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各班とも今年度のスタディーズ・ツアーを終えて、報告書制

作作業も佳境に差しかかったところで、松原宏之先生（アメ

リカ班担当）、小ヶ谷千穂先生（フィリピン班担当）、そして

本報告書編集担当湯本真純（大学院都市イノベーション学

府修士 1 年）の 3 人が、プログラムの反省と来年度に向けて

の展望を話し合った。

松原　今年のプログラムを振り返ろうということですが、ま

ずは湯本さん、編集作業をしてみてどうでしたか？

湯本　そうですね、今回各班の原稿を読みながら意識して

いたのは、最初の対談で松原先生がおっしゃっていた「単

なる報告書にはしない」、「踏み込んだ内容で書く」という

ことだったんですが、それがかなり難しいのだと実感しまし

た。学生の声をそのまま伝えたいという思いもありつつ、で

もやはりもう少し思考の跡が見えるような文章を期待してし

まうので、どこまで手を入れようかということも含めて、ずい

ぶん悩みました。結局、内容にはほとんど手は入れません

でしたが。

松原　経験を継続・蓄積させて発展していくという趣旨は

いいんだけど、実際には簡単じゃあないよね。言ってしま

えば、毎年海外に行って楽しく過ごすだけならどこの大学で

もできるわけで、ここを今後どこまで展開できるかが課題で

しょう。

湯本　海外に行ってみることが大事というのは原稿を読み

ながら改めて感じましたね。でもやっぱり、それで「固定概

念が崩れてリアルな実態が見えた」と言われてしまうのは、

ちょっと不安にもなるんです。だから座談会の記事にはそ

の部分かぎかっこをつけてしまいました。

見えたと思った「リアル」が新たな固定概念になっていくわ

けだから、結局は固定概念を壊し続けることが大事なんで

すけど、それをどこまで考えているんだろう？ というのが率

直な疑問です。

小ヶ谷　座談会って、参加した学生からトイレの話で盛り上

がったって聞いたけど、そういう話はどうだった？

湯本　上がってきた原稿にはトイレの話は書いてなかった

です。かなりまとめてあったので。

松原　議事録みたいな感じだったんだ？

湯本　そうですね。共通点とかだいぶ整理してありましたね。

小ヶ谷　そうなんだ、もったいない。トイレの話というのは、

うちの班で一人フィリピンに到着した翌日から腹痛がひどく

て2日間くらいほとんど授業に参加できなかった学生がい

たのね。ずっと向こうの大学や訪問先のトイレにこもってい

たんだけど、そのときに、紙がないとか、水の流れ具合とか、

トイレの近くにいたフィリピン人のやり取りなんかが記憶に

残ったみたい。座談会でのことは詳しく聞いていないけど、

多分その話で盛り上がったんじゃないかな。各国のトイレ

事情とかね。

湯本　そうだったんですか。そういうの、もっと聞きたいで

すよね。座談会に関しては、まとめ方が大きいというのか、

きれいにしようと意識しすぎているところがあるかなと思い

ました。でも抽象的なセリフって、「固定概念が崩れた」と
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いうのも含めて、ある程度の読み手ならすでにわかっている

ことで、つまり誰でも、ツアーに参加していない私でも手を

入れてそれらしく書けるんです。

むしろ、こぎれいな文章よりもオリジナルな部分が知りたい。

それは他の誰も代わりには話せないことだし、どんなに小さ

くても一つひとつに意味があることだから。そして欲を言え

ば、そうした実体験からスタートして、思索した文章がほし

いんですけどね。

小ヶ谷　そうだね、結局はそこなんだよね。だから「はじめ

に」にも書いたけど、ツアーで得た感想を感想のまま終わら

せてしまわないで、その後の大学での勉強に活かして行く姿

勢が大事かなって。私のゼミの卒業生にはGSPの前身の実

践ツアーでフィリピンに行って、そこから得た興味を発展させ

て卒業論文を書いた学生がいるけど、そこまではしなくても、

やっぱり今後の大学生活を通して考え続けていかないと。

その意味でさっき出た「継続」というのは、もちろんプログ

ラム自体の継続でもあるんだけど、参加者本人の中での継

続っていう部分にもつながる言葉だなと思います。その辺

りをもっと問い込んでいくことも必要ですね。

松原　なるほどね。諸々の報告原稿に関しては、思うに、誰

に読ませる文章なのか、という視点が欠けているんじゃない

かな。感想レベルを超せるかどうかは、そこから来ていると

思う。自分の体験を他者に伝えるということも実践性のうち

だから、そういったトレーニングも必要かもしれないね。

湯本　誰に読ませるのかというのは私も編集しながら考え

ていました。ただそれって書き手の技量だけではなくて、全

体のコンセプトがないことにも問題があると思うんですよね。

参加者の内輪の報告書なのか、それとも読み物としての完

成度を目指すのか、それもどこまでやるのか。それがわから

ないと編集も手を入れようがないんです。できれば先生方

の間でも、もう少し観点を共有してもらいたいのですが…。

松原・小ヶ谷　それは…耳が痛いです（笑）

◇

湯本　今度はツアーの内容の方を振り返りたいと思います

が、いかがですか？

小ヶ谷　フィリピン班に関しては、反省点としてはディスカッ

ションのテーマを詰め込みすぎたかな、と思っています。議

論が散漫になってしまいました。でもこれも難しくて、一つ

のテーマに絞るというのもおもしろくないし。アメリカ班み

たいに、相手校とこちらが何かテーマを共有していて、それ

を掘り下げていくというやり方のほうがいくらかやりやすい

のかな。

松原　確かにそれはあるかもしれないね。

ただディスカッションで難しいのは言葉の問題もあるかな。

だいたいみんな一週間も過ごせば外国語を使い慣れてくる

ものだけど、一方で相手学生とインフォーマルな関係が出

来上がってくると「言葉を話せなくても結構伝わるもんだ」

と感じたりもするんだよね。もちろん表情と身振り手振りで

伝わるというのはそうなんだけど、でもいざ議論になって、も

う一歩踏み込んで相手を理解しようとするとき、やっぱり言

葉が必要になる。中身のある議論をするためには、日本に

いるうちから外国語でそのテーマを討論しておくような練習

というか準備も必要かなと。それも各班の中でやるんじゃ

なくて、他の班と合同で練習発表会をできるといいよね。ま

あ、外国の学生に伝える用の発表を日本の学生に対してや

るのは恥ずかしいけど（笑）

小ヶ谷　事前にちゃんと準備しておくのはすごく大事ですよ

ね。ただGSPの開放性からすれば、言葉が不自由な学生

でも、参加して活躍できる余地は残しておきたいと思うんで

す。ロシアとか他の国は少し事情が違うかもしれないけれ

ど、アメリカ・フィリピンなんかは英語圏だから、英語の堪能

な学生だけに活躍の機会が集中してしまうのはもったいな

いですし。

鼎談　来年度に向けての反省と展望
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松原　うん、それもあってアメリカ班で今回やったのは、二

言語で議論するというやり方でしたね。Poor-Englishと

Poor-Japaneseのちゃんぽんで議論するっていう。

小ヶ谷　それすごくいいですね。

◇

湯本　それから、言語の問題とは少しそれるんですが、今、

事前に各班合同で発表会をするという話が出ましたけど、そ

ういうふうにして国大の中で横のつながりを強めていくのも

大事かなと思いました。報告書の原稿を読んでいると、各

班の出来具合ってバラバラなので。

小ヶ谷　それは私もそう思う。だからやっぱり座談会の企

画ってすごく良かったよね。できれば改めて全体で事後発

表会みたいなものもやりたいね。

松原　来年度に向けてということでは、国大の中での連携

や機動性を高めていくことが必要だろうね。だから発表会

も必要だけど、たとえば各班のリーダー会議みたいなものも

行っていった方がいいと思う。報告書の構想ももう少し早く

から始めておいて、各班のツアー報告だけじゃなくてこの対

談みたいな企画ものも、指示に応じてもっと力を入れてやれ

るようにしたいね。

湯本　時間が足りないというのがすごく厳しい制約だと思う

んですが、ツアーに行く時期というのは来年も変わらないん

ですか？

松原　時期は多分同じような感じじゃないかな。多国間で

学期スケジュールを合わせるのはなかなか大変だから。そ

うなるとやっぱり事前にどんな報告にするか構想しておか

ないといけないよね。今回もそんな方向で連絡はしておい

たんだけど。

ただそうすると、行って初めて感じた率直な感想とか発見を

すくい上げにくくなってしまうという弊害はあって、それが今

回の報告書の問題点でもあるのかな。

小ヶ谷　今回のツアーは1年生が主体だったじゃない？ だ

から難しい部分もあるんですよね。できれば学部の上級生

とか院生をもっと巻き込んでいきたいし、リーダー会議って

いうか小さな委員会みたいな感じかな？そういうふうにして、

今年の参加者に先輩として参加してもらったらいいと思う。

湯本　そうですね。私は今回のツアーには実際には参加し

ていなくて、編集作業だけかかわった形なんですが、ある意

味では全体を俯瞰するのによかったのかなと思うんです。

参加者として内部にいるのではなくて、外側から眺められる

というのか。だから参加者のなかにもそういう視点をもった

人がいてくれると、編集長の仕事もだいぶ楽になるんじゃな

いかと思います（笑）理想としては、参加者の一人一人がそ

ういった視点をもちながら取り組むことなんですけど、1年

生に丸投げするのは無責任かなとも思うので、もっと学部・

研究科全体を巻き込んでいきたいですね。

松原　うん、そんな感じで、来年もやっていきましょう。それ

じゃあ最後に何かある？

湯本　あとはそうですね、なんだろう。全体的に成果や達

成できたことの報告が多かったので、失敗談とかそういうエ

ピソードもどこかで蓄積していきたいと思うんです。同じ失

敗は繰り返さないように。だからトイレネタの他に小ヶ谷先

生何かおもしろい話はありますか？

小ヶ谷　そうだなあ、うちの班だとパスポートのトラブルが

あったかな。フィリピンは入国にパスポートの有効期限が

6 ヶ月以上必要なんだけど、有効期限がちょうど1週間足り

なくて成田で一人足止めされちゃった学生がいて。急いで

パスポートを更新して３日後には合流できたんだけどね。

湯本　そう来ましたか（笑）でもありがちかもしれないです

ね。来年はぜひ足止めゼロを目標にしましょう。



年度末の3月に入ってドタバタしながらも、本報告書がようやくできあがろうとしている。

横浜国大発グローバル・スタディーズの記念すべき第一号だ。それぞれの学生がこのプロ

グラムを通して外国を体験し、学んでいく様の一端を紹介できたのではないかと思う。

とはいえ本報告書は、読み物として荒削りなものに止まってしまった感が否めない。これ

は外国を「知ること」についての認識が浅かったことによるのではないかと思う。「リアル

な体験」とは、「知ること」のほんの第一歩に過ぎないのだ。とにかく外国へ行ってみよう！

「生」の外国を体験してみよう！ と呼びかけるグローバル・スタディーズ・プログラムに対し

て、感じたものそのままではなく、そこを基点に考え、学んでいくことこそ大事なのだと問う

ていく必要があるだろう。

来たる4月からの大学生活では、小ヶ谷先生が「再構成」と呼ぶところの作業の中で、

参加者一人ひとりが自らのうちに、自分は何を見てきたのか／見ているのかということに

対する自己批判の視点を養い、自分に見えるものを少しでも増やしていってほしいと思う。

大学生活の中で勉強できることはほんとうにたくさんある。

こうした成長は、参加学生たちの学びを豊かにしていくだけでなく、プログラム全体の

発展となってきっと次号の、そのまた次号の報告書に反映されていくだろう。そしてその

過程で、「これだから学ぶことはおもしろい」と思わせてくれるに違いない。そう期待して、

今年度の報告書を閉じたい。

（湯本真純）

●  アメリカ  カリフォルニア大学 サンタクルーズ校   University of California, Santa Cruz 
 http://www.ucsc.edu/
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	 http://www.uos.ac.kr/
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●  中国	 北京師範大学　北京师范大学	
 http://www.bnu.edu.cn/

 華東師範大学　华东师范大学 

	 http://www.ecnu.edu.cn/

●  フィリピン フィリピン大学国際研究センター（フィリピン大学ディリマン校） 
 Ceneter for International Stuides, University of the Philippines, Diliman 
	 http://www.upd.edu.ph/

●  オーストリア ウィーン大学　Universität Wien 
	 http://www.univie.ac.at/

●  フランス コルシカ・パスカル・パオリ大学　Université de Corse Pascal Paoli 
	 http://www.univ-corse.fr/

●  カナダ   トロント大学　University of Toronto 
 http://www.utoronto.ca/

●  日本 横浜国立大学　Yokohama National University 
	 http://www.ynu.ac.jp/

※ この企画は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）の支援を受けています 
　 日本学生支援機構（JASSO）ホームページ　http://www.jasso.go.jp/
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