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ショートステイでは今回、初めてフィリピン大学の学

生を受け入れ交流を行なった。ディスカッションやエク

スカーションを企画から始め、当日は双方の学生が有意

義な時間を過ごすことができた。日本の都市生活の様

子やサブカルチャーに感銘を受けたとフィリピンの学生

が語る一方で、私たちは彼らのプレゼンテーションの巧

みさに刺激を受け、また能の発表からは逆に日本文化の

良さを再発見させられた。

そして今年で３回目のフィリピンでのツアー。現地

の大学生とのディスカッション、子供たちとの交流、ホー

ムステイ、ゴミ山のある地区の訪問、JFC 支援の NGO の

見学、大戦下の日米とフィリピンの関係、そして今年は

バターン原発の見学も含め、非常に密度の高い 8日間で

あった。フィリピン大学の学生たちとの英語での交流、

食事や生活の異文化体験、現代フィリピン社会が抱える

様々な問題とそこから見える日本の姿。ツアーで得た体

験は、各自のさらなる学びと研究に活かされるだろう。

フィリピンSSSV

フィリピン共和国
Republika ng Pilipinas

ツアー日程 - In Japan -

 11月24日 マニラ発―成田着　横浜着

 11月25日 ● 学校紹介・ディスカッション1 （Population 
  issues）＠横浜国立大学
● ウェルカムパーティー

 11月26日 エクスカーション１
（東京歴史班・産業班・鎌倉班）

 11月27日 エクスカーション２
（東京班・横浜班）

 11月28日 ● 能 練習・発表＠横浜国立大学
● ディスカッション ２（Nuclear power issue  
  and  3.11 Disaster）
● フェアウェルパーティー

 11月29日 自由行動

 11月30日 成田発 ― マニラ着

ツアー日程 - In Philippines -

 2月15日 ● 成田発 ― 台北経由 ― マニラ着
● ウェルカムパーティー

 2月16日 大学紹介・ディスカッション＠フィリピン大学
（Education/US Base Problems in the Phils 
and Japan）

 2月17日 ディスカッション＠フィリピン大学
（Gender/Conflict in Times of Natural 
Disaster/Faces of Wealth and Poverty）

 2月18日 ● JFCとその母親たちとの交流＠DAWN
● マニラ市内観光

 2月19日 子どもたちと交流・ホームステイ＠マリキナ市
マランダイ地区

 2月20日 バターン観光・バターン原子力発電所見学

 2月21日 ● パヤタス地区見学・小学校訪問
● フェアウェルパーティー

 2月22日 マニラ発 ― 台北経由 ― 成田着
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UP学生とのディスカッションは、人口問題と原子力

発電という２つの議題について行われた。どちらの

テーマも、フィリピンと日本両国に関わる問題である。

いざ準備を始めると、色々と困難があった。なに

せ英語でプレゼンをしなくてはならない。国大側は

１年生であり、プレゼンやディスカッション自体の経

験がまだ乏しい。また、関心がある議題とはいえ知

識がまだまだ足りない。その上英語で議論をするこ

とはほぼ全員が初めてであった。私は原発班であっ

たが、約１ヶ月でテーマについての下調べをし、プレ

ゼンを作り、原稿を作り、英訳を考え、質疑応答対策

をして…と準備を進めていくのはなかなか大変な作

業であった。

当日はUP 側と国大側それぞれが議題について

のプレゼンをし、問題提起をした上で５～６人程度

のグループに分かれてディスカッションをした。ど

ちらの議題の時もプレゼンの時間が予定より大幅に

伸び、ディスカッションの時間が短くなってしまった。

というのも、UP 側から質問が活発にあり、質疑応答

に時間がかかったからである。原発班のプレゼン後

には、3.11についての質問も多く出た。その一方で

国大側からはあまり質問があがらなかった。英語へ

の不安なのか、知識不足なのか…何にせよ、もっと

質問をすればよかったというのは反省点である。ま

たUP 側のプレゼンは、学生が先生に扮して講義のよ

うな形でするなど、工夫があり、時折笑いが起こるよ

うな聞きやすいものであった。それでいて、要点が

押さえられており分かりやすかった。私たちもそれな

りに時間をかけて準備したが、普段の実践経験の差

を痛感した。

議論を始めてみると、英語を聞き取ること、また自

分の意見を相手に伝えることに必死になり、そして自

分と違う意見や価値観を持つ相手との議論にのめり

込んで、あっという間に時間切れとなってしまった。

性教育の適正年齢や原発についての世論など、拙い

英語ではあったが意見や知識を交換することができ

た。しかし、なかなか自分の意見を的確に伝えるこ

とができず、UP 側から色々教えてもらったに過ぎな

いものとなってしまったようにも思える。実際、プロ

グラム後に皆の多くが口にしていたのは、「伝えられ

ないもどかしさ」と「プレゼン能力」についてである。

このプログラムの収穫は、ディスカッションを通じた

異文化理解はもちろんであるが、この２つの事を体

験し、感じることができたということも大きいのでは

ないかと思っている。

意欲につながる経験

Report 1 — 2011 Short Stay in Japan
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エクスカーション、UP生との交流
菊池 麗子

UP から学生を受け入れたときの、エクスカーショ

ンは強く印象に残っている。これは授業外において

の交流のとてもいい機会、経験となった。

エクスカーションでは、いくつかのグループに分か

れてUP 学生を案内するツアーを企画した。産業や

歴史、人々の生活など様々なテーマを設定し、その

中で横浜や東京の観光地などを訪れた。私たちの多

くは横浜に出てきてまだ１年も経っていなかったの

で、今まで知らなかった場所に訪れたりして、私たち

自身も楽しむことができた。また、なんとなく理解し

ているつもりだったことを、改めて考えてみることで

いろいろなことに気づいた。なによりも、UP 学生の

学ぶ意欲には驚いた。彼らから多くの質問をされた

し、彼らが能を学んでいるのを覗きに行ったときの

真剣な顔は今でも印象深く、彼らの真剣さに圧倒さ

れた。文化の違いも感じることができた。

例えば、銭湯に行った際にHuman soupと言ってい

たのがすごく印象深い。フィリピンではシャワーが主

なので銭湯に行った体験は強く残っているだろう。そ

れだけではなく、同年代の学生として、カラオケに行っ

たりショッピングに行ったり、ホームパーティーを企画

したりして、友達としての親睦を深めることができた。

この企画から多くのことを気づかされ、学んだわけ

だがそれはUPの学生も同様であろう。非常に有意

義な時間であった。もう少し時間をとって色んな所

に行きたかったなとも思う。今回のツアーでは、日本

語の説明を聞いて英語で説明する同時通訳のような

ことにも挑戦したが、なかなかできない経験ができ

た。伝えることの難しさを知ると同時に、たくさんの

ことにも気づかされた。

英語で話すということだけが伝えるという手段では

ない。書いたり、あるいは身体で表現したり…。そ

んな当たり前のことではあるが、とても大切なことを

再確認するいい経験になった。

UP 学生が日本の文化に触れて感動したり、喜んだ

りしているのを見て私も異文化に触れてみたくなっ

た。違う国の文化を理解することで国際問題の解決

に糸口を見出すことができるかもしれないと思った。

Report 2

フィリピン SSSV



身近な日比間の歴史と
グローバリゼーション
黄 浩貞
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日本と外国の関係というと、米国や中国といった

国々はよく浮かび上がるが、フィリピンはあまりその

対象にはならない。

しかし、今回のグローバル ･スタディーズ ･ツアー

を通じて第二次世界大戦の時の歴史を初め、グロー

バリゼーションの諸影響を受けている毎日を振り

返ってみることで、あまりにも私が日比間の深い関係

について認識できずにいたことに気づいた。

最初にそれを考えるようになったのは移住女性労

働者および JFCに対する認識を高め、アドボカシー

とネットワーキングプログラム、そして女性たちの自

立生計を支援するDAWNに訪問した時である。日

本での生活はどうだったか、またJFCの国籍につい

て話をする中で、女性たちから同じく出た話は「こう

やってみんなに話をしても、日本国内の人々はあま

り私たちに気を向けてくれないんだよね」ということ

だった。近年、移住者や外国につながる子どもに関

することがよく語られているが、なぜ彼女たちはそう

考えたのだろうか。

DAWNでもやもやする気持ちになってから2日後

に訪れたバターンでひとつ思いついたことがある。

第二次世界大戦に関する「死の行進」記録や写真な

ど、バターンその地がもつ歴史的な意味について聞

く中、おそらく私は日本国内に「存在」することにの

み気を向けていたのではないかということだ。

確かに日本にいるため、身近なことに関心を持つよ

うになるのは当たり前だと思うが、多文化共生やヒト

の移動といったグローバリゼーションによる諸現象に

ついて考える際、そのイシューと繋がる国の中にある

/中であったことを置き去りにすることはできない。

DAWNの女性たちの話やバターンでの出来事な

どは日本と深く関係しているが、身近なところ、つま

り日本国内にその「存在」がないためその関係の深

さに気づいていなかったのではないか。なお、その

「存在」が身近いところにないから気づけなかった

ということはただの言い訳にしかなれないと思い始

めた。

なぜ身近ではないことは気づきにくいのだろうか

ということを考えるようになった今、その悩みを抱え

ながら日本で暮らしている私とフィリピンはどのよう

な関係にあるのかについて再び考えてみるべきだと

思う。また、その悩みをこれからどう活かしていくか

が自身への課題だろう。

Report 3 — 2012 Short Visit in Philippines
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肌で感じる格差
三枝 尚人

フィリピンの名目GDPランキングは世界47位。日本

は3位（2010年）。近年成長著しい東南アジア諸国と

いう認識は持っているが、私達がフィリピンを見る時、

どうしても「貧困」というキーワードも浮かんでくる。

そういった先入観がくだらないことは、頭では分かっ

ていた。たとえば、私が1日ステイさせてもらった家

は、言ってしまえばボロ家で、台風が来たら屋根なん

てすぐに吹き飛ばされるだろうし、シャワーは水しか出

ない。けれども、フィリピンにおいては中流階級なの

だろうし、何不自由なく楽しく生活できた。逆に日本の

消費を過剰に感じるほどである。1人ゲーム機に熱中

する日本の子供と、広場で音楽に合わせて笑顔で踊る

フィリピンの子供、どちらが本当の意味で豊かなのか。

しかし、圧倒的に違和感を感じたのは、フィリピン

社会の内部での上流と下流の格差であった。私達が

訪れたパヤタス地区では、ゴミ山からスクラップを回

収して生きる人々がいる。通りには悪臭が漂い、訪

問した家の年輩女性は、子供が蒸発し、残された10

人近い孫の面倒を1 人でみていた。当然、生活は苦

しいようだ。

一方、その2日前に私達はマニラ中心部の巨大な

ショッピングモールにも足を運んだ。日本と変わら

ないブランド名が並び、商品は地元の市場の何倍も

するような値段で売られている。夜には豪華な花火

大会まで開催されていた。

つまり、パヤタスで見られるような貧困は日本には

ないにも関わらず、上流階級は日本と全く同じ水準

の生活が送れているわけである。そして、この両者

が同じ街のなかで存在している。前から情報として

は知ってはいたものの、やはり巨大な違和感がある。

おかしい。日本と変わらない市街地のレストランで

夕食をとろうと車を降りた途端に、子供がものを売り

つけに駆け寄ってくるのが、すごく気持ち悪い。

そして、考えるべきは私達の立ち位置である。この

事実とどう向きあうべきか。しかし、どう同情したって、

貧困に喘ぐ人々から見れば、私達は「豊かな」日本人

なのである。一人ひとりがどんな人間性を持っていよ

うと、国際的にはその視線から完全に逃れることはで

きない。それを乗り越えて、私達日本人が東南アジア

の中で果たす役割を見つけなければいけない。

パヤタスですれ違った男性が怪しむような目を

まっすぐ私に向けてぼそっと「Who are you?」と言っ

たのが忘れられない。

Report 4

パヤタス地区の路地マニラ中心部のショッピングモール

フィリピン SSSV
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バレンタインショック
小永 浩貴

2月14日は言わずと知れたバレンタインの日。最

近では、女性が友達同士に送りあう友チョコや、男性

が女性に送る逆チョコなんていうのもある。でも、女

性が男性への好意の印としてチョコレートを送ると

いう形が一般的だ。僕たちがフィリピンへと旅だっ

たのは2月15日。当然、向こうの学生との会話の流

れでバレンタインの話になったのだが、驚きの質問

を投げかけられることに。「あなたはバレンタインに

何をあげたの？」「・・・。」 どうやら、フィリピンの

バレンタインでは、女性から男性だけではなく、男性

から女性へもプレゼントをあげるようだ。しかも、そ

のプレゼントというのもチョコレートに限らず、指輪

やバラなど人によって様々なのだそう。ちなみに、

後々調べたところ、ホワイトデーは日本独自の文化だ

ということが判明した。身近なところから異文化を

感じた体験だった。

Column
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マニラの今
上谷 菜摘

信号のない道を、ジープニイが走る。

狭く暑苦しい車内。ぎゅうぎゅうづめになって他愛も

ない話をした。

UPの学生との時間は生涯忘れられないだろう。

“take a picture!”

フィリピン国立大学の学生との交流の中で、私たち

は思い出を刻むように写真をとった。

アイフォンやソニーのデジカメを片手にもつ彼らは、

日本の学生と何ら変わらない。

所謂ミドルクラス以上の家庭出身だからこそなんだ

ろう。肌寒いほどエアコンの効いた室内でディス

カッションをし、マイカーで食事へと向かう。それ

は、パヤタスのようなごみ山で生活している人々に

は想像できないことなのかもしれない。テレビすら

ないのだから。リアルな格差を肌で感じた。

小さな子どもが、すでに満席の車に乗り込んできた。

誰かが自分の膝の上に座るよう促す。

私は、ジープニイにのる彼らも、すごく好きなのだ。

49
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in Japan

JP Afable

     A final day thoughts:

     for about 6 days of my stay in japan, I learned how to hold on dear the bright future 

I seek. I wish I had done more, but I guess my own bout of seclusion rendered me 

incapable of communicating. I guess tears alone can’t express the gratitude.

        Geralice Perlawan

     For me personally, it was a very good program 

because students from different cultures get the 

chance to meet each other and be able to find a 

shared understanding on different things. It's also 

a good program that promotes learning. We didn't 

just learn about each other’s culture but also learn 

to reach out, adjust, and understand each other 

despite the cultural differences that we have. 

     I strongly recommend such a program. I hope 

that the partnership of our universities will still 

continue in the many years to come and that many 

students would enjoy the same program that we 

have had enjoyed.

        Sarah Eve Relampagos

     Meeting students from Japan in person is an 

excit-ing and an unforgettable ex-perience for 

me! And this was made possible thanks to the 

partnership of UP and YNU. I think this kind of 

program made students from both universities 

more knowledgeable not only academically but 

also socially. It is really a good program and I will 

eagerly participate in another one like this if I had 

the opportunity in the future. I wish though that 

there will be longer time for interaction. I think both 

Japanese and Filipino students would agree with 

me. We wanted more time to learn and have fun!

UP Voice

in Philippines


