象の地として選び、2 日間に渡って調査を行

った。 

 

第二節 アメリカ独立戦争開戦までの経緯 

初めに、アメリカ合衆国がイギリスから独立を果たすまでの一連の流れを簡潔に説明し

ておこう。 

イギリスは北米植民地を巡る戦争においてフランスに勝利するも、1763 年フレンチ＝イ

ンディアン戦争終結後には財政難に陥り、債務支払いのためイギリス領北アメリカ 13植民

地への課税を強めるようになる。イギリス本国は、植民地に対して 1764 年砂糖法、1765 年

には印紙法（印紙法は翌年には取り消される）、1767 年にはタウンゼント諸法が制定され、

茶、紙、ガラス、酒などに高率の関税をかけた。このタウンゼント諸法も 1770 年には植民

地側の激しい抗議活動の末、同法の規定の大半が撤廃されるも、茶税に関しては継続された。

しかし 1773 年、本国議会はイギリス東インド会社に対して植民地における茶の独占販売を

認め、また輸入する茶に対する関税を引き下げる茶法を制定した。これによって植民地では

密輸の茶よりも東インド会社による正規輸入の茶が安価になることで、オランダなどから

茶を密輸し、安価で販売していた多くの植民地商人は打撃をこうむったのだった。1773 年

12 月 16 日、ボストン商人を含む「自由の息子たち」を名乗る集団は、ボストン港に入港し



ていた同会社の船に先住民インディアンのモホーク族に変装して、積み荷の茶箱 342 箱を

海へ投棄した。これがボストン茶会事件と呼ばれる、後に起こるアメリカ独立戦争のきっか

けとなった反英闘争であった。この事件によって、イギリス本国との関係は悪化し、ボスト

ン港閉鎖やマサチューセッツ植民地の自治の制限などの厳しい制裁措置がとられた。そし

て、1775 年 4 月 19 日レキシントン･コンコードの戦いを機にアメリカ独立戦争が始まる1。 

 

第三節 ボストンフリーダムトレイル 

（1）フリーダムトレイル概要 

フリーダムトレイル出発の地は、ボストンコモンという 1634 年に造られたアメリカ最古

の都市公園である。ここは独立戦争まではイギリス軍がキャンプ地として使用していた場

所としても知られる。ボストンコモンには、フリーダム

トレイルスタート地点として無料のパンフレットや地

図をはじめ、その他関連グッズを置く小さな案内所が

あり、早朝から人々が多く訪れていた。また、案内所の

前を目印にフリーダムトレイルを回るツアーの集合場

所となっていた。そのツアーガイドの中には、18 世紀

頃の衣装も身にまとったガイドもいた。 

フリーダムトレイルにはアメリカの独立に関わる史

跡がおよそ 16 あると言われるが、全ての史跡で情報が

得られた訳ではないため、ここからはその中のいくつ

かをピックアップしてみたい。 

 

ボストンコモン 

フリーダムトレイルスタートの地は前述の通りボス

トンコモン（図１）である。フリーダムトレイルは図

２のような赤い線を辿って見学できるようになってお

り、簡単に約４キロに渡るトレイルの最終目的地まで

行きつくことができるように整備されている。 

 

1有賀貞ほか編『世界歴史大系 アメリカ史 1 17世紀‐1877 年』山川出版社、1992

年、第 1 章、第 2章。 

図 1 ボストンコモン  

撮影者：三原 



 

 

マサチューセッツ州議事堂 

ボストンコモンを抜け最初に見えるのは、マサチューセッツ州議事堂である。旧州会議事堂

に変わる庁舎として建てられ、1789 年に完成。 

 

 

 

 

 

 

パークストリート教会 

さらに赤いレンガの線に沿って進むとパークストリート教会がある。この協会は独立し

てしばらく経った 1809年に建てられた教会であり、1829年には奴隷廃止主義者である

William Lloyd Garrison が初めて奴隷反対のスピーチをした場所としても知られる。今回

パークストリート教会は内部に入ることはできなかった。  

グラナリー墓地 

 パークストリート教会のすぐ隣にある 1660 年に造られたグラナリー墓地は、独立戦争

の時期に活躍した愛国者であるジョン・ハンコック、ポール・リビア、ジェームス・オー

ティス、サミュエル・アダムズ、ロバート・トリート・ペインや、ボストン虐殺事件の 5

人の犠牲者などが埋葬されている墓地である。ジョン・ハンコック、ポール・リビアの記

念碑やサミュエル・アダムズのような著名な人物の墓は周りのものと比べても大きく、目

立っており、また別の展示物にも詳細な説明が記されていた。 

また、ここグラナリー墓地の展示物によると埋葬者はおよそ 8,000人であり、その中に

は意外にも当時のボストン市民や愛国者だけでなく、イングランドのプロテスタント、カ

トリック教徒、イギリス人、フランス人、アフリカ人、英国の保守党の議員など様々な宗

派の人々や出自が異なる埋葬者がいることがわかった。これはピルグリムファーザーズを

はじめとした信仰の自由を求めて移住してきた者達が発端となってできた町であるがゆえ

の、宗教だけにとどまらず、様々な面で、一種の寛容さが表れているのではないだろう

か。 

図２フリーダムトレイルを結ぶ赤

い線 撮影者：三原 

図  3 マサチューセッツ州議事堂 

撮影者：三原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ベンジャミン・フランクリンの銅像 

 アメリカ建国の父の一人として知られ、独立宣言の作成にも携わった人物。その才能は

多岐に渡り科学の分野では避雷針の発明や、文筆家としては、フランクリン自伝を出版

し、現代でも有名な書物とされている。また、フィラデルフィアにアメリカ初の公共図書

館を設立。様々な面で、アメリカの建国と発展に貢献した偉大なる人物。（図 4） 

 

図４ ベンジャミン･フランクリンの銅像 

撮影者：三原 

 

 

 

 

 

 

 

 

オールドサウスミーテイングハウス 

オールドサウスミーテイングは、1729 年に清教徒の集会所、すなわち教会として建てら

れた。この教会集会所は、アメリカの独立を勝ち取るまでに非常に重要な役割を果たした

教会である。1770 年 5月 5 日、5 人のボストン市民がイギリス軍兵士によって殺されたボ

ストン大虐殺での後にはこの教会で集会が行われ、イギリス軍駐屯反対を決議し、最終的

にイギリス軍をボストンの町から退去させることができた。また、アメリカ独立戦争のき

っかけとなった 1773 年 12 月 16 日のボストン茶会事件も、ここで開かれた集会でその決

行が決議されたといわれている。これら二つの重大な事件の間の約三年にわたって、様々

な重要な会議がここで開かれたのだった。このように歴史的な集会や会議が行われたこと

から、オールドサウスミーテイングは自由の温床、つまり植民地の自治追求の拠点として

イギリス本国にまで知られるようになった。このため、1775 年から 1776 年にかけてイギ

リスがボストンを占領した時代には乗馬訓練所や馬屋としてイギリス軍に使用された。占



領終了後も約 100 年間は集会所や郵便局として使用されるも、この地区の再開発のため取

り壊しになるプランがあった。しかし、市民のグループを中心に保存のための活動が行わ

れ、建物買い取りのための資金の調達に成功した。これら市民の強い意志と先見の明のお

かげで、現在は民間団体の運営の下で博物館や、自由言論の伝統に従って講演会場として

も使用されている。以上は、オールドサウスミーテイングに展示されている資料を基に記

述したものである。 

  

旧州会議事堂とボストン虐殺事件跡 

1713 年に建てられたこの建物は、ボストン最古の公共の建物としても知られる。また、

旧州会議事堂はイギリス本国からの独立のための重要な建物とされ、特に 1776 年 7 月 18

日、トーマス･クラフツによってこの建物の東側バルコニーから独立宣言が群衆に向けて

読み上げられた場所である。現在旧州会議事堂は博物館として利用されており、独立革命

期の資料をメインに展示している。そして、1770年 3 月 5日ボストン虐殺事件はこの建

物のすぐ横、東側で起き、現在は事件跡としてその場所に丸石が埋め込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、旧州会議事堂の展示資料をメインとし、ボストン虐殺事件の概要を記述して

いく。 

ボストン虐殺事件とは、1770 年 3 月 5日、イギリス兵が市民との衝突の中で発砲し 5

人の市民が犠牲となりと 9人の市民が怪我を負った事件である。この事件は、反イギリス

のためのプロパガンダとしても利用された事件として知られている。当時の植民地側は、

市民の命が脅かされた危険な事件であったことを理由に、イギリス軍のボストンからの撤

退を要求した。しかし、実際は市民の投石などによる暴力行為に対して、ボストン税関の

哨兵が自己防衛のために発砲したことから起きた事件であったともいわれている。ここ旧

州会議事堂博物館や、オールドサウスミーテイングのボストン虐殺における資料の中に

図 5 ボストン茶会事件跡 撮影者：三原 



は、あまり植民地側の攻撃的な姿勢の描写の説明はあまりない。そしてこの事件を説明す

る中では、あの「悪名高い事件」、または「イギリスによる非道な行為」といった文言が

用いられていた。 

サミュエル･アダムズの銅像 

アメリカ建国の父の一人。アメリカ独立戦争最大のきっかけとなったボストン茶会事件

を組織化した人物。また、独立宣言に署名した一人でもある。現在彼の名前はボストンの

地ビールの銘柄の名前となっており、ボストン市民を初め多くの人々に親しまれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポール･リヴィアとオールドノースチャーチ 

 オールドノースチャーチは、1723 年に建てられたボストン最古の教会である。ポー

ル･リヴィアは、レキシントン･コンコードの戦いの前夜、この教会の戦闘に灯った光を見

て、イギリス軍の奇襲を知らせるためにレキシントンに馬を走らせた。これがかの有名な

ポール･リヴィアの真夜中の疾駆である。オールドノースチャーチをバックに、ポール･リ

ヴィアの銅像が建てられ、また教会の壁面にはポール･リヴィアの真夜中の疾駆を説明す

る金属板が見られる。 

図 6 サミュエル･アダムズの銅像 撮影者：三原 



 

 

 

 

 

バンカーヒル記念塔 

1842 年に完成し 1843 年に献納されたバンカーヒル記念塔は、フリーダムトレイル最後

の史跡である。独立戦争主要な戦いの一つであるバンカーヒルの戦いを記念したアメリカ

最初のオベリスクである。高さは 67 メートルあり、ここを訪れた観光客は 294 段の階段

を上り、頂上からはボストンの町並み眺めることができる。入場料は無料であるが、寄付

を募っており、多くの人がここから出る際には寄付をして出て行く光景があった。 

 

 

図７ポール･リヴィアの銅像  

撮影者：三原 

図 8 オールドノースチャーチ 撮影者：三原 



 

 

 

 

第四節 考察 

（１）フリーダムトレイル 

このフリーダムトレイルを観光、見学する参加者の年齢層は実に多様であった。学生と見

られるグループが一番多かったが、高齢の方から小中学生の見学者も見かけた。アメリカの

歴史に対する関心が年齢問わず大きなものであると感じさせられた光景であった。特に学

生以上の年齢層の見学者のガイドの話を聞く姿勢は真剣そのものであり、フリーダムトレ

イルが単にアメリカの歴史を感じられる観光地として捉えられているのでなく、実に学び

の場として捉えられていることを強く感じた。 

（２）グラナリー墓地 

ポール・リビアの説明には、今日の若者がここを訪れた時、彼の愛国心に触発されるよ

うにといった内容があった。 

グラナリー墓地が単なる墓や著名な人物が埋葬されている場所というわけではなく、こ

こを訪れる者に建国の歴史というものを大いに感じさせようと働きかけている役割を担っ

ているのだと感じられる場所であった。 

（３）オールドサウスミーテイング 

 オールドサウスミーテイングの内部は、演壇正面の席は正面を向く席であるが、左右に

はコの字型の席が配置されており、意図的に人々が話し合うための構造を持たせ、この場所

が教会としてだけでなく集会所としての用途において付加的な役割を持っていると感じら

れる作りであった。また、現在博物館や講演の会場としても使用されている。特に現在も講

演の場として使用されている状況に対しては、ただこの教会にそうすることのできる場が

あるからではなく、このオールドサウスミーテイングを管理する団体が独立革命時の伝統

や歴史ある場を、実際に市民に利用させることで人々にその伝統を意識的に残させようと

しているように思われた。 

図 9 バンカーヒル記念塔 

撮影者：三原 



（４）旧州会議事堂 

 旧州会議事堂のボストン虐殺事件における説明の中で、ボストン虐殺事件が反英感情を

刺激し、アメリカの攻撃的な姿勢があまり描かれていないような説明方法が今もなお続い

ている点については、アメリカ独立の「物語」を巡るある種のバイアスが機能しているよう

にも思われた。また、「ボストン茶会事件をめぐる記憶とアメリカ史」（久田由佳子）による

と、この博物館にも展示されていたポール･リヴィアのボストン虐殺を描いた版画には、犠

牲者たちは、無抵抗で丸腰な身なりのよい市民として描かれているという。そして、こうし

た良き市民としての犠牲者のイメージは 1771~75年まで毎年 3月 5 日に開かれた追悼集会

で積極的に宣伝されたとある。当時はイギリスからの独立のために、市民の愛国心や反英感

情を高ぶらせることが必要不可欠であったことは間違いない2。そのため、自分たちの負の

側面とも言えるような内容については、積極的には伝えようとしない姿勢がポール･リヴィ

アの版画や、現在の博物館の展示から読み取れる。 

第五節 ボストン茶会事件博物館 

図 10 ボストン茶会事件博

物館外観 撮影者：三原 

 

 

 

 

 

 

（1）博物館概要 

 

2 久田由佳子「ボストン茶会事件をめぐる記憶とアメリカ史―Alfred F. Young ,The 

Shoemaker and the Tea Party :Memory and the American Revolution ( Boston: Beacon 

Press,1999)―」『愛知県立大学外国語学部紀要』43号、(2011 年)、231‐245 頁。 



ボストン茶会事件博物館では、ツアーを通してボストン茶会事件までの流れを体験でき

る体験型のツアーが行なわれている。まずは、参加者を混ぜて市民集会のようなものが行

なわれた。演説するのは、アメリカ建国の父であり、このボストン茶会事件を組織化した

サミュエル･アダムズである。市民の怒りを煽るような力強い演説と共に、イギリス議会

で植民地への課税を決めたジョージ三世に対しては、ブーイングや、hazard!といったかけ

声を市民と共に叫び、ツアー参加者を巻き込んでの当時の集会が再現された。次は、ボス

トン茶会事件のメインイベントともいえる茶箱の海上投棄である。これもツアー参加者ら

は実際に茶箱とされるものを海へと投げ込む体験ができる。その後、船の船倉や船室を見

学することができ、船上展示物以外にも、屋外にはボストン茶会事件に関する展示資料

や、屋内には様々な展示物や映像資料があった。 

 

（2）ボストン茶会事件概要 

 ボストン茶会事件の概要については第一章、第二節のアメリカ独立戦争開戦までの経緯

で既述のためここでは省略する。 

 

（3）ボストン市民の亀裂を描いた映像資料（愛国派と王党派の語り） 

以下は、博物館資料に基づいた考察である。 

事件翌日のボストン市民の亀裂が生じた様子を描いた映像資料には、愛国派の人物と王

党派の人物の意見の対立が描かれていた。立ち話をする二人の女性は、王党派の人物と愛

国派の人物である。王党派である一方の女性は、愛国派の行動がボストンの問題の解決を

図る行動とは思わず、反対にボストンの治安を乱す行為としか考えていない。そのため、

イギリス軍がボストンの暴動を鎮めてくれることを願っている。反対にアメリカ愛国派の

人物サラは、ボストンがイギリス軍に征服されるのを恐れると同時に、税制の見直しを願

っている。同じ市民の間にも当時のその事件における認識は異なり、植民地側の混乱の様

子が理解できるものとなっていた。また、茶税が廃止されるまでは紅茶を飲まずに過ごす

べきとの意見が出るほど、愛国派の茶に対する意識は強かったと分かる。 

 

（4）ロビンソン家伝来の木箱（現存するボストン茶会事件当時の木箱） 

 ボストン茶会事件に参加した人々は、あらゆる努力を払って証拠隠滅を試みたものの、

翌朝少年ジョン･ロビンソンは岸辺で茶箱をみつけ、家に持ち帰ったという。この一連の

物語と茶箱は数代に渡り受け継げられ、これは現存する唯一の当時の茶箱である。 

このロビンソン家伝来の木箱の説明の中には、以下のような説明があった。「この地味

な茶箱は、はるか大西洋をアメリカまで渡り、斧で割り開けられ、海中に投げ込まれ、独



立革命のきっかけとなった。1773 年のあの夜、海に投げ込まれたこの箱は、また同じ海の

上に安置されることになった。アメリカ愛国精神を次の世代まで受け継いでいくための、

歴史的な遺物としての、その大きな価値は計り知れない」。一つの木箱ではあるが、これ

を通して愛国心伝承のための遺物として厳重な囲いを纏い、展示されていた。 

 

（5）認識 伝承の差異 

ボストン茶会事件博物館の資料を通して、筆者が事前調査の中で得た情報と、この博物

館資料の中で得られた情報の中に違いを感じるものがあった。以下では、ボストン茶会事

件博物館で得た情報と、上述の久田論文からの情報を基に、その問題について比較、検討

してみたい。 

先住民モホーク族の扮装について 

① 久田論文より歴史家フィリップ･デロリアの研究からインディアン扮装に関しては以

下の四つの役割が指摘されている。 

１ 変装によって参加者の特定を困難にし、逮捕を免れるため。 

２ 人を恐れさせるシンボルとして先住民を選択した点。 

３ 仮装行為によって人々が既存の社会から解放され、大胆になれるという点。 

４ 裏で指揮を執った指導者にとっては、植民地政体の構成員ではない、よそ者の犯行

とすることで責任逃れが可能となる点。   
② ボストン茶会事件配布資料より先住民の扮装の理由を一部抜粋。(日本語資料である

ため。) 

 このインディアンの扮装は、これまで独立を保ってきた北米モホーク族への敬意のしる

しでもあります。正体をあばかれないよう、顔に炭を塗りつけ、またマントにかくれてい

る自由派もいます。 

公式に博物館で紹介された先住民モホーク族の扮装の説明に疑問が浮かぶ理由 

 １ 実質的に犯罪行為をするに当たって、関係の無い先住民に濡れ衣を着せるように見

える行為は敬意を払った行動とは捉えづらいため。 

２ 先住民の扮装をせず、顔に墨を塗り参加する人々がいたことは、誰しも正体を明かさ

れたくないということであり、一部の参加者はあたかもモホーク族が参加しているような

行為を意図的に取ったと考えられるため。 

３ 博物館に展示されていた資料から、サミュエル･アダムズ(アメリカ建国の父の一人で

あり、イギリスに反抗する植民地の支持を集める際の主唱者)の発言ととれるものに、 

“Who knows how tea will mingle with sea water?” “The Mohawks are coming” “Boston 

Harbor, a teapot tonight!”  



とあり、あたかもモホーク族が来て、茶を海に投げ入れると受け取れるような文書があるこ

と。 

                

博物館の資料に記された内容の肯定的な意見の意図とは 

 ボストン茶会事件は、それから 100年、200年経った時代においても、様々な行事、政治

運動、抗議活動の中で象徴的に利用されている。アメリカ人にとってボストン茶会事件は独

立戦争最大のきっかけとなった事件として単に認識しているのではなく、顕彰されるべき

ものとして、その事件における行為を全面的にとは言わずとも、大いに肯定しているにちが

いない3。そのため、当時茶の投棄を行った人物が先住民モホーク族の扮装をしたことを、

歴史の創出の中で望ましいものにしなければならないと考えているだろう。そして、一般市

民や外国人観光客に対して、自国の歴史をどのように認識してもらい、記憶させたいかを考

慮すると、その歴史の負の側面とも取れる事象は、時に隠され、また事実と異なる解釈を用

いた可能性が見て取れる。 

 

第六節 考察 

このボストン茶会事件は、今となっては博物館として多くの人を呼び込み、その歴史を顕

彰すべきものとして伝えようとしているが、いつの時代もそうではなかった。「ボストン茶

会事件をめぐる記憶とアメリカ史」（久田由佳子）によると、建国初期の時代では 18 世紀に

根付いていた暴徒の町ボストンのイメージの中でこのボストン茶会事件はそれに当てはま

る事件であった。そうしたイメージは革命後に積極的に忘却させられていくことになった

り、事件当時は茶の投棄は実質的に違法行為にあたるため、参加者は事件について黙秘する

ことが義務付けられたりしていた。また、革命の意味や革命の記憶をどう記憶していくかを

巡り意見が対立する時代もあれば、ボストン茶会事件が政治運動に利用されるなど、この事

件の認識のされ方が多様であった4。しかし、この博物館のツアーに参加して感じられるこ

とは、現在この事件は一貫して顕彰されるべきものとして伝えられようとしていることで

ある。それは、違法行為にあたる茶の投棄というものをツアー参加者にも体験させるという

ものが理解しやすい一例だ。また、既述のように保守的な先住民の扮装における説明にも、

この事件を顕彰させるための一種のバイアスが働いているように思われた。このようなこ

とから、現在ボストン茶会事件の公式の立場からの見解は、ボストン茶会事件というものが、

アメリカ独立戦争最大のきっかけとなった事件として顕彰すべきものとし、それを実現、ま

たは感じてもらえるようなサービスの提供や説明表記、展示を心がけているのだろうと感

 

3 久田、同上、242 頁。 

4久田、同上、236、242-243頁。 



じた。  

 

第二章 フィラデルフィア（執筆担当 久間） 

第一節 フィラデルフィアの概要 

 フィラデルフィアはアメリカ合衆国ペンシルベニア州南東部に位置する同州最大の都市

で、東海岸で 2 番目に大きな都市である5。2010年の国勢調査での人口は 152万 6006 人で

2019 年現在は推計 158 万人である。アメリカ合衆国発祥の地として知られており毎年多く

の観光客が国内外から訪れる。主な観光地としては、今回筆者らが訪れたインディペンデン

ス国立歴史公園や、映画「ロッキー」で主演のシルベスター・スタローンが駆け上がったシ

ーンで有名なフィラデルフィア美術館がある。また、長いロールパンに牛肉とチーズを挟ん

だチーズステーキが有名で、専門店も多く存在する。歴史と文化、巨大なビルが建ち並ぶ中

に公園があるなど非常に魅力的な都市だと感じた。 

 今回の研究目的としてインディペンデンス国立歴史公園内のリバティ・ベルセンターと

独立記念館を訪問し、「公式」に紹介されているアメリカ建国の歴史に関連する史跡からア

メリカの歴史認識について考察する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

第二節 自由の鐘（Liberty Bell） 

 

5 参照 『World Population Review』http://worldpopulationreview.com/us-

cities/philadelphia-population/ 

図 11 フィラデルフィアの街並（撮影者 久間） 



初めに「自由の鐘」の概要及び歴史について整理しておこう6。 

1751 年、ペンシルベニア州の議事堂（現在の独立記念館）の尖塔に吊るす鐘の鋳造がイ

ギリスのホワイトチャペル社に依頼された。1752年にフィラデルフィアに届いた鐘は 1753

年に初めて鳴らされたが、その際に破損してしまい使い物にならなくなった。現在展示され

ている鐘に刻まれているジョン・パスとジョン・ストウというフィラデルフィアに住む職人

によって、新たな鐘が作り直された。しかしこの鐘も音が悪いという理由で再び彼らに作り

直しを依頼し出来上がったものが、現在自由の鐘として残っているものである。それでもな

おその鐘の音色に満足のいかない議会は、ホワイトチャペル社に新たな鐘を作らせたが、満

足のいく音色ではなかったため国会議事堂に吊るされた。この鐘は時刻を知らせるために

鳴らされ、パスとストウの鐘は特別なイベントの際に鳴らされた。 

自由の鐘は主に議会の招集時や人々を集めるときに頻繁に鳴らされていたが、1772 年に

はその音が「下品で苦痛を感じる」と訴えられている。その後も鐘は人々の招集時に鳴らさ

れた。ボストン港の閉鎖や独立戦争の開戦時、また独立宣言の発表時にも鳴らされたと伝え

られているが、尖塔の劣化が激しく実際に鳴らされたかどうかはわからないとされている。 

イギリス軍がフィラデルフィアに侵攻した際、自由の鐘は現在のアレンタウンに位置する

教会の地下に隠された。その後フィラデルフィアに戻されたものの尖塔の劣化により 7 年

間保管された。その後再建された尖塔に吊るされた鐘は 1787 年のアメリカ合衆国憲法の批

准時、ベンジャミン・フランクリンやジョージ・ワシントンなどの偉人の死亡時に鳴らされ

た。 

1839 年、奴隷制度廃止運動家 William Lloyd Garrison は自身が編集する新聞「リベレー

ター」で初めて「自由の鐘」という表記を使用した。鐘の表面に刻まれた、旧約聖書におけ

るレビ記の「自由を宣言する」という部分を引用したものとされる。このことから鐘は「自

由の鐘」と呼ばれるようになる。 

1846 年、ワシントンの誕生日を記念し鳴らさ

れていた鐘に大きなひびが入った。その後自由

の鐘は尖塔から降ろされ現在の場所に展示され

るまでの約 150年間、アメリカ独立関連の式典

や合衆国各地で公開された。2003年、現在のリ

バティ・ベルセンターが一般公開され今日に至

る。 

現在、自由の鐘はリバティ・ベルセンター内

部に展示されており、建物の外からもガラス越しに見ることができる。まず驚いたのは入り

 

6 参照 『The Liberty Bell』http://www.ushistory.org/libertybell/index.html 

図 12 自由の鐘（リバティー・ベル）

（撮影者 久間） 

 



口に続く行列とセキュリティチェックである。観光客の中にはアジア系の人々や子供連れ

の家族などがおり、自由の鐘に対する関心は高いのだろうと感じた。列に並んでいる人々に

係員が「武器を持っていないか」などと声をかけ、入り口では空港の手荷物検査と変わりな

いチェックを受け入場することができた。リバティ・ベルセンター自体はあまり大きくなく

展示物としては入り口側から自由の鐘の歴史、シンボルとして利用されてきた経緯や写真

の説明が事細かに記され、最後に自由の鐘があるというものだ。 

リバティ・ベルセンターの展示物全体を通して感じたことは、「自由の鐘」がアメリカ国

民のみならず「世界的」な自由のシンボルとして知られているということを強調するような

展示がされていた点だ。自由の鐘はアメリカ独立、建国のシンボルのみならず、奴隷解放、

女性参政権、公民権運動の際は自由や平等のシンボルとして、また二度の世界大戦、ベトナ

ム戦争など国家の危機の際には愛国心の象徴として親しまれてきたことが紹介されている。

さらには各国の著名な主導者、南アフリカのネルソン・マンデラ元大統領の写真と彼の 1993

年７月 4 日にフィラデルフィアで行った演説の一部「自由の鐘は民主主義世界全体におい

てとても重要なシンボルである」という言葉や、チベットのダライ・ラマが 1990 年に自由

の鐘を訪れた際の写真が展示されていた。その他には、韓国系アメリカ人やカザフスタンの

人々が自由の鐘やそれが描かれたポスターを背景に撮った写真があった。 

これらの展示から分かったものは、「自由の鐘」がアメリカ国内において自由、平等、愛

国心のシンボルでありアメリカ国民のアイデンティティの礎として生活に溶け込んでいる

こと、また国際的にもそのシンボルは認められたものであるということである。このことこ

そアメリカが国内外に「公式」として紹介したいことだと推察できる。 

ではなぜ「自由の鐘」をアメリカのシンボルとして紹介しているのかについて考察したい。

最も大きな理由はアメリカが歴史の浅い国といわれることにあるのではないだろうか。多

様な人種、民族の混在するアメリカにおいて、国民統合のシンボルは必要不可欠である。例

えば日本では、日本国憲法第一条にも記載されているよ

うに日本国民統合の象徴としての天皇が存在する。その

古代以来の日本史の歩みに裏付けられた天皇の存在は、

現在もなお大半の日本国民の生活に浸透し、意志的にせ

よ無意識的にせよ、日本国や日本国民の統合にとって重

要であることは間違いない。一方で、日本のような「古代

以来の国家形成史」を欠くアメリカでは、アメリカの独立

期から存在する「自由の鐘」をアメリカ国民統合のシンボ

ルとして定着させようとしているのではないか。 

図 13 自由の鐘とダライ・ラマ 

（撮影者 三原） 



 

 

第三節 独立記念館（Independence Hall） 

 独立記念館の概要について簡単に述べる。 

 1732 年ペンシルベニア州の議事堂として建設が開始された。1776 年の独立宣言署名、

1787 年のアメリカ合衆国憲法の制定が行われた場所として知られている。1790 年にフィラ

デルフィアが首都になると 1800 年に首都がワシントン D.C.に移動するまでの間、アメリ

カ合衆国議事堂として利用された。独立宣言書とアメリカ合衆国憲法が署名されたことか

らアメリカ発祥の地として神聖視されている。また 1979 年には世界文化遺産に登録されて

いる。 

 

 

 

 

 

 現在、独立記念館はかつての会議室の様子などを展示している博物館のようなものにな

っており、チケットがなければ入ることができない。かつての様子を体感する分にはいいか

もしれないが、ここには入る必要はないと判断し、かつて旧市役所として利用されていた独

立記念館に隣接する建物に入った。そこには独立宣言書、連合規約そして合衆国憲法のレプ

リカとかつてそれらの署名に使われたとされるインクスタンドが展示されていた。最も驚

図 14 「自由」を多くの言語で表し

た作品（撮影者 三原） 

図 15 独立記念館 （撮影者 久間） 



いたのがアレクサンダー・ハミルトンの言葉と合衆国憲法の基本理念などが日本語を含む

13 の国の言語で表示されていたことだ。またパンフレットも数か国語用意されていると考

えられ、筆者らも日本語のパンフレットを係員からもらった。それらの展示やパンフレット

から、アメリカは合衆国憲法を誇りに思っておりまたその正当性は全世界において認めら

れるべきものだという意思が感じられた。13 か国語もの展示はそれを裏付けているといえ

るだろう。 

 

図 16，17，18 13 か国語で表記された展示 

（撮影者 三原） 

 

第四節 考察 

最後にリバティ・ベルセンターと独立記念館におけ

る考察を述べる。 

「自由の鐘」は独立期以前から存在しアメリカ建国の

歴史を想起させるものとして、また多くの人権運動の

際にも使用された。それが一部の人々のみだったとし

ても、そこにはアメリカ国民のアイデンティティ確立

や愛国心の醸成のためのシンボルとして「公式」に紹

介しようというアメリカの思惑を感じた。また独立記

念館における展示の仕方は、独立宣言書や合衆国憲法の正当性を世界に発信し、独立期の指

導者（特にジョージ・ワシントン）らの独立や建国における功績を全面に押し出しているこ

とから、リバティ・ベルセンターと同様愛国心の醸成を目的としているのではないかと考察

できる。また、これらは入場の際入場料を取らないことも目的を裏付けているだろう。 



 

第三章 ワシントン D.C.・ニューヨーク（執筆担当 久間） 

第一節 ２都市の概要 

 ワシントン D.C（District of Columbia）は 1790年にメリーランド州とバージニア州の一

部の地区を割譲してできた地区であり 1800 年から現在までアメリカ合衆国の首都である。

ジョージ・ワシントンに敬意を表して命名され 1791 年に正式に設立された。2019 年の時

点で人口は 702,455 人と推定されている。また平日には郊外からの通勤者によりさらに 100

万人増加する。ワシントン D.C の特徴として設立以来常にアフリカ系アメリカ人の人口が

最も多いということだ。現在も約 40％以上がアフリカ系アメリカ人である。また 2010 年の

国勢調査では 35 歳未満の人々が人口の 60％を占めていたことから、人口は年々増加し最

も急速に発達している都市の一つである7。 

 恒久的な首都として設計されたワシントン D.C の中心部には、大統領官邸のホワイトハ

ウス、議会議事堂、最高裁判所に加え各国の大使館や省庁、多くの国際団体の本部などが置

かれている。また、中心にはワシントン記念塔をはじめ記念碑や記念堂、世界有数の博物館

が揃っており観光地としても整備されている。 

 ニューヨークまたはニューヨーク市はニューヨーク州南東部に位置する、アメリカ合衆

国最大の都市である8。2016 年の人口は推定で 855 万人といわれ、アメリカで 2 番目に人口

の多いとされるロサンゼルスの 2 倍である。ニューヨークは世界の経済、娯楽、メディア、

教育、芸術、技術、科学に大きな影響を与え続けている。人口密度においてもアメリカで最

大でありまた所得格差も著しい。タイムズスクエア、自由の女神など有名な観光地も多数存

在し、多くの観光客で賑わっていた。 

 今回ワシントン D.C を研究地の一つとした理由は、アメリカの独立、建国とは直接的に

は関連のない首都においてアメリカ独立および建国の歴史がどのように展示され国内外に

「公式」として紹介されているのかを知るためである。そのためにはまず国立アメリカ歴史

博物館を訪れ、独立、建国に関連する歴史の展示のされ方や紹介のされ方について調べる。

また、ナショナルアーカイブ（公文書館）を訪れ、展示されている独立宣言書、合衆国憲法、

権利章典の原本を鑑賞し、それらを国立アメリカ博物館と同様に研究する。 

 

 

7 参照 『World Population Review』

http://worldpopulationreview.com/states/washington-population/ 

8 参照 『World Population Review』http://worldpopulationreview.com/us-cities/new-

york-city-population/ 



第二節 国立アメリカ歴史博物館(National Museum of American 

History) 

 国立アメリカ歴史博物館は 1964 年歴史技術博物館として一般公開され 1980 年に現在の

名称に変更された。スミソニアン協会による 6 番目の建築物である。公式サイトによると

国立アメリカ歴史博物館には 180 万を超えるコレクションがあり使命としてこれらのコレ

クション、研究を通じて「アメリカの歴史の無限の豊かさと複雑さを探り、人々が過去を理

解しより人道的な未来を創るための手助けをする」とある。コレクションのジャンルは幅広

く、国歌や星条旗の歴史から独立戦争を含むアメリカの戦争の歴史、歴代大統領とそのファ

ーストレディーの紹介、ポップカルチャー、科学、食の歴史などあらゆるアメリカの歴史が

紹介されている博物館であり「ここに来ればアメリカの全てがわかる」とでも言わんばかり

のスケールであった。 

 まず初めに驚いたのはやはり、セキュリティチェック待ちの観光客の行列である。ワシン

トン D.C の主要な観光地であることには間違いないが、やはり国内外においてアメリカの

歴史に一定の関心を持つ者は少なくはないと感じた。また、スミソニアン協会による国立の

博物館であることから入館料は無料であり政府による援助が行き届いていることによるも

のだろうと推測できる。 

 

 研究目的として筆者らは博物館 3階東側に位置する「THE PRICE OF FREEDOM」エリ

アで独立戦争からのアメリカの戦争の歴史についてどのように紹介されているのかを重点

的に調査した。このエリアを通してまず見て取れたことは、全てがアメリカの主観で述べら

れているという点であった。確かに、アメリカの歴史を知る博物館なのだからそれは当然だ

と感じるかもしれないが、このエリアで感じたものはアメリカの戦争の歴史、経緯を知るだ

けでなく、まるで自分がアメリカ人としてアメリカの歩んできたものをはじめから体験し

ているかのような感覚に陥ることであった。 

このような展示の仕方に類似するものとして 2016年にオープンした国立アフリカ系アメ

リカ人歴史文化博物館（National Museum of African American History and Culture）があ

図 １ ９  国 立 ア メ リ カ 歴 史 博 物 館    

（撮影者 久間） 



る。ここではかつて社会の底辺に置かれた人々の尊厳や心情を伝えることで見学者は共感

を覚え自らと重ね合わせつつ展示と向き合うようになる。具体的には展示の前半は奴隷制

を中心とした「悲劇」で暗く重圧的な展示を、後半は「希望」が前景化し明るく開放的でア

ップビートな様相となる9。国立アメリカ歴史博物館の展示内容について、アメリカの主観

で語られていると感じたものは、1775 年に勃発したレキシントン・コンコードの戦いにお

ける死者数の表記が植民地側だけであることや独立期におけるイギリス側の政策を過剰に

批判している点であった。さらに独立期以外の出来事にも目を向けてみると、第二次世界大

戦におけるアメリカの功績やベルリンの壁崩壊などの西側諸国の勝利は大きく目立って展

示されていた。特にベトナム戦争では戦争の意味やアメリカの関与に疑問を呈したとの表

記のみで、国際的に非難されたアメリカの行為などは表記されていなかった。また、このエ

リアと、歴代大統領を紹介する「THE AMERICAN PRESIDENCY」の展示では初代大統領

ジョージ・ワシントンの功績や人格を大いにたたえるようなものが多くみられ、さらに多く

の見学者は最も印象的な大統領についてジョージ・ワシントンを挙げていることも見て取

れた。（図２０） 

 これらから分かることは、この国立アメリカ歴史博物館はただアメリカの歴史を知るた

めだけでなく見学者にアメリカの偉大さ、民主主義や自由の執行者としての在り方をスト

レートに伝える役割があると同時に、アメリカ国民に対してはフィラデルフィア同様ナシ

ョナリズムや愛国心の醸成、アイデンティティの確立を手助けする役割があると考えられ

ることである。実際筆者らも展示を見終わった後、先ほど述べたような違和感のある部分を

除けば、純粋に「アメリカはすごい国だ」という感情を抱いた。またこれらの博物館が政府

からの資金提供を受けるスミソニアン協会によるものだということもこのような展示の在

り方に関係しているのではないだろうか。 

 

 

9 落合明子「歴史系博物館における『新たな人種統合』の模索—国立アフリカ系アメリカ

人歴史文化博物館の展示・プログラム開発を中心に―」『同志社大学グローバル地域文化

学会紀要』12 号、（2019 年）138頁 

図 20 投票型の展示パネル 多くの人がジョージ・ワ

シントンに投票している （撮影者 三原） 



 

第三節 国立公文書館(National Archives Museum) 

 次に訪れた国立公文書館（以下公文書館）は 1934 年にフランクリン・ルーズベルト大統

領によって設立された。国立公文書記録管理局（NARA）のもと全国から収集された文書が

保存、管理されており誰もがアクセスすることができる。かつての奴隷の記録、奴隷解放宣

言や第二次世界大戦時のドイツ、日本の降伏文書、移民や兵士の名簿など価値があると判断

された膨大な数の記録が保管されている。また、最も知られている展示物として独立宣言書、

合衆国憲法、権利章典の原本がある。2004 年公開の映画「ナショナル・トレジャー」の舞

台としても知られている。 

 厳重なセキュリティチェックを受け中に入ったが歴史博物館のような多くの見学者は見

られず、閑散としている印象を受けた。移民のリストなど、貴重なものは展示されていたが

関心を持つ人はかなり少ないと感じた。この公文書館の主要な展示物はやはりアメリカの

建国にまつわる三つの文書であり、そのほかの文書の展示にはあまり力を注いでいないの

だろう。建国にまつわる三つの文書は地下の展示室にあり、原本はそれぞれガラスケースに

収められていたが、写真撮影はおろか携帯やカメラを取り出すことも出来ず二人の警備員

が常に監視をしている体制であった。展示内容はかなり少なくそれぞれの文書にまつわる

エピソードと、現在では当たり前とされているような理念の重要性などが説明されている

だけであった。 

 結論として国立公文書館では、アメリカ建国にまつわる三つの文書を実際に見ることで

アメリカの根本にある理念などを認識、理解することができるが、国立アメリカ歴史博物館

で感じたようなものはなく、ただ単にアメリカ建国にまつわる貴重な文書を鑑賞する場と

しての役割が強いのではないかと考えられる 

 

 

 

第四節 フェデラルホール 

フェデラルホールは 18 世紀にニューヨーク市庁舎として建てられ、独立戦争後ニューヨ

図 21 国立公文書館（撮影者 久間） 



ークが首都となった後、1789 年にフェデラルホールと改称された。1790年に首都がフィラ

デルフィアに移るとまた市庁舎として使われるも 1812 年には解体される。そして現存して

いるこの建物は 1842 年に合衆国税関として建設され、1920 年までは連邦の資金庫として

使用された。また、初代大統領ジョージ･ワシントンの就任演説が行なわれた場所であるこ

とから、ジョージ･ワシントンにまつわる展示が多く見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五節 考察 

 アメリカの独立、建国と直接的には関連のない二都市における研究について考察する。最

も成果が得られたのはワシントン D.C.の国立アメリカ歴史博物館である。国立アメリカ歴

史博物館は国立であることからその展示内容は国の「公式」の立場としてのものだと考えら

れ、前項でも述べたようにその展示の仕方や記述からはアメリカの正当性や民主主義の代

弁者たるアメリカの姿が感じとれる。国立アメリカ歴史博物館は国内外に「偉大なアメリカ

図 22 フェデラルホール 

（撮影者 久間） 

図 23 フェデラルホールにおける 

ジョージ・ワシントンに関連する展示品 

（撮影者 三原） 



像」を植え付けるような役割をもつ計画的な展示のされ方で、ナショナリズムや愛国心の醸

成、アイデンティティの確立を目論むアメリカ政府の考えが見て取れる場であった。 

 しかし国立公文書館やフェデラルホールではそのようなことを感じることはなく、公文

書館は単に三つの文書の原本を鑑賞することができる場、フェデラルホールはジョージ・ワ

シントンゆかりの場として整備された観光地の一つという印象を受け期待された成果は得

ることができなかった。 

 

最後に 

一般にアメリカ合衆国の歴史は浅いと言われる。これは本報告書冒頭でも述べたことだ

が、この研究旅行を通して感じられたことは、それは単なる時間的なものであり、またアメ

リカにとっての歴史や伝統というものは、受け継がれていくということだけではなく、創り

出していこうとする姿勢が見られるということであった。アメリカにおいて、歴史や伝統を

受け継ぐことだけでなく創出していくことは、愛国心が強いと言われるアメリカ人のアイ

デンティティの形成に結びついており、またそうしたアイデンティティの形成の場として

と博物館などが多く設立されているとも感じた。 

ボストンやフィラデルフィアといった地域の研究においては、どちらの都市も建国時に

重要な役割を果たしたことから、施設や情報量の充実さにはワシントンやニューヨークよ

り長けていた。そして、ボストン、フィラデルフィア、ワシントン D.C の国立アメリカ歴

史博物館での研究において感じられたことは、アメリカがこれまで歩んできた歴史を単に

伝えるだけでなく、それをどう感じてもらい、どのように認識させるか、それにより見学者

にアメリカに対する特別な感情を芽生えさせることを重視していることだ。それぞれ一例

ではあるが、ボストンでは、既述したようなボストン虐殺事件の説明、ボストン茶会事件に

おける先住民の扮装における保守的な説明、茶箱の投棄を体験させるようなものから伝わ

ってくる。フィラデルフィアでは、自由の鐘はアメリカ人にはもちろん、世界中の自由のシ

ンボルでありすべてのアメリカ人のアイデンティティの礎であるなどといった誇張気味の

表現を用いられていた。そして、国立アメリカ歴史博物館では、一言で言えばアメリカとい

う国の偉大さをアピールしているような展示の仕方が博物館全体を通してみられ、博物館

が国内外の見学者に対して何か特別な感情を植え付ける役割を果たしていると感じだ。決

して歴史的事実をねじ曲げて伝えようとはしていないが、ある事実を多少加工して歴史を

創りあげている印象を持った。 

この研究旅行を通して、語学力の重要性は至る所で感じた。展示物における文字の説明な

どはその場でも、帰国後でも多少時間を掛ければ理解できるものが大半であった。しかし、

研究施設を訪れてのツアーや、施設の人々の生の声を十分に理解することは難しく、もしそ

れが出来ていたならと思うことが多々あった。これからこの研究旅行制度を活用する学生

がいたならば、是非とも語学力を少しでも上達させ、この研究旅行を満足できるものにして



貰いたい。 

最後に、この研究旅行における計画から実行、最後に報告書にまとめるという作業は日常

では決して得難い経験であり、またいくつかのハプニングには遭遇したものの、研究計画が

概ね達成できたことは、これからの大学生活、さらには卒業後においての歩みにおいて欠く

ことのできない確かな自信へと繋がるのではないかと感じた。 
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