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宿泊先情報

相洋閣  

住所：神奈川県三浦郡葉山町下山口 2040-1 

宿泊：9/10（月）～9/11（火）（1泊） 

集合：12:00（予定） 

食事：夕食（18:00～）・朝食（8:00～） 

部屋：和室・洋室 

設備：テレビ・冷蔵庫・金庫・ポット 等 

宴会場：ゼミ（12:00～17:00） 

 飲み会（20:00～22:00）予定 

入浴：～23:00 

チェックアウト：～10:00 

巡検開始時刻：未定 

 

 

 

 

Soyokaku 

Address: 2040-1,Shimoyamaguchi,Hayama-

machi Miura-gun, Kanagawa 

Meals: Dinner (6:00PM), 

Breakfast (8:00AM)  

Room: Japanese Style・Western style  

Facility: TV, Refrigerator, Safe, Pot  etc... 

Amenity: toothbrush, razor, towel, soap, 

yukata  etc... 

Party room: Seminar (12:00AM～5:00PM) 

           Party (8:00PM～10:00PM) 

Bath room: ～11:00PM 

Check out: ～10:00AM 

Excursion time: undecided 

 

 

 

 

 

 

Map 

 

 

Seafood 

地理院地図 

https://maps.gsi.go.jp/#5/36.104611/140.084556/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0f1 



 部屋割り

氏名 性別

村山祐司先生 男

森本健弘先生 男

奥 啓彰 男

佐野 浩彬

LIU Kai

Malinda

Manjula 男

張 新民

Prabath

Dissanayake

Siri

長崎 宏輝 男

岩井 優祈

吉田 真

曾 宇霆

神田 笙太

河合 昭宣

李 一峰

張 雲奇

連 美綺 女

連 曉

Hepi

鄭 紫来 女

劉 斐

張 楠楠

WANG RUCI

鄭 映秋 女

張 詩遥

李 鑫

郭 仕瑩



 

 

日程表(time schedule)  （仮） 

Date： 9/10 (Mon) ～ 9/11(Tue) 

Meeting time and place：9/10 12:00AM  相洋閣（Hayama Soyokaku）← NOT Kamakura 

9/10： 

相洋閣(Soyokaku)まで各自 

昼食各自（Please eat lunch by meeting time.） 

ex:  Akihabara→Shinbashi→Yokohama→Zushi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/11： 

朝食 (morning) 8:00AM 

チェックアウト(check out) 9:30AM (予定) 

解散 (break up)      4:00PM(予定) 

 

料金 

Transportation 

 Tsukuba → Hotel：   \ 2,380 

 Excursion：    \  880 

 Enoshima → Tsukuba：   \ 2,200 

Admission fee：     \  600 

Lunch（9/11）：     \ 1,500 ? 

Hotel 

Guest room： with 2 meals  \ 9,500 

Party： Party room + meal, drink etc... \  540  +α 

 Others：      +α 

Total：      \17,600  +α 

ゼミ (seminar)  12:00AM ～ 5:00PM (予定)  

夕食 (dinner)  6:00PM ～ 

宴会 (party)    20:00PM ～  (予定)   

Zushi station → Chojagasaki bus stop (Keikyu bus) 

https://www.navitime.co.jp

/ 



 参加者 Participants（30 名）

村山先生、森本先生、学生 27 名(男 Male 16 名、女 Female 11 名)、OB 1 名

＃ 氏名 学年 性別

＃ 村山祐司先生 先生 男

＃ 森本健弘先生 男

1 Malinda D3 男

2 連 美綺 女

3 LIU Kai 男

4 Manjula 男

5 Hepi 女

6 連 曉 女

7 張 新民 男

8 佐野 浩彬 男

9 Prabath D2 男

10 WANG RUCI 女

11 Darshana D1 男

12 鄭 紫来 女

13 劉 斐 女

14 Siri 男

15 岩井 優祈 M2 男

16 長崎 宏輝 男

17 吉田 真 男

18 曾 宇霆 男

19 張 楠楠 女

20 鄭 映秋 女

21 神田 笙太 M1 男

22 河合 昭宣 男

23 張 雲奇 男

24 張 詩遥 女

25 李 一峰 男

26 郭 仕瑩 研究生 女

27 李 鑫 女

28 奥 啓彰 OB 男



 ゼミ発表 Seminar 9/10 13:00～17:00

D2、M2：15minutes(include 5 minutes Q&A) D1、M1:10minutes(include 5 minutes Q&A)

＃ TIME NAME GRADE

1 13:00-13:15 岩井 優祈 M2

2 13:15-13:30 長崎 宏輝

3 13:30-13:45 吉田 真

4 13:45-14:00 曾 宇霆

5 14:00-14:15 張 楠楠

6 14:15-14:30 鄭 映秋

14:30-14:45 休憩

7 14:45-15:00 Prabath D2

8 15:00-15:15 WANG RUCI

9 15:15-15:25 Darshana D1

10 15:25-15:35 鄭 紫来

11 15:35-15:45 劉 斐

12 15:45-15:55 Siri

15:55-16:10 休憩

13 16:10-16:20 神田 笙太 M1

14 16:20-16:30 河合 昭宣

15 16:30-16:40 張 雲奇

16 16:40-16:50 張 詩遥

17 16:50-17:00 李 一峰



 巡検ルート 

① 鎌倉大仏  Kamakura Great Buddha 

② 長谷寺  Hase Tample 

③ 鶴岡八幡宮  Turugaoka Hachiman Shrine 

④ 江ノ島（江島神社）  Enosima & Enosima Jinja 

⑤ 鎌倉高校前   Kamakura High School 

 

 

 巡検の全体ルート地図 

 

神奈川県 

Kanagawa Prefecture 

 

① 鎌倉大仏  Kamakura Great Buddha 

② 長谷寺  Hase Tample 

③ 鶴岡八幡宮  Turugaoka Hachiman Shrine 

④ 江ノ島（江島神社）  Enosima & Enosima 

Jinja 

⑤ 鎌倉高校前   Kamakura High School 



鎌倉大仏殿高徳院 

○ 鎌倉大仏って？ 

「露坐の大仏」として名高い高徳院の本尊、

国宝銅造阿弥陀如来坐像である。像高はお

よそ 11.3m、重量はおよそ 121t を測るこ

の仏像は、規模こそ奈良東大寺の大仏( 盧

舎那仏) には及ばないが、ほぼ造立当初の

像容を保ち、我が国の仏教芸術史上ひとき

わ重要な価値を有している。北条得宗家の

正史『吾妻鏡』によれば、その造立が開始

されたのは 1252(建長 4)年。制作には僧浄

光が勧進した浄財が当てられたとも伝えら

れている。もっとも、創建当時の事情には

不明な部分が多く、未だ尊像の原型作者す

ら特定されるに至っていない。当初尊像を

収めていた堂宇については、『太平記』と『鎌

倉大日記』に、1334(建武元 ) 年および

1369(応安 2) 年の大風と 1498(明応 7) 年

の大地震によって損壊に至ったとの記録を

見いだすことができる。以後、露坐となり

荒廃が進んだ尊像は、江戸中期、浅草の商

人野島新左衛門(泰祐) の喜捨を得た祐天・

養国の手で復興をさせた。尊像の鋳掛修復

に着手し、「清浄泉寺高徳院」と称する念仏

専修の寺院を再興、当時、浄土宗関東十八

檀林の筆頭であった光明寺の「奥之院」に

位置づけたのも、祐天の事績にほかならな

い。今日、創建 750 年余を経た尊像は、仏

教東伝の象徴として、国内外、宗派の別を

問わず数多の仏教徒の信仰を集めている。 

 

 

●拝観時間 

午前 8時～午後 5時 30分までで、入場は閉

門 15分前まで。 

ただし、大仏胎内拝観時間は午前 8 時～午

後 4時 30分であり、入場は閉門 10分前ま

で。 

 

●御朱印受付時間（寺務所） 

 午前 8時〜午後 4時 30分（通年） 

 

●拝観料 

一般 200 円  

*大仏胎内の拝観料は 1 名当たり 20 円  

 

●注意点 

☞飲食は大仏像の正面、および台座付近で

はお控えください。また食べ歩きは他の参

拝者のご迷惑になりますのでご遠慮くださ

い。お帰りの際はゴミを持ち帰りください。 

☞境内には段差のある箇所もあります。 

☞境内は、全面禁煙です。 

 

 

 

 

 

 

 

参考： 

鎌倉大仏殿高徳院HP 

http://www.kotoku-in.jp/ 



長谷寺（Hasedera） 

１．概観 

長谷寺は 736 年に創立した浄土宗系統の寺

院であり、藤原不比等の息子である藤原房前

が、奈良県桜井市の長谷寺を創った徳道上人

を招いて創らせたと言われている。ただし、

建物は関東大震災等によって何度も建て替え

られており、現在の観音堂（本堂）も 1986 年

に再建されたものである。 

長谷寺の中では、本尊の銅造十一面観音懸

仏と梵鐘が重要文化財に指定されている。本

尊の十一面観音は高さ 9.18m で、木造の仏像

では日本最大級である。また、鐘楼にある梵

鐘は新しく造られたもので、鎌倉時代のもの

は観音ミュージアムに保管されている。 

寺の中心には本堂である観音堂があり、そ

の右手に阿弥陀堂が位置する。阿弥陀堂には

高さ 2.8m の阿弥陀如来像が安置されている

が、これは廃寺となった誓願寺の本尊だった

もので、「鎌倉六阿弥陀」の一つである。 

 

２．見どころ 

まず山門を進むと庭園があり、妙智池と放

生池の周囲を散策できる。園内は四季折々の

花や木に彩られるが、特に 6 月が見頃で、ア

ジサイや花菖蒲を楽しむことができる。また、

放生池の近くには弘法大師参籠の地と伝わる

弁天窟があり、その名にちなみ窟内壁面には

弁財天とその眷属である十六童子が彫られて

いる。 

その先には地蔵堂、阿弥陀堂、観音堂が続

く。観音堂が建つ平地には、見晴らし台が設

けられ、鎌倉の海や長谷の町並みから、三浦

半島までを見渡すことができる。 

また、受付近くには、写経・写仏が体験でき

る書院があり、体験は毎日受け付けているよ

うである。 

最後に、長谷寺は坂東三十三箇所第四番の

寺である。御朱印帳を持っている人は貰うと

良いだろう。

参考：長谷寺 HP (http://www.hasedera.jp/) 

鎌倉市 HP (https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankou/kankoujijou2709.html) 

鎌倉観光協会 HP(http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamakura-kankou/meisho/06hasedera.html) 

トラベルマーカーHP (https://travel.mar-ker.com/) 

長谷寺の全景 

http://www.hasedera.jp/
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankou/kankoujijou2709.html
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamakura-kankou/meisho/06hasedera.html
https://travel.mar-ker.com/


鶴岡八幡宮  Turugaoka Hachiman Shrine 
 

古都・鎌倉の中心部に位置する鶴岡八幡宮。

武家源氏、鎌倉武士の守護神。その歴史は康平 6

年（1063 年）、源頼義が源氏の守り神として由比郷

鶴岡に京都の石清水八幡宮を勧請したことから始ま

りである。後に源頼朝が現在の地へ遷し、鶴岡若宮

と称したのが現在の鶴岡八幡宮。 

鎌倉幕府から篤く信仰された鶴岡八幡宮は、広

く武門の神、勝利の神、国家鎮護の神として崇敬を

集めることとなったのである。当宮への信仰を背景

に鎌倉を中心として興った質実剛健の気風は、その

後「武士道」に代表される日本人の精神性の基調と

なりました。 

そんな歴史的背景はもちろんのこと、鎌倉の街

を貫く参道、大臣山を背に負って堂々とたたずむ姿

は、古くから「鎌倉の象徴」であったことを感じさせま

す。現在の御本殿は、文政 11 年（1828）、江戸幕府

11 代将軍徳川家斉の造営による代表的な江戸建築

で、 若宮とともに国の重要文化財に指定されてい

る。 

 

 

 

 

Tsurugaoka Hachimangu is the most 

important Shinto shrine in the city of 

Kamakura, Kanagawa Prefecture, Japan. The 

shrine is at the geographical and cultural 

center of the city of Kamakura, and it is also 

the venue of many of most important 

festivals. 

 

This shrine was originally built in 1063 as a 

branch of Iwashimizu Shrine, and it dedicated 

to the Emperor Ōjin, his mother Empress 

Jingu and his wife Hime-gami.  Minamoto no 

Yoritomo, the founder of the Kamakura 

shogunate, moved it to its present location in 

1191 and invited Hachiman to reside in the 

new location to protect his government. 

 

Tsurugaoka Hachimangu was for most of 

its history not only a Hachiman shrine, but 

also a Buddhist temple, a fact which explains 

its general layout, typical of Japanese 

Buddhist architecture.Therefore, the shrine 

is an Important Cultural Property. 

 

 

   

 

 



江島神社

江島神社は，神奈川県藤沢市江の島にあ

る神社である。日本三大弁財天を奉る江島

神社は、田寸津比賣命を祀る「辺津宮」、

市寸島比賣命を祀る「中津宮」、多紀理比

賣命を祀る「奥津宮」の 三社からなる御

社である。

1．辺津宮

朱の鳥居から石段を上り約 3～5 分。田

寸津比賣命 をお祀りしている。高低差の

ある江の島では、一番下に位置しているこ

とから『下之宮（しものみや）』とも呼ば

れ、神社でのご祈祷は主にこちらでご奉仕

される。拝殿前の巾着の形をした珍しい賽

銭箱は、相模彫りと言われる独特の彫り物

で、地元の商店によって奉納されたもので

ある。

２．中津宮

辺津宮から歩いて約 5分。市寸島比賣命

をお祀りしています。度々の改修により、

元禄二年当時の朱色が鮮明な社殿を再現。

中津宮へ続く参道の両側には、江戸歌舞伎

「市村座」と「中村座」が奉献した一対の

石燈籠があり、昭和六十年（1985 年）には

燈籠奉献二百年を記念して音羽屋七代目

がしだれ梅を植樹。歌舞伎役者の手形も残

されている。

３．奥津宮

中津宮から歩いて約 10 分。島内にある

三つのお宮（奥津宮、中津宮、辺津宮）に

は、三姉妹の女神様が祀られ、ここ奥津宮

には一番上の姉神の、多紀理比賣命が祀ら

れている。拝殿天井には「八方睨みの亀」

が描かれ、奥津宮に向かって右側の燈籠に

は竜宮の乙姫、左側の燈籠には亀に乗った

浦島太郎が精巧に掘り出されている。

参考：

http://enoshimajinja.or.jp/



鎌倉高校前

〇アニメのオープニングに使われた踏切と
海の景色
そんな江ノ電の停車駅に、台湾をはじめ

とした訪日客の方を中心に知られている、
少し変わった人気スポットがあります。
「鎌倉高校前」という駅にある踏切です。
日本の人気アニメ『SLAM DUNK』のオ
ープニングのモデルとなっている景色なの
です。休日ともなると多くの人が訪れ、写
真撮影をする人が途切れません。
『SLAM DUNK』とは 1990 年代に少年

漫画誌で連載された、高校バスケットボー
ルを題材にした少年漫画です。神奈川県の
不良高校生・桜木花道がバスケットボール
に夢中になっていくストーリーはもちろん、
個性的なキャラクターたちに、多くの人た
ちが夢中になりました。後にTVアニメ化
され、日本だけでなく、中国、台湾などで
も放映されています。一部の海外でも知ら
れているアニメなのです。
その先には、海、線路、踏切と、アニメ

と同じ光景が。スラムダンクを見たことが
ある人なら、おなじみの光景にテンション
が上がります。日本でテレビ放映されてい
たのは、1990 年代。放映が終了して約 20
年経つのにもかかわらず、この駅近くの踏
切で写真を撮る人が後を絶ちません。

〇アクセス
「鎌倉高校前」へのアクセスは、江ノ電

の藤沢駅から16分。運賃は260円です。ち
なみに東京や上野方面から藤沢駅へ行くに
は JR 東海道線、新宿や池袋方面からは小
田急線が便利です。また、鎌倉駅から鎌倉
高校前までの所用時間は 18 分、運賃は同
じ 260 円です。
また、この鎌倉高校前は、スラムダンク

以外のアニメの舞台になったり、日本で人
気の音楽ユニット「ゆず」をはじめとした
アーティストのプロモーションビデオに使
われたりしています。さらに、1997 年に
は、運輸省(現在の国土交通省)で公募・選
考された関東の駅百選にも選ばれているん
です。



○ Crossing of the railroad crossing and sea

used for opening of animation

There is a popular spot a little unusual which is

known mainly to visitors of Taiwan and other

visitors at such a station of Enoden railway. It is

a railway crossing at the station called

"Kamakura High School". It is the scenery

which is the model of the opening of Japan's

popular animation "SLAM DUNK". As a

holiday comes, many people visit, people

taking photographs are not interrupted.

"SLAM DUNK" is a boy's manga that was

serialized in a boys 'manga magazine in the

1990' s, a high school basketball theme. Not

only the story that the bad high school student

Kanagawa prefecture Sakuragi Hanamichi

became crazy about basketball, many people

caught up with individual characters. It was

made into a TV animation later, and it is being

broadcast not only in Japan, but also in China,

Taiwan and others. It is an animation which is

also known overseas.

Beyond that, the sea, track, railroad crossing,

and the same scene as anime. If you've seen

Slam Dunk, the tension will rise to the familiar

sight. It was in the 1990's that television was

broadcasted in Japan. Despite the fact that

about 20 years have elapsed since the airing

was over, people taking pictures at a railroad

crossing near this station will not fail.

○ Access

Access to "Kamakura high school front" is 16

minutes from Enoshima Fujisawa station. The

fare is 260 yen. By the way it is convenient for

JR Tokaido Line, Shinjuku and Ikebukuro to go

to Fujisawa Station from Tokyo and Ueno

direction. In addition, the time required from

Kamakura station to Kamakura High School is

18 minutes, the fare is the same 260 yen.

In addition, this Kamakura high school has

been used as a stage for animation other than

slam dunk, as a promotional video for artists

such as Yuzu, a popular music unit in Japan.

Furthermore, in 1997, it was also chosen as one

hundred elections of the Kanto station that was

selected and screened at the Department of

Transportation (currently the Ministry of Land,

Infrastructure and Transport).



 ■ 周辺案内図 

①鎌倉大仏殿高徳院 

神奈川県鎌倉市長谷 4丁目 2-28 

☎0467-22-0703 

④江ノ島神社 

神奈川県藤沢市江の島 2丁目 3番 8号 

☎0466-22-4020 

  

②長谷寺 

神奈川県鎌倉市長谷 3丁目 11-2 

☎0467-22-6300 

⑤鎌倉高校前 

神奈川県鎌倉市七里ヶ浜 2丁目 21-1 

  

③鶴岡八幡宮 

神奈川県鎌倉市雪ノ下 2丁目 11-31 

☎0467-22-0315 

⑥駐車場（タイムズ鎌倉御成町第 2） 

神奈川県鎌倉市御成町 7-9 

料金：1日 1300円 

 

 


