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はじめに

2011年度日本学生支援機構（JASSO）の留学生交

流支援制度（ショートステイ・ショートビジット・プロ

グラム）に採択された「共生社会構築のためのグロー

バル・スタディーズ・プログラム」。横浜国立大学教

育人間科学部国際共生社会課程・人間文化課程の学

部学生および関連研究科の大学院生たちが、中国・

韓国・フランス・オーストリア・ロシア・アメリカ・フィ

リピンの交流校との間で、短期の研究交流を行った。

「グローバル・スタディーズ・プログラム」の前身と

しては、これまで国際共生社会課程が積み上げてき

た「グローバル・スタディーズ・実践ツアー」があった

が、これは海外協定大学を本学学生が訪問するタイ

プのプログラムであった。今年度からはJASSOの助

成を得たことで、カリフォルニア大学サンタ・クルーズ

校や、トロント大学、フィリピン大学学生の本学への招

聘など、これまでの「グローバル・スタディーズ・実践

ツアー」が課題としてきた双方向性的な学生交流も

実現することができ、「実践型の人文社会科学」とい

う課程のカリキュラムと整合性の高いプログラムが実

現した。

われわれが本プログラムを通して目指すのは、人

文社会系の学生だからこそ切り開くことのできる、「グ

ローバル化を代補するような学問的アクティヴィズム」

（G・スピヴァク）へのトレーニングである。

さまざまなネットワークが緊密化し、時間と空間が

圧縮する中で、自分たちの足元の現実と世界とのつな

がりを、ひりひりするような実感を伴って学び取って
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いくこと。SNSが席捲する中でも、名前で呼び合う対

面的な関係の中で誤解と意思疎通の難しさを痛いほ

ど感じながら、率直に意見を交わせる仲間を海外の

大学に作っていくこと。そして、そうした体験を再構

成し、自らの内部に蓄積しながら、再び大学での学び

に重ね、自らのポジショナリティを時間・空間の布置

の中で考え続けていくこと。時にはほろ苦い経験を経

て、深い言語学習が促されていくこともあるだろう。こ

うした一連のプロセスが、「グローバル化する世界を

読み解く」といった、やや食傷気味のフレーズに、強い

リアリティを伴った内実を持たせ、時間はかかるかも

しれないが、オルタナティヴな思考や発想を生み出し

ていくはずだ。

また本プログラムは、アジア・アメリカ・ヨーロッパ

という地理的な広がりに加えて、国際社会学/開発

学、歴史学、思想、文化研究、といった複数の学問領

域を横断するアプローチから編成された、という意味

でも複数形の「スタディーズ」になっている。またそ

れは、教員からの一方的なお膳立てではなく、交流校

の学生も含めた参加学生それぞれが複数の目的を

持ってツアーや受け入れプログラムを準備し、参加

し、そこから導かれた帰結も常に複数性を保持してい

る、ということも意味している。

本報告書に集められた彼ら・彼女らの複数の声か

ら、オープン・エンドな人文社会科学系「グローバル・

スタディーズ」のはじまりが聴こえてくる。 

小ヶ谷千穂
教育人間科学部

国際共生社会課程准教授
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―――今回のグローバル・スタディーズ・プログラム

（以下GSP）では、8 ヵ国9校の大学と提携してグロー

バル・スタディーズ・ツアーが行われています。はじ

めに、こうした取り組みについてお伺いしたいと思い

ます。

白水　スタディーズ・ツアーでは、学生が実際に外

国へ行き、自らの目で見て体験するということを大切

にしています。

外国の様子というのはもちろん日本にいながらでも

メディアを通して知ることができますし、わたしたち

はそうした情報と毎日のように接しながら生活してい

ます。しかし、「メディア越し」の外国とは違って、と

にかく実際に行って見た外国は驚きの連続です。本

当の意味で外国を知るというのは、そうした体験の中

でたどり着けるものだと思いますね。

国際理解や国際協力というと途上国の支援に興味を

持つ学生も多いですが、途上国の人々がどのような

環境にいるのか、本当に何を欲しているのか、想定し

た支援が適切なものなのか、そうしたことを考えてい

く際に、イメージや思い込みとは違う、あるいは机上

の理論を修正、補完できるような、自らの体験に裏打

ちされた知識を持っていることはとても重要です。

松原　より身近なレベルで考えてみると、外国に行っ

てみるのが大切なのはそこに暮らす人々に出会うこと

ができるからです。外国のイメージというのは、政治

情勢によって感情的になりがちな面がありますが、し

かし実際に人に触れることで、月並みだけれども「同

じ人間なんだ」ということを実感することができるで

「共生社会構築のためのグローバル・スタディーズ・プログラム」の魅力と可能性について、

教育人間科学部人間文化課程・課程長の白水紀子先生と、本プログラム責任者・松原宏之先生に

お話を伺った。（聞き手＝湯本真純）

GSPの魅力と可能性
白水紀子 ・ 松原宏之
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しょう。そうしたいわゆる「民際」的な交流によって、

外国のイメージが感情的にほぐれてくる、ということ

も、外国へ行ってみることの意義だと思います。

白水　そうですね。先入観で「食わず嫌い」になっ

てしまうのは、とてももったいないことですからね。

松原　それからもう一つスタディーズ・ツアーで大切

だと思っているのは、「学習交流」という視点です。

これは外国の学生との共同研究による交流というこ

とですが、語学学習や単なる「お国紹介」の交流より

も、さらに深くお互いを知ることができるでしょう。

外国の人々に「同じ人間なんだ」と親近感を持つこ

とはとても大事なのですが、その時に外国のイメー

ジが自分たちの生活や考え方の延長に作られてしま

うことがよくあります。つまり、わたしたちは「同じ」

人間なんだ、というふうに。しかし、いざ実際に外国

の学生と議論していると、どうも話が噛み合ないと

か、想像した方向からずれていくとか、そういった予

想外の経験をするわけです。イメージと現実のずれ

松原宏之
教育人間科学部
国際共生社会課程 准教授
本プログラム責任者

白水紀子
教育人間科学部

人間文化課程 教授／課程長

というのがあって、そのなかで「想像していたのとは

案外違う」ということに気付くと、相手への興味も増

してきます。

白水　学習交流という点では留学してみるのも一つ

の手ですが、ただやはり長期で外国に留学するとい

うのは、学生にとって少し敷居が高い部分があるよう

です。就職活動の心配もありますから、なかなか簡

単に踏み切れないというのも理解できます。今回の

スタディーツアーは1、2 週間の滞在で短期的なもの

ですが、奨学金という形で経済的なバックアップもあ

り、学生としては気軽に参加できるものになっていま

す。こうした機会を利用して外国に興味を持っても

らい、長期留学という次のステップにつなげる一助に

してもらえたらいいのではないでしょうか。

「民際」的な交流によって外国の

イメージが感情的にほぐれてくる

対談　GSP の魅力と可能性
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―――GSPでは、成果の実践的な発信を目的に掲げ

ています。その点はいかがでしょうか。

白水　まず大切なのは、このプログラムを継続させ

ていくことですね。それから実践性ということを考え

れば、大学の中に閉じて完結させてしまわずに、GSP

で得られた知見を大学の外へ、広く社会へ発信して

いく必要があるでしょう。そのためにもGSPでの経

験を「蓄積」していくことが重要だと考えています。

プログラム自体が継続していても、参加する学生は

毎年変わってしまいますから、一回きりの交流で終

わらせずに積み重ねていくのは思うよりも大変です。

参加した学生から後輩へ、さらには未来の国大生で

ある高校生にも、取組みを伝えていけるような仕組

みを作っていかなければなりません。現段階で構想

しているのはウェブサイトや報告冊子の作成ですが、

どういった中身にしていくかは今後も議論が必要で

すね。

松原　確かに、蓄積を発展へとつなげていくために

は、単なる結果報告の繰り返しになってしまうといけ

ないですね。なるべく踏み込んだ形で書いて残して

いかないと。その点では報告書ではなくて、ブック

レットのようなものにしていくべきかもしれません。

いずれにしても、「継続・蓄積・発信」という流れを

生み出していければ、おもしろくなると思います。

―――最後に、GSPの目標や今後のビジョンがあれ

ばお願いします。

松原　多少とも個々人の留学との差異化を図ってい

くとすれば、GSPの双方向の交流という特徴は重要

だと思います。留学はどうしても個人的な経験とい

う側面が強いですし、共同研究のようなプロジェクト

が立ち上がるというところまではなかなかいきませ

ん。しかしGSPのスタディーツアーは送り出しと迎え

入れの両方を学部として行いますから、ツアーに参

加できないより多くの学生を巻き込んでいくことが可

能です。そうすることで、個人のレベルでは難しいプ

ロジェクトに取り組むこともできるようになります。

留学の前段階としてではなくて、留学とは異なる形で

より充実した学習交流に発展させていくことができる

と思います。

白水　双方向というと、二国間の関係を想定してし

まいますが、GSPは複数地域横断的なものになって

います。ですから、先ほど出た「継続・蓄積・発信」

グローバル規模の

人文社会学的な知のプラットホーム
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という流れが、一つではなく複数の場所から立ち上

がってくる可能性を含みこんだものだと言えます。

最終的なビジョンというと大げさかもしれませんが、

グローバルな規模で結ばれた人文社会学的な知の

ネットワークの一つの結節点、いわば「プラットホー

ム」となっていければいいのではないかと思ってい

ます。

松原　横浜国立大学の新たな最寄駅になるかもしれ

ませんね。

―――どこまで近づくか楽しみです（笑）

本日は貴重なお話をありがとうございました。

ホームページ　  http://hs.ynu.ac.jp/

グローバル・スタディーズ・プログラムの中心を担うのは

横浜国立大学 教育人間科学部 人間文化課程です。
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―― 活動内容
まずそれぞれの班に、訪問先でどのような活動を

行ったのかということについて話してもらった。どの

班も共通して重要だと位置付けていたのが、相手校

の学生との交流である。各班ともプレゼンテーショ

ンやディスカッションを行うなどして現地の大学生と

の交流を展開していった。

こうした交流に関して参加者が共通して述べてい

たのは、日本と比べて現地の大学生の学ぶことに対

する意識が高く、また知識も豊富だったという点であ

る。特にこのような違いは、参加者たちが渡航前に

は想像していなかったものであり、現地の学生と交

流するなかではじめて実感できたとのことで、印象強

く受け取られたようだ。

もちろん各班それぞれのプログラム運営上、交流

期間には差がある。フィリピン班は大学訪問時以外

でも合流し、スタディーツアー期間中ほとんどずっと

一緒に行動していたのに対し、中国班やロシア班は

1、2日程度であったそうだ。

活動時間における、現地学生との交流への重点の

置き方には違いが見られたが、しかし参加者にとっ

て同年代の学生たちとの等身大の交流は、日本の中

にいては感じることのできなかった発見と刺激の連

続であった。これはスタディーズ・ツアー参加者の

意識を今後大きく変えるきっかけになるだろう。

―― 目的
次に、今回スタディーズ・ツアーに参加するにあ

たって事前にどのような目的をたてたのか、さらに現

地に実際に行ってみてその目的が達成できたのかを

聞いた。

フィリピン班からは、現地の言語が英語ということ、

また滞在中の多くの時間を現地学生と共に過ごせる

プログラムだったこともあってか、「英語でコミュニ

ケーションをとる」という目的が挙げられた。また、

「研究テーマにそった機関を訪問する」ことも目的

の一つだったようだ。

ロシア班や中国班は、プレゼンテーションでいかに

相手の学生に伝えるかという問題意識に重点をおい

て準備を進めていった。また、事前に抱いていた相手

の国に対するイメージがいかに変わるか、各自の研究

テーマにそった内容をいかに現地で実感できるか、と

いうことにも大きな関心が注がれたとのことだった。

これらの目的はおおむね達成され、成果が感じられ

たそうだ。短期間の日程で行うスタディーツアーだか

らこそ、事前に目的を決めてツアーに参加することで、

より有意義に過ごすことができたのだと言えるだろう。

グローバル・スタディーズ・ツアー参加者座談会

グローバル・スタディーズ・ツアーでは、フィリピン班から
2名、中国班から1名、ロシア班から2名、オーストリア班
から2名の計7名の出席者を得て、今回行われたツアー
についての座談会を行った。
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―― 発見
スタディーズ・ツアーに参加して、自分のなかで変

わったもの・発見したものはあったかについて意見

交換をした。大きく言えばどの班からも、相手国に

対しての固定観念が崩れ、その国の「リアルな実態」

が見えたという答えが返ってきた。

さらに細部に着目すると、フィリピン班の参加者

は、カトリックの強力さ、社会的格差・エリート主義を

実感したと語っている。ロシア班も学歴社会である

ことや日常生活に宗教が根付いていることを目の当

たりにしたそうだ。日本ではそこまで日常に宗教を

感じることがないせいか、宗教と深く人々が結びつい

ている国に行った各参加者は、この点に大変に感じ

入るものがあったようだ。

中国班は、学生たちの勉強の意識の高さや大学事

情、社会的慣習の違い（マナーなど）を実感したとの

こと。特にマナーについては、「常識」だと思ってい

たことが通用せず戸惑ってしまう場面も多く、異文化

を理解することの難しさを味わう経験になった。

―― 改善点
最後に、このスタディーズ・ツアーで改善点をあ

げるとすればどのようなことがあるか、また来年もこ

のような企画があったら参加したいか、という点につ

いて意見を聞いた。これについては、時間に融通が

きくようにすること、見学して回る有名どころの歴史

を事前にしっかりと調べること、個々で調べたことを

もっと皆で共有できるようにすることが重要、という

意見が出た。

その上で、今回の座談会の参加者たちは皆またツ

アーへの参加を希望しており、中には来年度のスタ

ディーズ・ツアーを待たずにまた行きたいというほ

ど、その国を好きになっている者もいた。スタディー

ズ・ツアーでは現地の大学生や教員との交流がある

ため、彼らと話していくなかで、普通の観光旅行では

見られない「知」を通した現地の再発見があるため

是非参加をおすすめしたい、という意見もあった。

今回の座談会は、お互いの班がどのようなことをし

てきたのかを共有でき、新しい発見を分かち合える

大変有意義なものとなった。またこうした情報や体

験の共有が一人ひとりの経験を広め深め、学生個々

人の勉強に対するモチベーションや国際感覚をさら

に一歩高めるものであることを確信できた。

その際、事前にいくつかの質問を設けて、それに答えても
らう形式で進行を行った。

（この時点でオーストリア班はまだ出発していなかったた
め、主に司会進行役として参加した）

福田一樹
国際共生社会課程 4 年

フィリピン班

岩根和実
人間文化課程 1 年

フィリピン班

今中愛海
人間文化課程 1 年

中国班

阪口香苗
国際共生社会課程 2 年

ロシア班

佐野湖香
国際共生社会課程 3 年

ロシア班

桜井さつき
人間文化課程 1 年
オーストリア班

森田安美
人間文化課程 1 年
オーストリア班

座談会出席者

座談会　スタディーズ・ツアーを振り返って


