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■目的地 

スウェーデン（ストックホルム） 

 

■研究旅行の目的 

 今日の日本では、「北欧デザイン」という言葉をよく耳にする。「北欧デザイン」とは、

日本にはないような個性的なデザインが特徴のスカンディナヴィア諸国及びフィンランド

におけるデザインのことである。このようなデザインは IKEA（スウェーデン）、marimekko

（フィンランド）といった企業を中心に、日本に北欧デザインを広く広めることとなった。

私たちはこの北欧デザイン、主にスウェーデンのデザインと人々の暮らしとの関わりに注

目し、研究旅行のテーマとする。 

 スウェーデンには、「グッド・デザインをすべての人に」という発想があり、人々の生活

や、街中にデザインがあふれている。例えば、ストックホルム市内の約 90の駅で天井や壁

がアーティストによってデザインされており、プラットホーム全体が地下美術館のように

なっている。人々を楽しませ、トレンディな要素としてデザインが使われている一方、機

能性のあるデザインも注目されるべき点である。スウェーデンは 1970年代から高齢社会を

迎え、誰もが過ごしやすい社会を目指してきた。そのうえで、日々の暮らしに必要な生活

用品や公園、病院などの公共施設は、すべての人が使いやすいように機能性を重視したデ

ザインが活かされている。 

 このようなスウェーデンのデザインの多様性とその役割を、生活面、社会面、環境面か

ら調べることを研究の目的とし、またデザインが発達した背景を探りながら、一つの文化

としてのデザインが人々の生活にどのように影響しているかについて調査することが研究

の目的である。 

 

■旅行日程 

9月 1日 移動日 福岡→ストックホルム（アムステルダム乗換） 

9月 2日 現代美術館 

9月 3日 エコタウンのインフォメーションセンター 

SLインフォメーションセンター 

9月 4日 市内散策（地下鉄アート） 

9月 5日 ムスコ島 

9月 6日 エコタウン、ハンマルビーショースタッド区の住人へのインタビュー 

地下鉄利用者へのインタビュー 

9月 7日 北方民族博物館、スカンセン 

9月 8日 市立図書館  

9月 12日 移動日 ストックホルム→福岡（アムステルダム乗換、機内泊） 
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■研究成果報告 

はじめに 

 地理的に高緯度に位置するスウェーデン

を含む北ヨーロッパは、夏が短く、冬が長い

上、日照時間が短いという特徴がある。厳し

い冬の間は、室内で過ごす時間が増えるため、

室内での生活をより豊かで快適にしようと

明るさや、光にこだわったデザインが発達し

た。そのデザインが北欧デザインの基本的な

コンセプトになったという。またスウェーデ

ンはデザイン研究所や芸術学校、大学などに

大きな資金を注ぎ、芸術活動に力を入れてい

る1。その結果、芸術家やデザイナーらの活

動する環境が広がり、インテリアや家だけで

なく公共施設にアートを導入する動きが広まった。デザイン、アートが溢れる生活とはど

ういったものなのか、どのような効果をもたらしているのだろうか。 

私たちは、スウェーデンの人々の暮らしの中にあるデザインに注目し、デザインの役割

を社会面、生活面、環境面から考察することにしたい。 

デザインのある空間 

１ ストックホルム地下鉄の概要 

 

 私たちは社会面からデザインの役割を考

えるために公共空間の中のデザインに注目

した。その一例として、スウェーデンの人々

の多くが利用し、生活する上で欠かすことの

できない公共交通機関、ストックホルム地下

鉄を取り挙げる。 

SL社（AB Storstockholms Lokaltrafik）が運

営するストックホルム地下鉄は 1941 年に地

下鉄建設計画が決定し、1950 年に最初の地

下鉄区間が開業された。今日この地下鉄は、長

さ 110キロメートル、100の駅を有する2。SL社によるパンフレットによると3、毎日公共交

                                                   
1 島崎信『北欧インテリア・デザイン』、平凡社、2004年、9頁参照。 
2 Committee for Stockholm Research, Art goes underground (Falth & Hassler AB, 2004), pp. 11-19. 
3 SL, Art in the Stockholm Metro(Stockholm Public Transport, 2013) 

 T-Centralen 駅の様子（撮影者：中山） 

 

スウェーデンの街並み（撮影者：中山） 
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通機関を利用しストックホルム中心部に移動する 75 万人のうち約 46 万人がこのストック

ホルム地下鉄を利用するそうだ。 

 T-Centralen 駅は、ストックホルムの中央駅ということもあり何度も利用したが、路線も

多く、毎回多くの人々が T-Centralen 駅で乗り降りし、かなり多くの人々が地下鉄を利用し

ているという印象を受けた。空港行きのバスや電車の駅とも繋がっているため、大きな荷

物を抱えた人も多く見受けられた。 

 

２ 地下鉄アート 

 

日本人アーティスト楢葉 雍
なら は  たか し

によるデザイン Tensta駅 （撮影者：中山） 

 ストックホルム地下鉄の特徴は、駅のプラットホームに描かれたアートや利用者の目を

引くようなオブジェである。100 ある駅のうち約 90 の駅がアーティストによってデザイン

されており、このことからストックホルム地下鉄は “the world's longest art exhibition”（世界

で最も長い美術館）と言われる。 

 地下鉄にアートが導入されるきっかけとなったのが 1950 年代にヴェラ・二ルソンとシ

リ・ダーカート 二人のアーティストによる議会への提案であった4。二人は毎日出勤する際

に使う地下鉄が利用者にとって楽しく、生活に明るさを与える要素となることを目的とし、

アートを公共空間に取り入れたいと考えていた。二人の案は議会で協議が進められ、1955

年に可決された。その際 “Art for the People” （人々のためのアート）というスローガンが

掲げられたのだという5。この言葉通り、デザインされた駅がアーティストの表現の場とな

るだけでなく、人々を楽しませる場にするというスウェーデンアーティストの強い気持ち

が今もなお生き、地下鉄を利用する人々を楽しませている。 

                                                   
4 Committee for Stockholm Research, Art goes underground (Falth & Hassler AB, 2004), pp. 73-74. 
5 Committee for Stockholm Research, Art goes underground (Falth & Hassler AB, 2004), pp. 162. 
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 右の写真は 1957 年に初めてアートが

導入された T-Centralen駅（当時 Klara駅）

である。この駅にアートが導入される際、

150のエントリーの中から12のデザイン

が採用された6。アーランド・メラントン

とベント・エデンフォルクによってデザ

インされたガラスのタイルでできたこ

の壁は、バスルーム・アーキテクチャー

スタイルを特徴としている。 

 このように、T-Centralen 駅には 1957

年にデザインされた壁や柱が現在もその

まま残されており、地下鉄アート初期のデザインやその歴史も感じることができた。 

 

３ アートが与える影響 

 

 私たちはデザインされた約 90 あ

る駅の中から厳選して 13 の駅を中

心にデザイン、利用者への影響につ

いての調査を行った。調査した駅の

多くで私たちと同じように写真を撮

っている観光客の姿があった。そう

いった観光客のために SL 社による

地下鉄アートを巡るツアー（英語と

スウェーデン語）も行われており、

地下鉄アートを巡りながら、アート

やその歴史を学ぶことができるのだという。そういった点から、毎日地下鉄を利用する人々

のために造られたアートが、他の国の人々をも魅了する地下鉄アートの素晴らしさやその

影響力を感じた。 

 今回、よく地下鉄を利用する現地の方々を対象にインタビューを行った。インタビュー

は①地下鉄の利用頻度②地下鉄アートについてどう思うかという 2 つの質問に絞って行っ

たが期待していた具体的な答えや意見を得ることができなかった。インタビューの質問内

容が漠然としていたこと、答えてくださった答えに問い詰めて質問するための英語力の不

足が反省すべき点である。その中でもインタビューに答えてくださった方々の多くはアー

トについて、好意的に思っている方が多く、地元の人々がそのデザインを誇りに思ってい

るという印象を受けた。地下鉄を利用する上で、アートは必要なものであるとは限らない

                                                   
6 SL, Art in the Stockholm Metro(Stockholm Public Transport, 2013) 

T-Centralen 駅（撮影者：中山） 

Stadion 駅  （撮影者：中山） 
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が、アートは利用者の日々の憂鬱な通勤時間を明るく、楽しいものとする要素の一つであ

ろう。故に、人々はアートに対し誇りや好意を持っているのではないか。 

約 50年前、アートが地下鉄に導入された際に掲げられたスローガン “Art for the People”

（人々のためのアート）は 50年経った現在でもスウェーデンの生活の中に刻み込まれてあ

り、地下鉄を利用する人々の精神的豊かさにつながっているのであろう。 

 

生活の中にあふれるデザイン 

 

１ スウェーデンのインテリア 

 

 スウェーデンでは世界で最も早く、1845 年に

工芸工業大学デザイン協会というデザイン協会

が発足した。19 世紀後半からスウェーデンの建

築家や芸術家たちは、イギリスやドイツのデザ

イン運動に刺激を受けつつ自国のデザイン運動

を展開してきた7。また、社会運動家のエレン・

ケイは 1897 年に『家庭における美』、1899 年に

『すべてに美を』という本を書き、毎日使う日

用品こそ美しくあるべきで、それらに囲まれた

快適な暮らしが真に豊かな生活をつくるのだと

呼びかけた8。これらをきっかけとして、スウェ

ーデンにおけるモダン・インテリアが発達した。その背景には、「はじめに」で述べたよう

に冬が長く、室内で過ごす時間をより快適に、明るく楽しいものにしようとする人々の思

いがあったからだという。 

 

古くからあるインテリア 

 インテリアの中で欠かすことのできないものの

一つにテキスタイルが挙げられる。テキスタイルと

は、カーテンやソファの張地、カーペットなどの布

や織物のことを指し、その中でも壁に布を飾る「タ

ピストリー」が北欧インテリアの特徴でもある。 

スウェーデンでは 8~9世紀頃のタピストリーが見

つかっており、このことから古くからタピストリー

                                                   
7 川上玲子『北欧インテリア・デザイン』、平凡社、2004年、66-73頁参照。 
8 川上玲子『北欧インテリア・デザイン』、平凡社、2004年、72頁参照。 

インテリア （撮影者：中山） 

 

タピストリー （撮影者：中山） 
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が発達していたことがわかる。元々、部屋の保温効果を期待するために使われていたこと

が多いが、現代ではむしろ視覚的な効果、空間に安らぎを与えるものとして使われる9。そ

のため、タピストリーには部屋を明るくするような色鮮やかなデザインが施されているも

のが多い。スウェーデンの人々は友人を家に招く際に、その色鮮やかなタピストリーを取

り換え、美術的要素として家のインテリアを楽しむのだという。このようにスウェーデン

ではタピストリーを含むテキスタイル・アートが大変親しまれており、家の中だけでなく

教会、学校、役所などの公共施設でも目にすることができる。 

 

近代のインテリア 

 また、視覚的に楽しませるようなデザインだけでなく、

機能性に優れたデザインもスウェーデンのデザインの特

徴である。 

右の写真は、スウェーデンブランドの NON chair とい

う椅子である。この椅子の素材にはゴムが使われており、

やわらかい質感だが作りはかたく、しっかりしている。見

た目もシンプルでありながら、椅子を重ねた際に脚が広が

らず余計なスペースはとらない工夫がなされてある。この

ようなインテリアは博物館でも多く展示してあり、家の中

での生活をより快適で豊かなものにしようとするスウェーデンのデザインについて知るこ

とができた。このように近年では、新しい素材や技術を取り入れつつ、機能性や耐久性な

どに優れた飽きのこないデザインのインテリアが開発されており、スウェーデンブランド

のインテリアとして日本でも注目されている。 

 

 

２ 街の中にあるデザイン 

 

街の中にあるデザインとして、電車やバスの中

の機能性にあふれたデザインに注目した。左の写

真は、地下鉄、電車、バスにあるお年寄り用の優

先席である。誰が見てもわかりやすいマークで、

すぐに優先席であると気づく。この優先席の特徴

は、ほかの座席より少し高めの座席となっている

ところで、マークを見てわかるように足腰が悪い

お年寄りでも座りやすいデザインになっている。 

 

                                                   
9 川上玲子『北欧インテリア・デザイン』、平凡社、2004年、66-67貢参照。 

電車の座席 （撮影者：中山） 

NON chair  (撮影者：中山) 
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この写真はバスの車内で撮った写真であ

る。ベビーカーや車いすの方でも使いやす

いような広いスペースが設けられており、

大きな荷物を載せる際、荷物を固定するバ

ンドも設置してある。このような設備は空

港へ向かうバスはもちろん、市内を走るバ

スのほとんどで見ることができた。 

 

 

 

暮らしの中のデザインを考える中で、生活面でのデザインは非常に重要である。その生

活面でのデザイン、主にスウェーデンのインテリアについて学ぶために、現地の北方民族

博物館を訪れた。北方民族博物館とは民族衣装やインテリアといったスウェーデンの文化、

生活、工芸にまつわるありとあらゆるものが世界中から集められた博物館である。その博

物館では年代別に様々なインテリアが展示してあり、歴史やデザイナーについて学ぶこと

ができる。展示内容によると、スウェーデンの人々にとってインテリアは実用性、機能性

だけでなく、目で見て楽しむことができることが重要視されており、インテリアは人々に

とって娯楽要素の強いものだそうだ。このことから、スウェーデンの人々とデザインの深

いつながりが見えてくる。 

 また、室内だけでなく街の中にもデザインがあふれている。街の中のデザインは皆に

優しいデザインだ。日本にも同じように電車やバスの優先席や優先スペースをみることが

できるが、スウェーデンではさらにお年寄りが座りやすいような工夫が座席になされてあ

り、それらがどの地下鉄車両、バス、トラムでも見ることができたことから、皆に優しい

デザインの徹底ぶりを感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス車内 （撮影者：中山） 
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人々の暮らしとデザインされた環境都市 

 

1 スウェーデンの環境政策について 

 

スウェーデンは福祉やデザインが発達している国といったイメージの他に、環境先進国

である、というイメージはないだろうか。実際にスウェーデンの国民は環境に対する意識

が非常に高く、国と自治体の関係が非中央集権型であるため、自治体は環境保護庁の定め

るガイドラインに沿って法律の範囲内で独自の具体的な計画を策定していく。これによっ

て、各自治体は市民の要望を聞き、それに合わせた環境政策ができるのである。 

 このような環境意識の高い市民、政府の努力で、スウェーデンは 2005年に温室効果ガス

を 1990 年に比べて 7%削減（この時の目標は 4%削減)した。この環境意識の盛り上がりを

受けて、政府は「2020年までに温室効果ガスを 1990年に比べて 30%削減する」という目標

を打ち出した。これは EU 全体の目標を 10%上回る数字である10。 

 さらにスウェーデン政府は「環境政策目標 16」を掲げ、これを国民に分かりやすく周知

させるとともに、定期的にその達成状況を国民に報告している。 

 

２ 環境に配慮した人々の暮らし 

 

スウェーデン全土に広がるエコビレッジ 

 前述の通り、スウェーデンの人々はとても環境への関心が高い。その姿勢は彼らの生活

や都市計画にも表れている。1981年には、スウェーデンで最初のエコビレッジが完成した。

このエコビレッジは、自然の中に住みたいという人々の願いと、エネルギーや水が循環し、

あまりお金のかからない家が欲しいという望みを叶えるものであった。2002 年になると、

エコビレッジはスウェーデン全土の 22か所に広がった11。エコビレッジでの生活は 16世帯

のほとんどが知人や友人で形成されているような小さなコミュニティや、約 40世帯が住む

中規模のものであるようだ。彼らは環境に配慮した生活を送ることはもちろん、小さなコ

ミュニティの中で他者との強い結びつきを感じながら自然とと共に暮らすことも彼らが理

想とするライフスタイルなのではないか。 

 

  

                                                   
10 大橋照枝『ヨーロッパ環境都市のヒューマンウェア──持続可能な社会を創造する知恵』、学芸出版社、

2007年、14頁参照。 
11 大橋照枝『ヨーロッパ環境都市のヒューマンウェア──持続可能な社会を創造する知恵』、学芸出版社、

2007年、58-65頁参照。 
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ハンマルビーショ―スタッド地区にみる、先進的なエコタウン 

 ストックホルム中心部から地下鉄とトラムを乗り継いで 20 分ほどのところにあるのが、

ハンマルビーショ―スタッド地区である。周辺を湖で囲まれた環境にある。 

 

※ハンマルビーショ―スタッド地区（撮影者：柴尾） 

 

○ハンマルビーショ―スタッド地区の歴史と概要 

 （１）歴史 

 このエリアは 1998年までは倉庫や軽産業のための土地として利用されていた。1990年代

半ば、ストックホルム市は 2004年のオリンピック招致のため、この地区に環境に優しいオ

リンピックの選手村を建てることを決めた。オリンピック招致は失敗したが、新しい環境

問題の解決策となりうる近代地区、ハンマルビーショ―スタッドを建てる計画は続行され、

2000年に最初の居住者が移り住んだ。 

 ストックホルム市はハンマルビー計画に際し、持続可能な環境都市を建設することを決

定し、従来の街と比べて環境への影響を 50％減らすという目標で計画を進めている。まだ

建設中の建物もあり、2018 年ごろ完成予定である。 

 （２）ハンマルビーモデル 

ハンマルビーは独自のエコサイクルシステムを持っている。これはハンマルビーモデル

と呼ばれ、環境問題への解決法をエネルギー、水、ごみが循環するシステムによって説明

しているのである。 

このハンマルビーモデルによって、1990年代前半と比較して、この地区から排出される

物質の環境負荷を半減させることを目標としている。 
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※それぞれの建物の近くに必ずあるダスト

シュート。家庭ごみ、生ごみ、新聞、紙に分

類して入れる。 

（撮影者：柴尾） 

※上の写真のダストシュートは地下のパイプで中央収集所へとつながっており、ごみはバキューム吸引に

よって運ばれ、分類ごとにコンテナへと送られる。このシステムによってごみ収集トラックがエリア内を

運転して集める必要も、重いごみを収集所まで運ぶ必要もない。（撮影者：柴尾）

ハンマルビーモデル（ハンマルビー・ショースタッド HPより引用 

Hammarby sjostad.SE： http://www.hammarbysjostad.se/ ） 
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 ○人々の暮らしとデザインされた環境 

 （１）環境情報センター「Glashus Ett」 

 グラスハウスはハンマルビーショ―スタッド地区の中心部にある。中にはこの地区の歴

史や環境システムについての展示物やパンフレット、模型などがあり、誰でも入ることが

できる。ここでは、訪問者がハンマルビーモデルについて学べるだけでなく、住人が環境

について学べる実験などの催し物も行われている。 

 センターの方にいくつか質問をしてみた。 

・この街には現在何人の住人が住んでいるか。 

 －おおよそ 11,000人の人が住んでいる。 

・この街を計画する上で最も重視された点は何か。 

 －まず環境への観点が必要。そして、人々の暮らしを考えること、次に環境に優しいこ

と。 

・住人はどうしてここを選ぶのだと思いますか。 

 －都心から近く、トラム、地下鉄、バスを利用できる。また、水辺があり、周囲の環境

が良いからではないか。 

・他のマンションなどの住宅と比べて費用は高いのか、安いのか。 

 －同じくらい。古い物は安くなるし、新しい物は高くなる。 

 

 （２）住人へのインタビュー 

 私たちはハンマルビーショ―スタッド地区を歩いて、住人の方や働いている方 5名にイ

ンタビューを行った。 

 ・インタビュー内容：①どのくらいここに住んでいるのか、②なぜここに住もうと思っ

たのか、③ここでの暮らしは快適か、④この街で好きな場所はどこか 

 ・回答： 

 ①一番長く住んでいる方は 8年、短い方は 3年半だった。 

 ②家族が先に住んでいたから、会社や教育機関に近いから、水辺に近く建物がきれいだ

から。（2名） 

 ③全員が「はい」と答えた。 

 ④水辺に近いところ。（3名）、フェリーがあるところ。 

 

 （１）、（２）で得られたインタビューの結果 

・住人は環境にやさしい生活ができるから、という理由でここに住むことを決めたわけで

はない。 

・住人のほとんどの方は遊歩道やフェリーなどの水辺の環境が気に入っている。 

・住人の方はここでの暮らしをとても心地よく感じている。 
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インタビューの結果からは、住人がこの街を選んだ理由はあくまで一般的な住宅を選ぶ

基準と同じであり、自分たちは環境に良い暮らしをしているという意識の下では生活して

ないようである。 

では、このエコタウンの魅力とは一体何なのであろうか。私は人々が自分たちの暮らし

を無理せず、エコな暮らしができるという点であると考える。 

前に述べた通り、ハンマルビー・ショースタッド地区ではハンマルビーモデルと呼ばれ

るエネルギー、水、ごみの循環システムが整備されている。また、カーシェアリング制度

や路面電車やフェリーなどの公共交通機関の整備も進んでおり、二酸化炭素の排出を抑え

ながら、住人の移動を容易にすることができる。 

つまり、ハンマルビー・ショースタッド地区は独自のシステムや設備によって人々が無

意識のうちに、環境に優しい暮らしができるようにデザインされた都市なのである。それ

に加えて、自然と調和した暮らしがしたい、というスウェーデンの人々の願いを都市での

生活においても叶えることができるように、水辺や公園などの環境が整備されていること

で、人々はここでの生活を快適に感じるのではないか。 

このようにデザインを環境面から考えてみると、都市や住宅が環境と人間の両方に優し

くデザインされていることで、私たちは日常生活を送る上で負担を感じずに環境問題への

大きな解決法を得ることができるのである。 

 

 

 

 

  

 水辺に設けられている遊歩道。柵などは無く水に近いようデザインされている。左の場所では人々が本

を読んだり会話を楽しんだりしていた。（撮影者：柴尾） 
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 ハンマルビー地区の建物。高さはほとんど揃えられており、デザイン性にも優れている。 

 （撮影者：柴尾） 

 

 

 ※今回の研究旅行で、6日目、7日目に計画していたムスコ島エコビレッジの訪問は、ムスコ

島のエコビレッジについての情報が少なく、現地での十分な調査をすることができなかったため、

ハンマルビーショースタッド地区での調査に重点を置くことにした。 

 

 

 

 

 

 

  

公園内にある広場。休日にはフリーマーケッ

トが開催されていた。（撮影者：柴尾） 

地区には雨水などが流れる水路があり、美し

く整備されている。（撮影者：柴尾） 
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おわりに 

今回の研究旅行ではスウェーデンの人々の暮らしにおけるデザインの役割について学ぶ

ため、社会面、生活面、環境面から考察してきた。スウェーデンの人々が暮らしていく上

でデザインの役割は、大きく二つあると考える。 

第一には芸術としての役割である。人々は街の中やインテリアに組み込まれた奇抜で芸

術的なデザインを眺めることによって、心が安らいだり、気分が明るくなったりといった

ような心の豊かさを得ることができる。 

第二には機能的な役割である。生活の中にあるインテリアも、環境に良い暮らしをする

ための都市計画も、どちらもその根底にはより良い生活環境の中で暮らしたいという人々

の願いがある。見た目の美しさや環境への優しさを損なわずに、皆が使いやすく、住みや

すいという機能性を持ったデザインはスウェーデンの人々の豊かな暮らしへの願いを叶え

てきた。 

私は、スウェーデンにおいて芸術性と機能性を兼ね備えたデザインが発達してきたのは、

スウェーデンの人々が生活の中におけるデザインについて共通の意識を持っているからで

はないかと考える。前に述べたように、スウェーデンでは世界で最も早く工芸工業デザイ

ン協会が発足し、その後 19世紀後半から自国のデザイン運動を展開してきた。それと同時

期に、社会運動家たちによって「美しい日用品に囲まれた快適な暮らしが豊かな生活をつ

くる」という考えが人々に呼びかけられたのである。この運動によって、美しいデザイン

は一部の人だけが楽しむためのものではなく万人のためにあり、自分たちの生活を豊かに

するものであるという考えが人々に広く浸透していったと考えられる。その結果、現在で

も変わらず、毎日使うからこそ美しく、使いやすいデザインのものを選ぼうという共通の

意識が人々にはあるのだ。公共の場にも、積極的にデザインを取り入れているところから

もこの意識を感じることができた。この人々の意識こそが、高い芸術性と機能性をあわせ

もつスウェーデン独自のデザインが生み出される源となっているのではないだろうか。 

このように、スウェーデンの人々にとってデザインは自らの生活を豊かにするための一

つの大きな手段として考えられているようだ。また、今のスウェーデンの人々にとっては、

芸術性と機能性をあわせもったデザインが当たり前となっており、暮らしの中にあふれて

いることが今回の研究旅行で感じたことである。 

最後に、研究旅行という形ではあるが、実際にスウェーデンの人々の生活に触れること

で暮らしの中のデザインについて、文献だけでは分からない新たな知識を得ることができ、

さらに深く考えることができた。この研究旅行で得た経験と知識、反省を基に今後の研究

や卒業論文につなげていきたい。 
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