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【要旨】

釣りは，誰にでも手軽に実施できる自然体験である。今回の活動は，釣りを自然体験活動の手

段として活用し，「釣り文化の伝承」「命の大切さ」「自然環境保護・保全」「資源の保護・保全」

「協調性の育成」「親子のふれあい」等々の啓蒙活動を図る目的でフィッシングスクールを開催

した。また，参加者がこの活動に参加して得たものを振返る手段として，アンケートを実施し

て，その結果を主催者が厳粛に受け止めて，次へのステップアップの重要なツールとして活用す

る。

【キーワード】

釣り文化，水辺の環境保全，水産資源の保護，自然体験学習

� はじめに

釣り場を取巻く自然環境は，年々悪化すると

ともに，釣りマナーの低下，ルールの認識欠如

は，釣り場の環境破壊をもたらし，水生生物の

減少，藻場の消滅，ごみ投棄などの問題が顕在

しつつある。

このような現象に歯止めをかけるために，

もっとも手軽にできる自然体験学習としての

「釣り」を通し，水辺の環境保護，水産資源の

保護，釣り技術指導，釣り場でのマナールール

などを行うためのリーダーを育成し，自然環境

の保持をはじめ，青少年の健全育成，人と自然

のふれあい，人と人のふれあいの場等の，手助

けとなればと考えて，一般公募を行い「宿泊

ファミリーフィッシングスクール」を開催した。

� 宿泊ファミリーフィッシングスクー

ルの企画

１ 概 要

今回の活動は，子どもゆめ基金の助成を受け

て開催した。静岡県内で公募した親子２０組を対

象に，海岸「静岡市清水三保海岸」 河川「興

津川」を活用して，釣りと言う手段を活用して，

親子で生命の息吹を感じ取るとともに，釣り上

げた魚は人間とって無くてはならない食物源と

なっている事に気付き，さらに水の大切さを学

んだ。

特定非営利活動法人静岡県フィッシングインストラクター協会（Nonprofit organization Shizuoka fishing instructors as-
sociation）

【報告 】
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その内容は，釣りの仕掛けづくり・海岸清

掃・投げ釣り・川釣り・命を食べる（魚を食べ

る）・魚を観察する・水辺で遊ぶなどであった。

また，気付きの活動を行う目的で，公園緑地管

理財団が行っているプロジェクトワイルドを活

用したプログラム（気付きのゲーム）も行った。

２ プログラム

開 催 日 平成１５年６月２８日（土曜日）

～２９日（日曜日）１泊２日

活動の会場

６月２８日 静岡市清水三保真崎海岸（三保海

洋活動センター）

６月２９日 静岡市清水興津川 （静岡市立

和田島青少年の家）

３ 活動のポイント

ことわざに，「聞いたことは忘れる」～「見

表１ 日程表（６月２８日）

No 時 間 内 容 会 場 詳 細 活動時持物

１

８：００

９：００

９：３０

出発・

バスの移動

釣りの説明

JR富士駅

JR清水駅

清水三保真崎海岸

バス内で自己紹介

釣りの説明

環境教育ビデオ鑑賞

２ ９：３０～１２：００ 実釣り
清水三保真崎浴場 投げ釣り（仕掛けを投げる練習） 水筒・帽子

３ １１：５０～１２：００ 海岸清掃

４ １２：００～１３：００ 昼食 清水海洋活動センター 持参したお弁当を食べる お弁当

５ １３：００～１５：００ 実釣り 清水三保真崎海岸 投げ釣り

６ １５：００～１７：００
バスの移動

ビデオ鑑賞

清水海洋活動センター

清水和田島青少年の家

環境教育ビデオ鑑賞

部屋割り

子ども達は昼寝

７ １７：００～１８：３０
夕食の準備

夕食

清水和田島青少年の家

バーベキュー

（釣り上げた魚を捕食とする）
軍手・食器

８ １８：３０～１９：３０ 仕掛け作り 川釣りの仕掛け作り・釣具の取扱い 筆記用具 釣具

９ １９：３０～２０：３０ ゲーム
「プロジェクトワイルド実施」

・つながりの発見！生息地

１０ ２０：３０～２１：３０ 入浴 各自

１１ ２２：００ 消灯

表２ 日程表（６月２９日）

１２ ５：３０～６：４０
起床

早朝ハイキング
清水和田島青少年の家

起床・自然観察 帽子・図鑑

１３ ６：４０～７：００ 朝の集い 青少年の家のプログラム

１４ ７：００～８：３０ 清掃・朝食 青少年の家のプログラム

１５ ８：３０～９：００
水棲生物の観

察と昆虫採取 興津川

川虫の観察・釣りを行うための

餌の採取

軍手・濡れても

良い靴

１６ ９：００～１２：３０ 川釣り 浮釣り・友釣り・水辺の清掃 釣具

１７ １２：３０～１３：３０ 昼食 清水和田島青少年の家 お弁当

１８ １３：３０～１４：３０ 閉講式 清水和田島青少年の家 こどもフィッシングリーダー認定式
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たことは思い出す」～「体験したことは理解す

る」～「発見したことは身に付く」と言うもの

がある。自然体験学習は，常に新しい発見を見

出し，参加した人たちと新発見した事柄に対し

て，想いの共有化を図り，一人一人が未来に対

して，何が出来るかを問いかける場となるとと

もに，新しい自分自身を発見できる。

そこで，活動のキーポイントとして，「楽し

く～面白く～美味しく～考えて～新発見」とい

うテーマを掲げて，活動に取り組んだ。

４ 活動時の工夫

海と川のつながりとして，水を題材として活

動した。まず，海岸で釣りを行い。自然界から

の糧を得るとともに，その糧を得る海岸にはど

のような物が漂着しているのかを，清掃という

活動を通して考える。また，活動で得た糧は，

夕食の食材として食する。河川での活動は，食

物連鎖を題材に活動を展開した。川に生息する

魚類は，水棲昆虫を食物として生活をしている

点を重視した。水棲昆虫の観察を行った後に，

採取した水棲昆虫を活用して釣りを行った。

５ 会場の選択ポイント

釣りを自然体験学習の手段として活用する場

合の会場選定のポイント

・活動場所での安全対策

・天候の急変に対応できる

・自然環境の豊かさ

・プログラムの進行しやすさ

・交通の利便性

・公共性

・地域住民への配慮

� 海岸の場合

・海岸での活動の場合は，急激な天候に対応で

きる会場を選択

・風の影響を考慮する場合には，西向きの海岸

と東向きの海岸が背中合わせにあり，徒歩で

３０分以内に移動できる所を選定。北向きと南

向きの海岸は，風を東西で受けることになる

ので適さない。波打ち際から５０m以内に，松

林又は小高い丘がある。

・外洋に直接面していない，入り江を選定

・海岸の長さは参加人数によるが，親子２０組が

参加する場合は，２０m×１組＝４００m以上の

海岸が必要。ただし，休日の活動の場合に

は，他の釣り人の人数と海岸に散策している

人の人数を考慮する。今回，直線距離は１

kmで，尚全員が確認できる。

・砂浜の海岸である。

・携帯電話又は無線機等の電波の通りが良い。

� 河川の場合

・トイレが常設されていること

・ダム等の水をせきと止めるための施設が，上

流に無い河川を選定

・川幅は２０m以上有り，水のある本流域が５m

以上有る

・川底は砂礫の河川で，頭大の石が点在してい

る事が望ましい。（対象の魚種によっては，

粘土質の河川を活用する）

・多少の雨水の流入があった場合でも，水が濁

らない河川を選定。（水が濁る河川は，河川

の浄化能力が低下しているか，上流で工事等

をしている場合が多い。水が濁る河川は，多

少の雨でも増水する可能性が高い）

・漁業権がある河川を選定。（河川が管理をさ

れているため比較的安全で魚種も豊富であ

る）

・活動全体を見回せる小高い丘又は護岸が有

る。

・瀬と淵が２００m以内に有る。

・川の直線距離が最低２００m以上有る。

・護岸がコンクリート等の人工物で，建設され

た河川でも，直接本流に没している部分が無

い事。（人が水の中に落ちた場合は，コケ等

の付着により，護岸に上がれない場合が有
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る。）

・肉眼で，魚が確認できること。

・携帯電話又は無線機等の電波の通りが良い

所。

・頭上に電線が無い事。

選定ポイントの代表例を，海岸，河川で示し

たが，その他，湖，海上，汽水湖，港，堤防等

及び，対象の魚種により，会場の選定は，注意

を払う必要がある。

６ 安全管理体制

・釣りは水辺の活動となるので，参加する未成

年には必ずライフジャケットを着用させる。

また，必要により，大人にも着用を義務付け

る。

・参加者の健康状態は活動前に確認する

・小学生で参加する場合は保護者を同伴させ

る。

・全員が傷害保険に加入する。

・指導者の役割分担を明確にして，プログラム

完了ごとに点呼を取る。

・指導者は，最低参加者５名に対して，２名を

配置する。２０組の参加者が有る場合は，主催

者としては１０名のスタッフが必要である。

・各グループには，無線又は携帯電話を所有。

（携帯電話の電波の状態が悪い場所では，無

線を使用する。）

・今回のプログラムは，会場間の移動が１時間

程度あるので，個人での移動手段は禁止し

て，貸し切りバスの運行を行った。

� スタッフの開催日までの役割分担及

び開催日役割分担

１ 準備段階でのポイント

・参加者の募集は，市町村の広報の協力を得る

とともに，市町村教育委員会を窓口として，

小中学校へポスターを５０部ずつ配布した。

・参加者の受付は，FAX・メール・葉書のみ

として，口頭での受付は受理しない。

・募集締め切りを明確にする。

表３ 開催日までのスタッフ役割分担

No 項 目 内 容

１ プログラムの作成 全体プログラムの作成

２ 予算書の作成 予算の立案

３ 活動費 協賛企業の確保

４ 後援名義 後援名義の依頼

５ ポスターの作成 募集用紙の作成

６ 参加者募集 広報方法の立案・募集

７ 参加者募集受付 窓口業務

８ 参加者への連絡 窓口業務

９ 現地視察・調査 現地調査２回～３回以上

１０ 会場の確保 会場の予約

１１ 関係先への連絡 静岡市教育委員会 興津川漁協 静岡市環境課

１２ 交通機関の調査 現地までの公共交通機関の調査 予約

１３ 食事の準備 バーベキューの準備

１４ 宿泊先との打合せ プログラムのすり合わせ

１５ ゲームの立案 アイスブレーク

２０４ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第４号，２００４年



・活動場所の現地調査は詳細に行う。

・各自に受け持った役割は，確実に行う。

２ 開催時当日のポイント

・統括責任者は，全体のプログラム進行状況を

確認するとともに，各担当者は不明な事柄が

あった場合は，統括責任者に指示を仰ぐ。

・プログラムの区切りでは，必ず参加者の点呼

を取って，実務責任者に連絡する。

・裸足での活動は絶対行わないように指導す

る。

・参加者に声をかけるときには，可能な限り名

前で呼んで，「さん」付けを行う。

・最初の説明と手本に関しては丁寧に行い，そ

の後は，「危険な行動」「個人プレー」を行わ

ない限り，本人の意思により活動が行えるよ

うに補助する。

・班別の活動時は，指導員は最低２名配置し

No 項 目 内 容

１６ テキストの作成

投げ釣り

渓流釣り

環境テキスト

１７ 活動時の備品準備 備品準備

１８ 保険の契約 傷害保険契約

１９ プロジェクトワイルド 私は誰でしょう？／プラスティックのクラゲ

２０ 当日の役割分担 役割分担表の作成

２１ 事前練習 プログラムの予習

２２ 反省資料のまとめ 報告書資料作成

２３ 雨の日のプログラム プログラム立案・準備

表４ 開催当日スタッフ役割分担

項 目 内 容

統括者 全体のプログラムの管理

実務責任者 プログラムの推進

会計 費用の管理

記録係り 記録・写真撮影

進行（司会） 司会

導入担当 アイスブレーク

プロジェクトワイルド プロジェクトワイルドの実施

食事担当 バーベキュー準備・食事準備

観察会の指導 川虫の観察指導

水辺環境保全 水辺清掃の実施

備品準備 備品の準備・片付け

救護班 怪我発生時の対応

まとめ 総評者

反省会委員 反省会の準備等（アンケート等）

鈴木：釣りを活用した自然体験学習の薦め「水とのふれあい」２０５



て，指導責任者として主１名・副１名をおく

・指導者の人員は常に把握する。

� プログラム別の指導ポイント・内容

１ ２８日 海岸での活動（投げ釣り）

� （自分だけの海岸ではないことを伝える）

投げ釣りを行う際は，隣人との間隔は，釣竿

の２倍の長さの間隔を取るように指導した。

投げ釣りで仕掛け等を投げ入れる場合は，高

速で錘が回転，人体への接触の危険を伴うの

で，錘を海に投げ入れる場合は，安全確認と

隣人に声をかける事をルールとした。

� （命の大切さを伝える） 釣上げた魚の中に

は毒魚も存在するので，各自に危険な魚の写

真を持参させて注意を促し，魚の安全性が確

認されるまでは，直接，素手で魚に触れない

ように指導した。ただし，どんな魚にも命は

有るので，丁重に扱うように指導して，活動

で活用しない魚は海に戻すことをルールとし

た。

� （危険予知訓練・水辺保全） ゴミ拾いの前

に釣りを行うことにより，仕掛けを海に投げ

入れる時に釣り鈎がゴミに引っかかり，トラ

ブルが発生することを説明した。非常に嫌な

物である。参加者が楽しんでいる時に，不意

に訪れる不幸が，人間が捨てたビニールが原

因であることを認識して，釣り座の周囲を自

分からゴミを拾って清掃を行った後に活動に

入るように指導した。回収したゴミは，分別

して指定された収集場所に持参した。（事前

に市の清掃課に申請して回収の依頼を行って

いた。）また，危険予知訓練としても活用し

た。

� （道具を大切にする事を伝える） 釣竿・

項 目 内 容

反省資料のまとめ 振返り資料作成

２８日釣り指導主担当者

○は担当班

指導主担当者「１名」

指導副担当者「１名」

（参加者５組に２名の指導員を配置する）

２９日釣り指導主担当者

○は担当班

指導主担当者「１名」

指導副担当者「１名」

（参加者５組に２名の指導員を配置する）

２日間参加者 ２日間通して活動へ協力していただける指導員を明記する

写真１ キャスティング

写真２ 海岸清掃

２０６ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第４号，２００４年



リール等に関しては，地面に直接置くと砂等

が侵入して故障の原因となる。また，人の移

動時に竿等を踏みつけて損傷する。物を大切

に扱うという事で，砂等の進入により悪影響

を及ぼす可能性のある道具に関しては，竿立

てという道具を活用して，直接地面に釣具を

放置しないような工夫を指導した。

� （食物としての魚の価値を伝える） 釣上げ

た魚に関しては，夕食のメインディッシュと

して調理する。水を汚すと，魚を通して人の

体に戻ってくる事を伝えて，日々の生活で水

を汚さない工夫を行うきっかけ作りとした。

� （フィッシングスポーツの振興） 投げ釣り

は，錘を自分の思ったポイントに正確に送り

込む技術，より遠くに錘を送り込む技術を必

要とするフィッシングスポーツである。上級

者になると２００m以上もの飛距離を出すつわ

ものも存在する。そのためには，最初の釣り

とのかかわりが大切である。一つ一つの動作

の中に，他のスポーツと共通する点が多く存

在する。目標とする方向に視点を集中する。

重心を低くして，体の瞬発力を最大限に発散

させる。基本的な投げ釣りの技術・知識の習

得を図った。

２ ２８日 青少年での活動（入校式～就寝）

� （協調性の育成・理科教育の振興） 調理の

仕度として火越し体験を行い，一人では火を

熾す事は困難であるが，隣人の協力により小

さな炎から食物が調理できるまで，炎を育て

行く過程を指導した。調理は，すべて参加者

が行い，食事を食する過程を班員の協力を得

て活動を行った。

� （自然の幻想を体験） 会場付近の夜は，蛍

が乱舞するので，自然の幻想を視覚より体験

した。

� （釣り技術の習得） 釣りを行う中で，魚を

逃す主原因として，糸と糸を結んだ時の，結

束力不足が主原因となっている。最も大切な

技術として，糸と糸を結ぶという技術の習得

を行った。正確に糸を結ぶことにより，指先

の訓練と集中力を養い。また，糸の結び方は

多種多様にあるので，主体者自身で工夫を凝

らすことも可能となる。

� （命のつながりを体験） 自然体験プログラ

ム プロジェクト・ワイルド「私は誰でしょ

う？」を行った。水辺の生き物の図柄を活用

して，大人には生き物の幼虫や子ども（幼生，

幼体）を演じて頂き，子どもには親（成体）

の姿を演じてもらい，親子のペアを探しても

らう。幼児期と成熟期との生態の違いを体験

した。

� （子供同士の融和） 就寝は，１１歳以上の子

供・１０歳～９歳の子供が一緒の部屋で就寝す

るようにグループ分けを行った。ただし，８

歳以下は保護者と同伴とした。子どもの部屋

には，安全対策として指導員を２名ずつ配置

した。

３ ２９日 青少年での活動（起床～朝食）

� （自然界の多様性を感じる） 普段の生活の

中で，味わえない体験として，人が活動を行

う前の早朝に，自然の声の観察を行った。早

朝５時に起床して，隣接する川原で，「虫の

写真３ 仕掛け作り「糸と糸を結ぶ」
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囀り」「鳥の囀り」「植物の囁き」「蛙の囀り」

「川のせせらぎ」の自然界からのメッセージ

を聞き取り，多くの生き物と共存しているこ

とを，聴覚で体験した。

� （協調性の育成） 川原にある石を使い石積

みゲームを，班別に分かれて行った。一人で

は，規定された制限時間内で，石を高く積む

ことは困難であるが，一人一人の知恵と助け

合いにより，より安全に石を高く積むゲーム

を行うことにより，子ども同士の協調性と，

高学年の子どもにリーダーシップの意識付け

を図った。

４ ２９日 川原での活動（浮き釣り）

� （水源の水質を調査） 活動を行った会場

は，静岡市市民の水源となっている。その水

源の水質の状態を，短期的な環境の変化に影

響されにくい水棲昆虫の指標により，判別を

行い，飲料水の安全性を知る。また，地元の

河川でも行える水質調査方法の指導も合わせ

て行った。

� （動植物にとっての４要素「生活空間」「隠

れ家」「食物」「水」を知る） 動植物にとっ

ての生息地の４要素が適切に配置している事

を，水棲昆虫の観察で指導を行った。水棲昆

虫は食物連鎖の最下位付近に位置する。食物

連鎖の最下位に位置する生物の生息環境が悪

化し，４要素のバランスが崩れることによ

り，そこに生息する動植物の個体数の減少・

多様性も失われることにより，人間の生活環

境へも悪影響を及ぼすことを伝えた。

� （食物連鎖を体験する） 水棲昆虫は，魚の

食物源として大切な役割を担っている。そこ

で，水棲昆虫を魚の餌として活用して，直接

食物連鎖を体験する。また，購入した釣り餌

との違いも学び，普段と違った食物への警戒

心も学んだ。

� （生息環境の違いを学ぶ） 川の構成は，大

きく分けて「瀬」「淵」に分かれる。魚はど

んな場所に生息しているのかを，直接，観察

する手段として，網を使用する方法もある

が，人がその場所に行かないと調査すること

は困難である。釣りに関しては，直接，ポイ

ントに出向く必要は無く，正確に魚の生息ポ

イントを調査できる。また，川の「瀬」「淵」

の役割も体験の中から学んだ。

� （釣り技術指導） 仕掛けを，川の流れを活

用してポイントへ送り込む技術。竿を正確に

扱う技術。釣り餌の取扱い。浮きの見方。

等々の説明後に，参加者自身が，川の流れを

読取り，五感を活用して，魚が生息している

と思われるポイントに，仕掛けを送込む技術

の習得を行った。また，参加者が，魚が餌を

啄む瞬間を視覚で追い，その一瞬の動作を逃

さないように，神経を研ぎ澄ませて，集中で

きるような環境づくりを図った。釣りを継続

して行うことにより，集中力と忍耐力を養う

事になる。

５ ２９日 閉講式 活動の伝承

� （啓蒙活動リーダーの育成） 子どもたちに

は，初級子どもフィッシングリーダーとして

認定して，自宅に帰って，友達と水辺に親し

む時の「ルールー・マナー」のリーダーとし

て，意識付けを図った。

写真４ 川釣り

２０８ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第４号，２００４年
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� ふりかえり

下記アンケートを実施して，参加者が２日間

の活動を振返り，参加者自身が自然環境への負

荷の軽減及び将来に対して持続可能な社会を維

持できるための手段を，参加者自身が考えて実

践できるためのきっかけ作りとするために実施

した。また，その結果を主催者が厳粛に受け止

めて，次へのステップアップのための重要な

ツールとして活用する。

１ アンケートの実施と結果

次の１５項目について，大人・子ども別に５段

階評価（数字が大きいほど良い）を求め，平均

値をレーダーチャートとして示した。（図１，

図２）

（項目内容）

� 今回の宿泊ファミリーフィッシングスクー

ルは楽しかったですか

� 集合までの事前案内は親切でしたか（集合

場所までの交通，持ち物，活動内容など）

� 始まってからの案内は親切でしたか（生活

についての案内，各活動の内容と準備物な

ど）

� 配布した資料などは役に立ちましたか

� 活動内容はいかがでしたか

� 指導者はいかがでしたか

� 危険な場所について指導者はあらかじめ知

らせましたか

� 自然を大切にするための呼びかけ・取組み

が十分でしたか（地域の動物など，人間以外

の生物への配慮）

	 水やエネルギー，資源（ごみ）を大切にす

るための呼びかけ・取組みが十分でしか


 泊まった施設はプログラム内容に適してい

ましたか（活動場所など含む）

� 食事の内容は良かったですか

� 今回の「宿ファミリーフィッシングスクー

ルル」への満足度はいかがですか

 問合せや受付け時の対応はいかがでしたか

� 今回の参加費はいかがでしたか

� 次回「宿泊ファミリーフィッシングスクー

ル」が開催されましたら参加しますか

２ 自由記載の内容

大人の感想（抜粋）

図１ アンケート結果（大人） 図２ アンケート結果（子ども）

鈴木：釣りを活用した自然体験学習の薦め「水とのふれあい」２０９



・今回，初めて参加させてもらいましたが，子

供はもちろん，親も一緒に，すごく楽しく２

日間過ごせました。楽しいだけでなく，子供

の育成の場としても，とても良い体験ができ

たと思います。

・海釣り，川釣り等いろいろなことを教えてい

ただき，大変参考になりました。今後も釣り

の面白さを，子供と一緒に楽しみたいと思い

ます。スタッフの皆さん大変お世話になりま

した。ありがとうございました。

子どもの感想（抜粋）

・僕は釣りが大好きなので，すごくいいフィッ

シングスクールでした。本当にありがとうご

ざいました。

� 成果と考察

１ 成 果

参加者のアンケート結果の総合評価として５

段階評価で，４．２という評価から当初の活動の

目的であった，人と自然とのふれあいを通し

て，水辺環境の保護，水産資源の保護，釣り技

術指導，釣り場でのマナー・ルール等を行うた

めのリーダーの育成は図れた。初めての試みと

して，海から川への移動を伴う活動を行い，活

動に広がりを持つことができた。

２ 反 省

プログラムにゆとりが少なく，小学校低学年

の子どもには体力的負担をかけたと思われる。

また，スタッフに関しても体力的に限界を感じ

られた部分が多々あった。

アンケートの内容で，参加者自身に直接訴え

る内容が少なかったので，アンケート内容の検

討が必要であった。

３ 今後の展開

ゆとりのあるプログラム編成を行い。活動目

的を１つまたは２つ程度に限定した企画を立案

したい。また，宿泊を伴う活動で森と川つなぐ

企画を行う。

� おわりに

現代社会は，文明と言う進化を推し進めた結

果，環境破壊による生命の基盤となる食を脅か

す結果を招いている。この事柄を知った。今，

我々，大人として，次世代を担う子供達に，負

の遺産を伝えないように，今の自然環境を，体

験を通して，伝え・育て・守り・維持できるよ

うに，前向きの考えを持てる子どもたちの育成

を図って行く必要がある。

また，参加者が活動を行う中で，参加者同士

が想いの共有化を図り，参加者自身が未来に対

して，今できる事を，実践するためのきっかけ

作りとなればと思っている。

自然体験学習の結果は，すぐ現れる物も有る

が，基本的には無形の物である。目で見て確認

できるようになるには，数１０年後又は数１００年

後を見据えた価値を伝える物と考えて活動を

行っている。

２１０ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第４号，２００４年


