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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

もくじ

はじめに



4

―――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

Global Studies Program 2011

対談
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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
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　2011 年12月10日から22日まで、カリフォルニア大学

サンタクルーズ校（UCSC）のアラン・クリスティ准教授と

学生 16 名が来訪した。横浜国立大学側からは、教育人

間科学部国際共生社会課程のアメリカ社会論ゼミ、人

間文化課程の現代史ドキュメントスタジオ、加藤千香子 

教授、松原宏之准教授をはじめとする計 30 名ほどが 

参加。トロント大学からの派遣学生も加わった12 月13 日

と15 日の集中ワークショップを中心に報告する。

　ワークショップの中心は、「ナガミネ・プロジェクト」。

第二次世界大戦中に満州に出征し、戦後になって鹿児

島に帰りつき、アメリカ・カリフォルニア州へと渡った

男ナガミネ・アキラの足跡をたどろうとする試みだ。

　UCSC の学生にとって、アメリカへの移民という見方

だけでは彼の軌跡はとらえきれない。横浜国大の学生

にとっても、日本史の枠からはこぼれおちてしまう。日

本帝国の展開、戦後の日米関係、カリフォルニアの農地

でナガミネが出会う多様なエスニック集団とその背後に

あるグローバル社会。こうした重層性をひとつずつ解き

明かす作業が必要になる。それは同時に、参加学生た

ちがある人物の体験をまなざす自分たちの視座を検討し

ていく過程ともなった。

アメリカSS
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「具現化された歴史」を辿る
馬場 美保世

ナガミネさんの話をきいたとき、私が最初に考え

たのは自分の祖父のことであった。日本兵として戦

地へ赴いたナガミネさんと同じく、祖父も兵士として

シベリアへと向かった。ナガミネさんは満州、アメリ

カという道筋を辿り、祖父は戦争が終わると日本に

帰ってきたのだが、もしかしたら祖父も移民となる道

もあったのかもしれない。そうすると今の私はいな

いかもしれない、と考えると、ナガミネさんの話はだ

いぶ自分にひきつけられて考えられるようになる。

ナガミネさんの人生を辿るプロジェクトの面白さは

これだけではない。何といってもドラマティックな経

験をしてきたナガミネさんの人生をみていくと、まる

で物語を読んでいるかのような感覚になる。日本軍

に従軍して満州に行き、戦後は渡米し、移民としてア

メリカで暮らす。普通では経験しないようなドラマ

ティックな人生を辿るだけでも面白い。そしてその

先に、彼の劇的な人生を生み出した歴史的な背景も

みえてくることに、ナガミネ・プロジェクトの本当の面

白さがあると感じている。

このことをUCSCのアラン・クリスティ氏は「具現化

された歴史（Embodied history）」と称していた。一

人の人間の中に、当時の歴史がつまっているというこ

とだ。学校教育での歴史の勉強は、年表を辿り、大

きな流れの中から起こった事件などを細かくみてい

くというものである。ナガミネ・プロジェクトは逆だ。

一人の人間から歴史の流れを辿っていく。「日米関

係史を学ぼう」や「満州の歴史を調べよう」という目

的で始めようとすると、難しそう、ややこしいだろうと

感じて尻込みする人は多い。だが、一人の人に焦点

を当てて、そこから当時の日本とアメリカの様子を伺

え、満州の様子を知ることができるのであれば、とっ

つきやすくなり、歴史を学ぶことに対する抵抗感が和

らぐのではないかと思う。

戦争を経験し、移民となっていったナガミネさんの

人生の裏には、国家や歴史にどんな事情があったの

か。それを考えることができるところに、ナガミネ・

プロジェクトの魅力を感じたワークショップであった。

Report 1

アジア・太平洋を移動し、アメリカで移民となった
ナガミネ・アキラ氏。
カリフォルニア大学サンタクルーズ校にて。
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奇妙な “ズレ”と“類似”を巡って
林出 慎吾

何故ナガミネさんなのか―――。これが私達の

The Nagamine Project へ、そして今回のワーク

ショップへの率直な疑問であった。何がそこまで

UCSCの学生たちを惹き付けるのか。日本へ行きた

いと思わせるほどの要因となったのか。根底には、

きっとそれだけ彼らがナガミネさん個人に思い入れ

があるのだろうと考えていた。

しかし現実は違った。彼らは自身の持つ多様な

ルーツ―――フィリピーノ、チャイニーズ、ヒスパ

ニックetc―――とナガミネさんの数奇な人生を、同

じ“ 移民 ”の体験として重ねていた。そこを起点に、

それぞれの関心へと掘り下げていた。予想をくつが

えして、ナガミネさんを“目的 ”ではなく“ 手段 ”として

扱っている彼らの姿があった。

想定と実態のズレ。これは衝撃だった。ワーク

ショップの醍醐味である。横浜国大生とUCSC 学生

の交流から、双方の対称的な国民文化とそれにまつ

わる感覚の違い、そして逆説的な相似とを手触りとと

もに感じ取る契機だったのだ。

アメリカは言うまでもなく多民族国家である。恐ろ

しいほど多様なルーツをもった人々がワークショッ

プに参加していた。アメリカにおいて自分と他人が

異なる文化をもっているのは当たり前だ。しかし、と

UCSCの学生たちは言う。今回、ナガミネさんに出会

い、彼の生い立ちを見てみると、そんな通念は考え

直さねばならなかった。そこかしこに自分の家族と

類似性があるではないか。それって凄い事だろう？

―――この発見と驚きを彼らは共有したのだ。

一方日本人である私達の感覚として、他人といえ

ど文化的には一緒が当たり前、という中で生活してき

た。だからこそ、その単一性・共通性の中にも実際

は何か相違はないのか、何か暗黙の下に隠された存

在はないのか、という点に執心していた。多文化と

単一文化という対称性の中で、彼らはdifferent から

commonを、私達はcommon からdifferentをそれぞ

れ求めるのだ。

しかしこの違いは、同時に面白いほどの共通性を

併せ持っていた。双方の学生は、ベクトルは違えど、

自文化の中にある「当然だとされていること」が実

際はそれほど当然ではないのにともに正面から向き

合った。

世の中をどう捉えていくべきか。この大いなる

テーマを前に悪戦苦闘する同志だからこそ、少ない

時間の中であれだけ深い交流を持てたのだと思う。

そういった意味で、非常に奇妙でそして有意義な

ワークショップであった。

アメリカSS
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アメリカには「アメリカ人」しかいない
―アイデンティティ不安という病―
吉水裕輔

UCSCの 学 生たちによるナガミネ・プロジェク

トのプレゼンを通して明らかになったのは、彼ら

が無意識のうちに前提としていた「アメリカには 

＜アメリカ人＞しかいない」という自己認識である。

こうした意識を持つのは一見単純で当たり前のこと、

改めて指摘するまでもないと思われるかもしれない。

しかし、より考察を進めていくとわかるように、この自

己認識こそナガミネ・プロジェクトの出発地点を揺る

がし、「いかに語るのか」という課題が表出してくる

で、「アメリカ人」という存在は常に変化することを

求められるのである。

大方の社会、近代国家において、構成員としての

アイデンティティは共同体に固有の歴史や伝統と

いった（半ば幻想の）「過去」を紐帯として維持され

ている。しかしアメリカのような流動的な社会では、

そうした「共通の過去」を理由に、社会としてのまと

まりを維持するのは難しい。そのためこの「全く異

なる」人々は、アメリカに自らの存在をつなぎ止める

方法として、自由や平等といった普遍的な理念を掲

げる。理念が実現されるはずの「共通の未来」を共

に描くことで、アメリカ人としてのアイデンティティを

保っているのである。アメリカ人を「アメリカ人」たら

しめているものは、そんなぼんやりとした理念という

名の未来だ。

けれども理念は儚い。「共通の過去」と同様に「共

通の未来」もまた、アイデンティティの拠り所とする

には脆いものだ。なぜなら普遍的な価値を持つ理

念は、抽象的なものでしかありえないからだ。つま

り、理念が実現する――特定の時期に特定の場所

で、特定の人たちの間で、実現する際には、その「場」

の固有性によって理念は変化させられ、どこかに問

題を抱えた状態で現れざるを得ない。理念は、その

完成した姿では実現することができない。

Report 2

要因なのだ。

「サラダボウル」という言葉で表わされる通りアメ

リカは多様性に満ち溢れている。人種、国籍、宗教、

ジェンダー等のあらゆる多様性をもった人々が、互

いに差異を容認しながら共生している。しかし多様

性に富んでいるが故に、「アメリカ人」という主体の

アイデンティティは常に流動化の波にさらされること

になる。絶えず流入する移民達を受け入れていく中
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アメリカ人のアイデンティティは、こうした理念の

形骸化の不安によって揺るがされている。そのため

アメリカ人は、自由や多様性の尊重という理念にアイ

デンティティの基盤を置くのと裏腹に、その不確かさ

を補完しようと、「全く異なる」人々の同質化と差異

の排除を繰り返し行ってきたのである。そしてその

姿勢はナガミネ・プロジェクトにも表れている。

このプロジェクトはナガミネ・アキラという一人の

移民男性の半生をたどり、「個人の歴史」の意義を

再確認するためのものであった。それは通常の移民

研究で見落とされがちな「特異」とされる事象を再

評価しようとする試みであり、既存の移民研究全体の

問い直しをも射程に収めていた。しかし「なぜ、ナガ

ミネ氏なのか」という問いに答えようとするうちに、

学生たちは彼のドラマティックな経験をそれぞれの

家族の歴史と重ね合わせてしまう。「移民」という共

通点を発見して、全く特異であると思われていたナガ

ミネ氏の体験を、自分たちを含む移民物語のひとつ

へと回収していくのだ。まさに同質化を図り、「アメ

リカ人」をつくりだしていると言えるだろう。

同時にここで特異性を排除する動きが並行して行

われているのにも注目したい。と言っても彼らは別

段、ナガミネ氏の人生の特異性を否定しているわけ

でもなければ、ましてや積極的に排除しているわけ

ではない。しかし同質化の過程で「移民」という共

通項に合焦するうちに、はじめに語られていたはずの

ナガミネ氏の特異性は、気付かないうちにぼやけて、

遠景に退けられてしまっている。このことを見過ごし

てはいけない。

ナガミネ氏の、ひいてはUCSCの学生たちの多くが

ルーツをもつ、移民であるからこその独自性は、アメ

リカという枠には収まりきらない還元不可能なもの

であるはずだ。にも関わらず、そうした特異性を同

質な「アメリカ人」の中に溶解させてしまうとき、そ

れは移民に対して彼らの出自の忘却を迫る圧力にな

りうる。これは差異の排除に等しいだろう。つまり

彼らは、アイデンティティの確立を求めるあまり、移

民国家としての多様性を無意識のうちに排除してし

まっているのである。

とはいえこれは、アメリカ人特有の「衝動」ではな

いだろうか。多様性の中で揺れる「アメリカ人」とい

う存在を、少しでも輪郭のある存在として捉えたいと

願うのだ。アイデンティティ不安とは、アメリカが抱

える病なのかもしれない。

UCSC 学生の家族の写真。写真提供者の学生には、
紛れもなくナガミネ氏と家族が同じ< 移民 >として
見えていることだろう。

アメリカSS
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     The workshops that the Nagamine Project 

members from the United States have had with 

Yokohama National University had produced quite 

insightful analysis. Through their eyes, our group 

saw a challenge of figuring out how to prove two 

things: 1) Why the Nagamine Project is Important 

to us and 2) How to apply it cross-culturally? 

     Our group came up with the concept of 

the Immigrants’ story, each of us focusing on 

aspects of what it was like to come to America 

and adapt to the culture. Our stories allowed us 

to interweave history and the present; family, 

identity and history were three inexplicably 

linked concepts that played out together more 

than given credit. 

     However, we were proven that the story of 

the immigrant was particularly unique to the 

United States since it became an ‘official country’ 

by immigrants. Whereas majority of us can trace 

our families’ histories to someone trekking the 

voyage across the Pacific or Atlantic Ocean, those 

in Japan consider themselves a ‘homogenous 

nation’.  The idea of how important history is 

to the modern world by challenging the global 

discourse through immigration was not a strong 

enough reason for why the project mattered to 

us as students. It wiped the board clean for us 

and raised the question that we had started with 

before; what makes the story so interesting?

     After another day of del iberation with 

the students, the bridge had started but the 

gap somewhat remained between us and the 

Yokohama National University.

     Yet, when we sat down and started to eat and 

drink, it hit me that we had bridged the gap long 

before we even found the water. A theme was play-

ing itself out, one that is universal across the board 

and can be found in any culture; Kazoku（家族）.

     Family is an important factor into how our 

lives and personalities are shaped, our identity 

into who we are, and how we function in the 

world’s constant adapting society. What we found 

was that we related with many commonalities 

that brought us closer.

     We were open and receptive to the criticism 

we had to face ,  and i t  st imulated amazing 

intellectual conversation that were needed to 

push us closer to the vision of “The Nagamine 

Project”. 

     As the night finished on our last dinner 

together, I could not help but feel a pang of 

sadness that being with the students of Yokohama 

National University was going to end. However, 

as they were now part of my family, I smiled 

knowing that these people were going to be in my 

life for the years to come.

How do we tell the story?
Terry Randolph

Report 3 — UCSC Voice
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UCSCの学生たちにとって、今ショートステイのサブプロジェクトであるミュージアムツアーも興味深い経験となった。

彼らは東京・靖国神社にある遊就館や京都・舞鶴市の引揚記念館、横浜市 JICAの海外移住資料館などを見学

し、敗戦後満州からの引揚げや、戦後日本の経済状況についての認識を深めた。同時にこのツアーは、それらの

ミュージアムの提示する異なった歴史のナラティブに困惑する経験でもあった。

     Throughout the many visits to museums 

and workshops, I was able to revisit the varying 

themes and information I stumbled across in my 

archival research. But after visiting the Yushukan 

and the Maizuru Repatriation Museum, a sense of 

uneasiness occurs when attempting to navigate 

through the tone of descriptions and presentation 

of Japanese wartime history.

     This speaks to a larger issue: elements of 

historical bias appear throughout the narratives. 

At that point, it becomes difficult to perceive any 

truth or validity in the institutions' claims. 

     The Yushukan could be described as politically 

“right-leaning,” delivered through an intense and 

immersive tone. On the contrary, the Maizuru 

Repatriation Museum takes a different approach 

and appears to carry a “leftist-leaning” bias.

In order to see the differences 

between the museums' versions

     The lesson here should not necessarily be 

one of blame, but an investigation of why these 

museums present information the way they do, 

and to further an understanding of why and how 

historical bias occurs. My personal experience 

with visiting these museums has broadened my 

understanding of how to critically analyze certain 

aspects of the way the Japanese Empire story is 

told.

Acknowledging Historical Bias
Kyle Wojnar

アメリカSS
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ワークショップ最終日の夜、僕は薄暗いバーカウン

ターでトーマスと酒を酌み交わしていた。彼に放射線

によるリスクが多かれ少なかれ存在する日本を訪れた

わけを、控えめに尋ねてみた。

トーマスは背中を丸め、虚無的な目をして、家族への

愛を説き、実家から程近い世界有数のビーチの美しさ

を語った。そして三つ目に、実家がカリフォルニアの

原発のすぐ側にあるんだと、幾分ウェットな低い調子

で言った。

彼にとって原発という黒い箱は身近な存在であり、

今回の原発事故は彼に突如憎悪と恐怖をもたらした。

現今の日本の惨状は彼にとっての一つの厳然たる未来

であるからだ。

カリフォルニア大サンタクルーズ校をむかえての今

回の取り組みは、「歴史教育」という領域にとってもひ

とつの実験でした。「歴史」と「いま」とをつなぐ経路

の探索です。

多くの人にとって、歴史はすでに過ぎ去ったできご

とで、現在や未来にも無関係なものに思えるようです。

けれどもその見方は、記憶という現在進行形のダイナ

ミズムを見落としています。過去のすべてが歴史とし

て残りはしません。なにかについては記憶し、ほかは

忘却するという作業が続きます。そしてひとつの出来

事といいながら、そこには多くの側面があり、さまざま

に語られ、いくつもの文脈を織りなします。この選別を

左右するのが過去そのものでないのがおわかりでしょ

う。そこにはいつも現在の視点が介在し、いまの見取

り図や未来への針路をひそかに決めていくのです。

このメカニズムを学生たちとじっくりとひもといて、

あわよくば体感してみよう。そう目論むと、多国間の

ワークショップは絶好の場所に思えます。過去が多国

間でどれほど違ったかたちで記憶されるのか。どこで

共通し、どこでまたずれていくのか。その軌跡の交差

に目をこらしてみよう。今回の場合は、戦争と戦後の

記憶のあり方をカリフォルニアと横浜の学生たちでお

おいに探ってみようとしたわけです。

さて首尾やいかにと、学生レポートを読んで頂くのも

一興かもしれません。

それぞれの見方がずれ、学生たちがその溝に戸惑

い、苛立ち、解消を図ってそれでもまだ一致したりはし

ないようです。なかなか良いなと思うのですがいかが

でしょう。このずれの感知こそが、世界の見方を広げ

ていきます。国際ワークショップの可能性の一端にた

しかにふれた2011 年度。このどきどきを次年度はさ

らにたくさんの人と共有したいと思います。（松原宏之）

トーマスは一息に酒をあおって頭を抱え込んだ。彼

は溶けきらない氷だけ残ったグラスを頭に抱き寄せ、

急に無口になってしまった。言葉を探しているようだ

…実際に日本を訪れて味わった、この微妙な心境を表

す言葉を。

僕はタバコをくわえ、カチンと火をつけた。そして

一塊の紫煙をぷかぁと吐き出して、目の前に整然と三

列に並べられた酒瓶を眺めていた。

とその時である。トーマスは急に私に向き直って、

勢いよく言い放った。

“It’s a tangible problem!!”

僕だけでなく遠い国の彼にとっても原発事故は手で

触れられるほど差し迫った問題なのであった。

～3.11は海を越えて～

ツアーをふりかえって―グローバル歴史教育の実験

小池 剛史

Column



韓国SSSV

　今回の韓国ツアーは、横浜国大生がソウルを訪れる

ショートビジット（SV）と、ソウル市立大学の学生を横浜

に迎えるショートステイ（SS）の双方向の形で行われた。

横浜国大からは人間文化課程の 4 名、ソウル市大からは

都市社会学科の 5 名が参加した。

韓国ショートビジット（SV）

 1月4日 訪韓

 1月5日 ● 須川英徳教授による講演
● 横浜国立大学の学生による日本紹介の
  プレゼンテーション
● 都市調査の打ち合わせ

 1月6日 フィールドワーク
（仁寺洞、北村韓屋マウル、景福宮、曹渓寺）

 1月7日 フィールドワーク
（明洞聖堂、大学路）

 1月8日 フィールドワーク
（仁寺洞、タプコル公園）

 1月9日 帰国

韓国ショートステイ（SS）

 1月16日 来日

 1月17日 フィールドワーク

 1月18日 ● 横浜国立大学でEASスタジオの授業参加
● ジャン・ウォンホ副教授による講演
● ソウル市立大学校の学生による
  プレゼンテーション

 1月19日 フィールドワーク

 1月20日 横浜国立大学の学生とフィールドワーク
（横浜駅、みなとみらい）

 1月21日 帰国

19

大韓民国
대한민국



韓流“ブーム”を超えて
前畑 早紀
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少し前から、日本では韓流ブームが起こっている。

音楽のヒットチャートにK-POPのアーティストが含ま

れるようになり、韓国ドラマを見る人が増え、韓国旅

行やツアーの数が増えたような印象がある。そのよ

うなブームに乗って、以前よりも韓国に対して興味を

持った日本人は増えた。

しかし、そのようなブームは韓国の文化の一面、す

なわち娯楽的な要素を強調しすぎているような気が

する。ただブームに乗るだけでは韓国の一面しか知

らないまま、実際の韓国人の生活習慣や考え方を知

らずに終わってしまうのではないか。

韓国 SV、SSでは、私たちと同世代の大学生と実際

に関わることができた。SVのプレゼンテーション後

に、韓国人学生が「知らないうちに日本の文化を取り

入れていたことに驚いた」と言った。日本のアニメー

ションやマンガを、日本のものとは知らずに見ていた

のだろう。それを受けて私は、日本でも韓流ブーム

によって韓国の食事が日常で食べられるようになっ

たように、韓国に対する関心が高まっていることを話

した。このように両国は今、少なからず文化的に影

響を与え合っている。距離が近いことに加え、文化

的にも親しみを感じ、互いが身近な存在になりつつ

ある。だからこそこの先、従来以上に両国が協力し

合っていけたら、と述べた。韓国人学生も、「私もそ

う思う」と返してくれた。また、フィールドワークでは

韓国人学生が英語で懸命に伝統工芸品を説明して

くれ、見慣れない料理の食べ方も丁寧に教えてくれ

た。そのような懸命さや親切に触れ、嬉しい気持ち

になったのは、実際の交流ならではの体験だと思う。

SVとSSを通して思ったのは、日本人の韓国への

関心の高まりが単なるブームで終わらないでほしい

ということだった。韓国の若者も同じように歩み寄り

たいと思ってくれているのだから。少なくとも交流を

終えた私たちは、一過性のブームに捉われることな

く、個々人が歩み寄ることができると確信した。

Report 1

ソウル市内を散策する須川英徳先生と
参加生たち。ツアーでは、ソウル市大
の学生に市内の観光名所を案内しても
らった。特に仁寺洞では、韓国伝統文
化の説明が印象に残った。



知らない言葉の国への挑戦
矢澤 祐子
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私は、大学で第 2 外国語として中国語を学んでお

り、韓国語はわからなかった。それにもかかわらず、

韓国 SVに参加したのは理由がある。まったく相手の

言語がわからない場所へ行き、どれほど現地の人と

コミュニケーションを取れるか試してみたかったから

である。

今回の韓国 SVで交流したソウル市立大学の学生

は日本語を履修していないため、日本語はほとんど

わからなかった。私が彼らとコミュニケーションをと

るときにはお互い母語ではない英語や、ボディ・ラン

ゲージを使った。私は英語が完璧に話せるわけでは

ないため、不安はとてもあったが、相手の言葉がわか

らないなかでどれほどコミュニケーションが取れるか

という、わくわくした気持ちもあった。実際に交流し

てみると、このように相手の言葉がわからない時に重

要になるのは、話したい、相手のことをもっと知りた

い、という気持ちであると強く感じた。言葉はわから

なくてもボディ・ランゲージで通じ合うことが出来る

のと同時に、コミュニケーションが出来たことが嬉し

かった。

やはり外国というのは知らない場所であり、「私の

常識」が通じないところでもある。そのなかでも英

語やボディ・ランゲージを使って、ソウル市立大学の

学生と交流し、友達になれた。この経験は次に外国

へ行くときの自信につながると思う。

自分が知らない場所に行くと、その場所、人を知ろ

うという気持ちがわいてくる。これは、異文化交流の

時にとても大切な気持ちであると感じた。相手の言

語がわからなくてもコミュニケーションは取ることが

でき、外国へ行ってみたいという気持ちが増した。今

後も外国へ行く機会があったら積極的に行ってみよう

と思う。

Report 2

韓国 SSSV



異文化交流の魅力
山崎 佑未子
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グローバル化が進展し、私たちの周りでも国際交

流のサークルや語学研修などで外国人と交流するこ

とや、外国へ赴くことが当たり前のようになっている。

しかし、「日本語が話せない外国人」と交流し、行動

を共にすることは多くはないのではないだろうか。

SVの活動で、初めて「日本語が話せない外国人」

と共に行動する機会を得た。もともと韓国語に関心

があり、知識は多少あったが、それでも聞きなれない

言葉が飛び交う中にいることで、恐怖やストレスを感

じた。しかし、韓国人学生との会話や交通機関の利

用や買い物を行う間に韓国語の上達を感じるように

なり、身振り手振りの手さぐりの交流でも、お互いの

考えが通じ合ったときの感動は格別だった。

異文化交流の難しさを思い知らされたのは意外に

も慣れ親しんだ土地でのSSだった。SVでは案内さ

れる側だったが、SSでは英語や韓国語で横浜を案内

する側となった。SSの中で特に難しかったのが横浜

案内である。横浜の街並みや歴史を紹介するため

に案内プランを作成し、最終日にみなとみらい・横浜

市街地を案内したのだが、時間を細かく区切ったと

ころ、移動がスムーズに行えず、また興味をもつポイ

ントのずれなどがあり、計画通りに進まなかった。言

葉の壁も立ちはだかった。案内中はなぜこんなにも

上手くいかないのか苛立つこともあったが、終わった

あとに、相手のことは頭の中にありながらも自分自身

の視点のみで作ってしまったことに気が付いた。今

思えば、異文化交流とはどんなものか、ということを

あまり深く考えていなかったのだと思う。

今回のSV・SSによって異文化交流とは、相手や自

分の文化を深く知り、互いに尊重しあうことが大切な

のだと感じた。たとえ言葉の能力が未熟だったとし

ても、伝えたいことがしっかりしてれば必ず相手には

届くのだ。しかしだからといって、「言葉が通じた」

程度で満足するような交流はしたくない。今回の

SV・SSで自信がついたことや消化できなかったこと

は、必ず「次」へつなげていきたい。

Report 3

横浜国大の学生が日本文化と横浜について
韓国語でプレゼンを行った。テーマは韓国
語と日本語の違い、ご当地ゆるキャラ、原宿
と渋谷の比較など。ソウル市大の学生との
ディスカッションや、国大グッズの一つである
国大キティのプレゼントも行った。



互いへの理解―比較の視点を持ちながら―
オ・セヒョン
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私は韓国出身の留学生だ。それにもかかわらず

韓国 SS/SVプログラムに参加した理由は、より客観

的な視点で韓国を見ることができると思ったからで

ある。「東アジアの国際関係及び協力」、「日韓共同

体」というものへの強い関心を持ちながら、このプロ

グラムに参加することで、今後の学びやアクションに

つなげていきたいと考えている。

何年かぶりに韓国に行き、大学生の現状について

色々話し合った結果、私が韓国をあとにした2008 年

と比べ、さらに厳しい状況になっていることがわかっ

た。特に、大学の授業料問題に関する点が印象深

かった。近年、高額の学費を用意するため休学せざ

るを得ない学生が増えており、学業に専念できない

皮肉な状況があるそうだ。そのような状況を鑑みて

か、昨年末ソウル市立大学の授業料が来年度から引

き下げられることが決まり、話題になったようである。

経済的に潤沢なソウル市ならではの措置であるが、

その例ではない他大学との格差、不平等には思いを

めぐらさざるをえない。

また、日本のマスコミなどで見るような、表面的に

は良さそうな韓国と実際の韓国（次第に上昇する物

価、就職戦争など）にはかなりのギャップがあると考

える。そのギャップはどこから生じているのか。表

面的な理由よりも、より深くは、互いの社会や文化に

対する理解が不足しているという点にあるのではな

いか。そのために、評価すべき事象に対しても公平

な判断の目をもたず、偏見にもとづいた判断をして

しまいがちなのである。こういった意味において、韓

国の地下鉄網の工夫についてとり上げたい。それは

ソウルの地下鉄の全区間にスクリーンドアが設置さ

れていることである。韓国の首都圏の鉄道網は日本

と比べると規模が小さく、複雑ではないが、たった4

年の間に地下鉄のスクリーンドアの設置率が 100％

近くまで上がったのは評価すべき点であり、人身事

故の頻発する日本の鉄道網においても参考になるべ

き実例だと思う。

今回のプログラムでは、自分なりに考え、比較する

ことができた。このように日本と韓国を比較してみる

作業はとても重要だと考える。というのも、日本と韓

国が協力し東アジアの「均衡的な発展」を目指して

いくためには、比較の視点を持ちながら、互いに理解

し合うことから始めるべきだと思うからだ。これから

も日本と韓国の交流プログラムが活性化し、学生た

ちが客観的な視点でお互いを理解するチャンスが増

えればと思う。

Report 4

韓国 SSSV



交流プログラムを終えて 교류 프로그램을 마치고 나서
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5 泊 6日横浜に滞在してみて、横浜にはかなり多

数の外国人が住んでいるように感じた。韓国へ帰国

後、横浜の外国人登録者数を調べたところ、2008 年

現在の統計では、横浜市の人口約 360 万人に対し、

150 余カ国 75,000 人余りの外国人（市の人口の約

2%）が居住していることがわかった。国籍をみると、

中国系が最も多く、在日同胞（在日韓国・朝鮮人―

訳者注）、フィリピン、ブラジルと続く。

5박6일간의 요코하마체류를 통해 새로이 알게된 

점은, 요코하마에는 의외로 많은 수의 외국인이 산다

는 점이었다. 요코하마의 외국인 등록자수를 조사한 

결과, 2008년 현재 요코하마시의 전체인구 360만

명중 75,000여명이 외국인이었다. 이는 시인구의 약 

2%에 해당하는 수이며, 약 150여개국에서 온 외국

인중 중국계가 가장 큰 비율을 차지하고, 재일동포, 

필리핀, 브라질순으로 많다고 한다. 

多くの外国人の居住を支えているのは国際交流セ

ンターの存在があるだろう。横浜市国際交流協会で

は、30 人程度のボランティアメンバーが様々な国の

言語で外国人の相談を行っているようだが、このよう

なボランティア文化は、韓国でも見習う点が多いと考

えている。

今回のプログラムで最も良かったのは、良い友人

に出会えたことだ。私は日本について知っているこ

요코하마에는 국제교류센터가 설치되어, 많은 외

국인들이 도움을 받고 있다. 요코하마 국제교류센터

에서는 30여명의 자원봉사자들이 여러나라의 언어

로 상담을 진행하고 있다고한다. 이 같은 국내거주 

외국인을 대상으로 한 지원활동, 자원봉사등의 국제

교류활동은 한국도 배울 필요가 있다고 생각한다.

이번 프로그램에서 가장 좋았던 것은 외국친구들

을 사귈 수 있었다는 점이다. 일본에 대해 아는 것이 

Report 5 — Seoul Voice
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とが少ないと考えていたが、友人らと話してみると、

思いのほか多くの日本映画、音楽などを知っているこ

とに気がついた。お互いの日常生活や文化の話を

通して、友人たちと親しくなったことや真心のこもっ

た手紙をもらったことが感動的だった。また、ともに

横浜でのフィールドワークを行えたことで、私たちだ

けでは知ることが出来ない横浜の姿を知ることがで

き、貴重な経験をすることができた。

많이 없다고 생각했는데, 생각보다 많은 일본 영화, 

음악등의 문화를 접하고 있었으며,그런 것들이 일본

학생들과 공감대를 형성하고, 서로 친해지는 계기가 

된다는 것을 느꼈다.한국으로 돌아가기 전날 일본학

생들이 정성스럽게 쓴 편지를 건넸는데 매우 기쁘고 

감동적이어서 오랫동안 기억에 남을 것 같다. 미나

토미라이의 여러 장소들을 탐방하는 필드워크에서는 

일본학생들이 각각의 장소에 얽힌 역사적배경이나 

この経験を通して、参加者の大部分が海外留学や

国際交流に対する考え方が変化したように思う。韓

国では、国際交流というと、アメリカやイギリス、オー

ストラリアなどのような英語圏との交流が注目されが

ちである。というのも韓国では、就職のためには海

外留学が必要だという考えが広く共有されつつある

ため、学習に役立つ交流が価値を持つと考えられて

いるからだ。そのため、私も訪日の前まで、簡単な日

관련 지식들을 친절히 설명해줘서 더욱 의미있는 시

간을 보낼 수 있었다.

이번 국제 교류를 통해 참가자 대부분이 해외유학

이나 국제교류에 대한 인식이 바뀌었다고한다. 한국

에서는 국제 교류라 하면 영어를 통한 커뮤니케이션

을 연상하는 경향이 있다. 때문에 간단한 일본어와 

영어를 이용하면 교류에 있어 큰 문제는 없을 것이라

고 생각했다. 하지만 이번 프로그램에 참가해서 느낀 

韓国 SSSV
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本語だけを学び、対話は世界的「公用語」である英

語で行えば良いという考えがあった。しかし、今回ス

タディ・ツアーに参加したことで、その国のことを真

に理解するためには、（英語圏以外の場合）その国

の言語を習得しなければならないということに気付

くことができた。これからも日本の友人たちとの交流

を続けていくため、また日本の社会や文化を知るた

め、まずは日本語学習始めてみたいと思う。

점이 있다면 어떤 나라에 대해 알고싶다면 역시 그 나

라의 언어를 통해야 한다는 점이다. 언어는 그것을 

사용하는 사람들의 문화 그 자체이기 때문에, 영어를 

이용한 커뮤니케이션만으로는 그들의 문화를 이해하

는데 한계가 있다는 것을 깨달았기 때문이다. 앞으로

도 일본 친구들과 교류를 계속해 나가고 싶고, 또한 

일본의 사회, 문화등에 대해서도 좀 더 알고 싶다는 

생각이 들었다. 그리고 그러기 위해서는 우선 일본어

最後になったが、このような特別な機会を設けてく

ださった横浜国立大学の関係者の皆様に感謝申し上

げる。ありがとうございました。

부터 배워야할 것 같다.

마지막으로 특별한 경험을 통해 많은 것을 느끼고 

배우게 해 주신 요코하마국립대학관계자 여러분께 

감사드린다.



教育人間科学部人間文化課程／国際共生社会課

程のグローバル・スタディーズ・ツアーの一つである

ロ シアツ ア ー を2月11日 〜 18日 に 実 施し た。 中 心

となったのは、本学の提携校であるモスクワ大学アジ

ア・アフリカ言語校の学生と行った「日本におけるロ

シア／ロシアにおける日本」をテーマとする学生同士

の研究交流会である（2月16日、於モスクワ大学）。こ

こでは、それぞれの国への留学経験者の体験談のほ

か、相手国の政治や経済の状況の相互比較、さらに

は相手国の歴史、文化、宗教、食などがどのように受

容されているかを相互に報告するという試みを行っ

た。 本学学生はロシア語か英語、モスクワ大生は日

本 語 による報 告であった が、細 か いミスはあるもの

の、あえて相手方の言語を用いることで相互理解には 

“ 共感 ” も大事なファクターであることが実感された。加

えて、モスクワ、サンクト・ペテルブルクの歴史文化遺産

も見学することで、日本ではなかなか知られることの少

ない「生の」ロシアを体験し、相互の印象と声を伝え合う

ことができた有意義な旅となった。

ロシア SV
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ロシア連邦
Российская Федерация



ツアー概要
石黒 まどか
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「ロシア」と聞 いて何 が 思 い 浮 か ぶだろうか。

ウォッカやボルシチ、寒さ、コサックダンス、防寒用

の大きな帽子などをまず連想する人は多いかもしれ

ない。一方で、日本では未だ冷戦時期の暗いイメー

ジが強く残っており、メディアでは主に北方領土の領

有権主張、国際世界における日本側とは反対のスタ

ンス、国内のテロやデモなどの様子ばかりが取り上

げられるため、マイナスのイメージが強い。そして

ビザ取得の煩雑さや英語さえほとんど通じないなど

の問題でロシアに渡航する日本人は少なく、国の様

子を本当に知っている日本人はかなり限られてくる。

実際のところ日本にとってロシアは隣国でありながら

「謎の多い国」なのだ。

我がロシア社会論ゼミでは研究テーマこそ個人そ

れぞれで多岐にわたるが、ロシアについて興味を持

ち、研究を進めている学生が多い。しかし、ロシアが

実際にどういう国であるのかを知らない人がほとん

どである。そこで今回、ロシアに赴きモスクワ大学の

学生と合同で研究発表交流会を行うことになった。

私たちの発表の共通テーマは「日本から見たロシ

ア」。政治、経済、食、教育、宗教、ロシアの生活など

の様々な視点からロシアが日本でどう見られている

Report 1

ロシアに行った感想は、寒い、建築物がきれい、食べ物がおいしい（豊満な体型が多いのにも納得）、店員さんは

無愛想（だが慣れるとそれがまたいい）、など。癖になりそうな国だ。今度は涼しい夏に訪れてみたい。
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のかをロシアの学生に紹介することにした。一人 1

テーマを選び、自分の調べた内容についてまとめて

英語かロシア語かでプレゼンテーションを行った。

横浜国立大学の学生の行った発表は、「日本の教

科書で見るロシア」、「ロシア正教会の伝来と日露交

流」、「日本におけるロシア料理」、「日本でのゴーゴ

リの読まれ方」、「日露の政治経済の比較」、「北方

領土問題について」、「留学生の目から見たロシア」

である。モスクワ大学の学生からはそれぞれのテー

マに対応した「ロシアから見た日本」を紹介してもら

うことになった。彼らのほとんどが日本への留学経

験があり、彼らの発表は日本語で行われた。

日本でのロシアの印象を聞いて、彼らは何を感じ

るのか。日本でのロシアの印象に対し、ロシアでの

日本の印象とはどのようなものなのだろうか。そし

て、ロシアを訪れ現地のロシア人と実際に触れ合う

中で、私たちの持つロシアのイメージはどう変わるの

だろうか。ロシア訪問、学生同士の交流を通して実

感としてロシアを知り、思い浮かべる「ロシア」と実

際のロシアの差を埋めていきたい。さらには両国の

学生にとって今後の日ロ交流について考え、進めて

いく第一歩となることを目指す。

見学ツアーでは、大須賀史和准教授とモスクワ、サンクト・ペテルブルクの二都市を巡った。文献や写真でしか見

たことのなかったものに直接触れることができ、思わず感涙してしまったメンバーもいたほど。過去にロシアを訪

れたことのあるメンバーも、大須賀先生による宗教的歴史的背景の説明を聞いて、過去の訪問では得られなかっ

た二都市への理解、並びに文化財の見方をも学ぶことができた。

ロシアSV
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日本の教科書で見るロシア
佐野 湖香

私たちの他の国に対する印象を決定づけるもの

は、何なのだろう？

私は身近で、誰もが触れてきたものである教科書

という「メディア」に着目し、「日本の教科書から見

たロシア」というテーマで発表をした。日本の教科

書は、歴史の流れに沿って事実のみを淡々と記述し

ている。わずかに用いられたモノクロ写真と、なじみ

のないロシアらしい名称、社会主義国へと至るまで

の複雑な過程。しかし、どれほど正確であろうと、そ

れだけではロシア人の考えはわからないし、真実の

姿は見えて来ない。

だが実際にロシアに行くと、社会主義時代の名残

はあまり見られず、想像以上に発展していて、現代的

だったことに驚いた。同時に、もっとありのままのロ

シアを多くの日本人に知ってほしいと感じた。

ロシア正教会の伝来と日露交流
阪口 香苗

日本にも正教会が存在しているが、その規模は小

さい。日本国内で初めての日本正教会信徒が誕生し

たのは1869 年のことだった。ロシアからやってきた

聖ニコライは精力的な布教活動で、一代でその規模

を大きなものにした。彼は日本の文化を理解し布教

にもそれを生かそうとしていた。これが大きな発展

の理由の一つである。

当時正教会によってもたらされたものは神学校や

女学校、聖歌隊による西欧音楽基礎、イコン画家の

誕生など多岐に渡った。日本とロシアの文化交流の

架け橋になっていたのである。

日本正教会の発展はめざましかったが、日本とロ

シアの政治的関係からその立場は常に危うかった。

聖ニコライの死後は数々の苦難が襲い、現在は全盛

期より縮小してしまっている。しかし、いま日本とロ

シアの交流を盛んにするために、聖ニコライが努力

したような、相手の文化を理解することで二つの国

の文化交流がもっと盛んになっていけばと思う。

日本におけるロシア料理
高橋 美由紀

今回の研究交流会では日本におけるロシア料理に

ついて発表した。ボルシチやピロシキ、ビーフストロ

ガノフなど日本で浸透してはいるが、ロシアでのあり

方と異なっているものも多い。しかしそれぞれの土

地にある食材で代用しようとすることは、必ずしもマ

イナスの結果になるわけではなく、むしろ新たな食

Report 2
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の可能性が広がるという点でプラスに捉えて良いだ

ろう。経済成長が著しいロシアにますます注目が集

まる中でどのようにロシア料理が受容されていくの

か、これからも楽しみだ。

日本でのゴーゴリの読まれ方
繁元 健太

私は、作家ゴーゴリが日本でどのように受け入れ

られているかということについて、劇団の話や、日本

人評論家の話を例にして発表した。ロシアの学生た

ちの、発表を真剣に聞いている表情が印象に残って

いる。また、今回の発表の時に感じたことは向こうの

学生のレベルの高さだ。日本語の力はもちろん、リ

サーチやプレゼンテーションのレベルも随分高いも

のだった。

日露の政治経済の比較
小平 和正

日本人が抱いているロシアの政治経済、ロシア人

が抱いている（だろうと思われる）日本の政治経済

について相互を比較しながら検証した。

更に言えば、日本人はロシアの政治経済というと

「マイナスなイメージ」のみを持っているのではな

いか、ロシア人は日本の政治経済というと「プラスの

イメージ」のみを持っているのではないか、という推

測のもとプレゼンの中でそれに対して疑問を呈して

いった。

北方領土問題について
山口 真理絵

北海道からみたロシア、主に北方領土問題につい

てのプレゼンを行った。ただ単に「領土問題」として

の北方領土問題ではなく、第二次世界大戦前にそこ

に住んでいた人々に焦点を当て、私たちの世代がこ

れから先、旧島民の方々が自分たちの故郷に帰る手

段を創造していく必要があるという提起をした。

このツアーに参加した動機は、自分が習得してい

ない言語圏の国に行ってみたいというものだった。

思っていたとおり文字は読めず、すれ違う人たちの言

葉も聞き取れない環境で、言語というものはやはり大

事なものだと再確認することが出来た。このツアー

に参加して、以前より遙かにロシアという国への興味

が沸いた。また、言語が通じないという悔しさを晴ら

すために来年からはロシア語を履修しようと思う。

ロシアSV
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留学生の目から見たロシア
石黒まどか

私は2010年の秋から10か月間、ロシアに留学し

ていた。街の中や旅先、ロシア人との会話、実際に

現地で生活する中で、あらゆるところに予想外のこと

や驚くべき発見がたくさんあり、日本との違いや似て

いるところを見つけては興味深く感じた。そこで、日

本でイメージされている「ロシア人」はどういうもの

なのか。そして実際にロシアに赴きロシアの生活や

人々に触れて何を感じ、何を思ったのか、日本人留学

生の立場から見たロシアについて紹介することにし

た。ロシア人学生たちの発表では日本を考える際の

彼らの視点を知ることで、客観的に見た「日本」、どう

いう「日本らしさ」がどのように評価されているのかな

ど、日本という国を改めて考えるきっかけになった。

【ロシア語訳】

Я жила в России и знакомилась с русскими. Перед 

тем, как я приехала в Россию, у меня были только 

2 русские подруги, изучающие японский язык. 

По-этому в России в первый раз я познакомилась 

с настоящими русскими. Я все время училась 

со стажерами на фил-факе и казалось, что нет 

возможности познакомиться и поговорить с русскими. 

Но потом я узнала, что всегда есть возможность, 

потому что русские очень дружелюбные. Когда я 

тащила тяжелый багаж, незнакомые русские часто 

помогали мне. Когда я гуляла по городу, часто они 

спрашивали меня: «Сколько времени», и «как ехать 

куда-то, где что-то». И когда я одна путешествовала, 

русские заговаривали со мной. Например, когда я 

смотрела карту на Воробьевых горах, чтобы узнать, 

как дойти до Москва-реки, пожилая женщина показала 

мне дорогу, и шла со мной до распутья. Когда я 

была в Хабаровске, мужчина посоветовал мне, где 

интересно и сказал, какой номер автобуса куда идет. 

Еще там на реке Амур мужчины предложили мне 

сфотографироваться вместе на память. А по дороге 

из Хабаровска в Иркутск пожилая женщина научила 

меня нескольким русским словам и кормила меня. В 

Сергиеве Посаде вдруг мальчик спросил меня, откуда 

я, и придложил мне вместе гулять. Он показал Посад и 

купил мне красивую матрешку. Они все незнакомые, 

и я ничего не спрашивала, а разговор начали они. Я 

думала, что русские добрые и щедрые. Наоборот, в 

городе, нарпимер в магазине, в ресторане, в кассе, 

русские рабочие не в духе и не улыбаются, у них такое 

лицо, как будто они сердятся. Поэтому если знаешь 

только русских рабочих, боишься русских, но если 

познакомился с русским, находящимся не на службе, 

то тебе нравятся русские.



33

ロシアから見た日本

ロシア人の日本に対するイメージ
アンナ・シャーロヴァ

私は「ロシア人が日本についてどういうイメージ

をもっているか」をアンケートで調べました。最も多

かった回答はやはり「富士山」でした。こういう昔な

がらのイメージが根強いのは、インターネットのせい

もあります。二位は桜です。ロシア人も桜で「もの

のあわれ」を実感するのです。本当ですよ！　三位

に、侍と芸者という回答が続きます。そのあと多かっ

た答えは“ 地震 ”です。去年の大震災を忘れることは

できないでしょう。しかし、ロシア人はフジヤマ、芸

者といったステレオタイプをまもなく忘れていくこと

でしょう。毎年モスクワでは9月から12月 まで“日

本の秋 ”という行事が行われていて、日本美術の展

覧会やコンサートが行われ、映画館では日本の映画

が上映されます。ロシア人は、日本の伝統文化だけ

ではなく、現代文化にも深い興味をもち始めており、

多くの人が日本へ旅行します。そうしてだんだんス

テレオタイプがくずれ、ロシア人の日本観を変えてい

くに違いないと私は確信しています。

学生の目から見た日本政治
ヴィクトル・スコヴィツン

私はロシアの学生たちがどのように日本政治を見

ているか、FACEBOOKを使ってアンケート調査しま

した。回答したのは17 人の学生で、6 人が「北

方領土」、4 人が「社会的安定」、3 人が「進んだ

技術による経済発展」、3 人が「漫画やアニメ」、

１人が「親米政策」と答えました。4つの島を

巡る政治的、経済的な対立があることは否定で

きない事実です。一方、漫画やアニメは世界中

で愛されています。近年では世界で日本のイメー

ジが急速に変わってきていますが、こうした若者文

化はいい影響を与えたと私は思います。「日露関係

の改善は可能か」という質問には14 人が「はい」と

答えました。若者世代は日本を仮想敵ではなく、む

しろパートナーとして見ています。彼らは第二次世

界大戦はもちろん、冷戦時代を知らないからこそ、共

通の価値として評価されるものを基にして、日露関係

に新しい基礎を築くことができます。それこそ何にも

まして今大事なことです。

Report 3 — Moscow Voice
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ロシアにおける日本料理
オクサーナ・ナリヴァイコ

近年のロシアでは日本文化（アニメ、マンガ、柔

道、生け花など）がブームです。長い歴史と珍しい

伝統を持つ日本への憧れと敬意、地理的・精神的に

遠い国というエキゾチックな感情に加え、外国旅行

の普及で日本を訪れるロシア人が増えたことが一因

です。日本食文化もロシア社会に広く受け入れら

れ、たくさんの日本食レストランがあります。しかし、

ほとんどの店がロシア資本であるため、“ロシア化さ

れた日本食 ”となっています。よく注文されている

まき寿司はカリフォルニアロール、あるいはクリーム

チーズが中に入ったフィラデルフィアロールなどで

す。とはいえ、ロシア人は西欧人よりも味覚が日本

人に近いと言われることもあり、ロシアにおける日本

食レストランはまだ発展の余地が多いにあります。
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2月16日から23日まで、上海ショートビジット（SV）を

行った。参加したのは教育人間科学部人間文化課程の

イースト・アジアン・スタディー（EAS）スタジオから1 年

生 11 名と国際共生社会課程から2 名の学生計 13 名に、

院生で上海滞在経験をもつ引率補助の松尾信子さん、白

水紀子教授、于臣准教授を加えた合計 16 名。

今回の SVプログラムの中では華東師範大学の日本語

学科の学生と2日間交流した。EASスタジオで事前に準

備してきた日本紹介と上海研究のプレゼンテーションを

行い、日本語学科の学生と発表内容に関する意見交換

や、グループごとの交流をしながら、同世代の中国人学

生と直接話をするという貴重な体験をすることができた。

また交流の他にも、スタジオ授業の中で触れた映画 ｢

宋家の三姉妹｣ に関する歴史的観光名所や上海の有名

な観光名所の見学等を行った。

予想をはるかに超えるほど発展していた上海の街並

みや、上海事前研究のときに見た写真や活字からは知り

得なかった本場の空気感、中国人と関わっていく中でリ

アルに感じた文化の違いなど、現地でしか体感できない

中国の雰囲気を十分に感じた 8日間の SV について報告

する。

中国 SV
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2月16日夜遅く上海に到着、翌日はさっそく初め

ての観光として、上海を代表する有名な観光地の一

つである豫園に行った。落ち着いた雰囲気の歴史

ある古典庭園から一歩外に出てみれば、そこは打っ

て変わって数多くのお店が建ち並ぶにぎやかな商店

街、豫園商城。未知の土地での自由行動に最初はみ

な戸惑いが隠せない様子だったが、中国語を使って

昼食をとったり、買い物で値切ってみたりと、それぞ

れが現地の人とのコミュニケーションを楽しんだ。

その後は、黄浦江沿いにある遊歩道を歩いた。川

をまたいだ東側には経済の発展が著しい浦東が広

がっている。この地区は1990 年からの浦東開発プ

ロジェクトによって上海の経済拠点へと発展したとこ

ろであり、上海のシンボルタワーである東方明珠塔

をはじめとした高層ビルが建ち並んでいる。遠目か

ら見ても十分迫力があったが、実際にそれらの近くま

で行ってみると林立するビル群に圧倒させられた。

中国のとどまるところを知らない経済の勢いを感

じるのと同時に、今までの中国に対するイメージが

一気に覆させられた。

また、その反対側、遊歩道の西側にあるのが 19 世

紀後半から20 世紀前半にかけて、列強各国の租界

地として多様な西洋風石造り建築が造られた外灘で

ある。上海にいることを忘れてしまうような租界時代

のモダンな建築物が並んでいる光景を目の当たりに

し、欧米列強によって割譲されていたという景色に秘

められた歴史を強く感じた。

まさに中国の現在と過去を映し出したかのような、

浦東の近未来的なビル群と外灘の古い洋館群の織り

成す対照的な景色にはいろいろと考えさせられると

ころがあった。

3日目 には 中 国 に進 出した日本 企 業、養 楽 多

（Yakult）の上海工場である上海益力多乳品有限公

司を見学した。案内・説明をしてくれたのは日本人

として現地に派遣されている同社製造部副部長の丹

代賀人さん。そして今回仲介の労をとってくださっ

たのが横浜国立大学経済学部のOBであり、現在、竹

中（上海）建設工程有限公司上海支店営業部課長

の麓洋佐さんである。当日は後輩である私たちのた

めに、ホテルへの送迎から工場の見学までずっと同

行してくださり大変お世話になった。

工場ではまず、ヤクルト上海工場の紹介 DVDを

見せていただき、そのあとに製造工程の見学、質疑

応答という順に続いた。ヤクルトは中国全土には広

まっていないものの、広い国土に大きな人口を抱え

る中国人の需要を満たすために、メンテナンスの時

間を除いて24 時間動いているという機械もあった。

健康を保つための飲み物であるヤクルトは、まだま

だ中国では高級品の部類に属しているが、製造工場

の増設に伴ってその売上げは年々右肩上がりで、引

ツアー概要
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き続きヤクルトを中国に浸透させていくことを目指し

ている。しかし、同じ商品でもやはり国が違えば求め

られるものも変わってくるため、マーケティングなど

を通して中国でも広く受け入れられるような様々な

工夫も欠かさない。例えば日本では1 本 65mlであ

るが中国では100mlにしているのがその1 例だ。

文化の違いが直接的にヤクルトに特徴として表れ

ているところは大変興味深かった。

グローバルに流通する商品の流れを見ながら、日

本と中国の経済的なつながりの強さも肌で感じるこ

とができた。

ヤクルトの方には、ホテルと工場の往復に移動用

のバスを用意していただいたり、帰りにお土産とし

て、この工場で作られ、実際に中国でも売られている

ヤクルトや、ストラップなどのヤクルトグッズをいた

だいたりした。このような貴重な機会を用意してくだ

さった丹代さんと麓さんには大変感謝している。

また4日目には中国国民党の創始者であり、中国

革命の父とも呼ばれる孫文や、その妻の宋慶齢が

1918 年～ 1924 年に暮らしていた孫中山故居と記

念館を見学した。

中国民主革命の先達である孫文の40 年の生涯に

おいて、日本および横浜はとても密接な関係がある。

昨年 11月は中国辛亥革命からちょうど100 年という

節目の年であったが、孫文は海外での亡命活動 20

年のほぼ半分を横浜で過ごし、横浜で辛亥革命を組

織、発動したと言っても過言ではない。

横浜とゆかりの深い孫文の人生を垣間見ながら、

東アジアを軸にした歴史やそれに伴う現在の、特に

日本と中国との関係について考える機会を与えられ

たような気がした。

その他にも、後に総理になる周公こと周恩来が、国

民党の蒋介石と会談するため、南京から上海に足を

運んだ際に拠点とした中国共産党駐上海代表処が

前身の洋館、周公館、夫孫文が亡くなった後に妻が

居住していた宋慶齢故居・記念館を見学し、当時の

様子を生で感じながら、中国の歴史的な知識を深め

ることができた。

5日目の2月20日、華東師範大学との交流1日目

は日本語学科3年生約20人の授業で行われた。私

たちは、マスメディアでは取り上げられない日本の

同年代の大学生の飾らない姿や、日本のポップカル

チャー、我々の学びの場横浜がどのような場所である

かなどについてプレゼンテーションを行った。中国

の学生は日本人の歌手やタレントに関心があるよう

で、アイドルAKB48や嵐など中国でも人気がある日

本人が出てくると、うなずくなどの反応が見られた。

そのあとはグループに分かれて自由に交流を楽し

んだ。私たちの中国語は日常会話もままならないほ

どなので、交流の前はちゃんと中国人と交流できる

中国 SV
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のかと不安に感じていたが、そのような心配は無用、

日本語学科の学生の流暢な日本語と、お互いのしっ

かりと相手に向き合おうとする姿勢のおかげで、とて

も活発に交流を進めることができた。学生たちは2

年半の勉強でここまで日本語を身につけていること

に大変驚いた。

中国の大学生と実際に話してみて、友達と遊ぶと

きはショッピングやカラオケ、映画に行くなどの日本

人学生との共通点も多く見られたが、中国ではほとん

どの学生が勉強で忙しく、アルバイトや部活動をして

いないという相違点もあった。

華東師範大学の学生を含め、多くの中国の大学生

が寮生活をしていて勉強中心の毎日を送っているの

に対し、日本の大学生の多くが、勉強以外にもサーク

ルやアルバイトをしながら忙しい生活を送っているこ

とに中国の学生たちはかなり驚いた様子だった。彼

らは普段、学校の授業が終わると寮へ戻って勉強を

したり、インターネットで日本のテレビドラマを見たり

して放課後を過ごすことが多いと聞き、日本語が上

手な理由がわかった気がした。

実際に中国で１週間生活をしてわかったように、

日本は中国よりも明らかに物価が高く、昼食代などを

考えても日中の大学生の生活費にも相当な金額の差

がある。そう考えると、日本の大学生はお金を稼ぐた

めにも、社会経験としてもアルバイトをする必要性が

生まれてくるが、中国の学生との交流を経て、私たち

は“ 学生として”の生活をもっと重視すべきではない

かと感じた。

自らの大学生活の中での優先順位について考え直

すきっかけにもなり、大変有意義な時間だった。

翌日21日は2年生40名程の必修の授業で、昨日

の日本紹介に加え、日本との比較を交えながら上海

研究のプレゼンテーションを行った。発表後の質疑

応答では「私は～に興味がありますが、日本の～はど

うですか？～についてどのように思いますか？」という

ような質問が続き、自分の興味や関心のあることが明

確にあり、それについてしっかり自分の意見をもって

いることに感心した。また、二年生は日本語を勉強し

始めてまだ一年半だというのに、間違えることを気に

せず、積極的に質問をしていた姿が印象的だった。
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学生報告
私たちが中国 SVに参加して学んだことや考えたことを
記したレポートの中からいくつか抜粋して紹介する。

井上 沙羅
中国の学生は日本語を勉強し、ただ授業や課題や試

験をこなすだけではなく、実際に私たち日本人学生

との交流という形で、勉強で培った日本語力を実際

に活かしている。勿論そこには個人の努力は不可欠

であるが、環境も非常に重要であるということを感じ

た。私たちに足りないのは学習したことを実践でき

るまでのものにしていく力だということに気づくいい

機会になった。

吉田 玲子
南京東路や老街、無錫といった上海近郊の様々な観

光地や歴史的建造物の多い場所を訪れ、近年急速

に発展する都市部と昔ながらの建築様式の残るのど

かな上海の景色を見てその二面性を強く感じた。ま

た、自由行動の時間には自ら地下鉄やタクシーを利

用して街を巡り、時には現地の人に道を尋ねたり、値

段交渉をして商品を購入したり、庶民に親しまれる

屋台でローカルな食べ物に挑戦するなど日常生活に

触れることもできた。その中で、自分の中国語の「聞

く」能力がいかに不十分であるかということを痛感

し、悔しい思いをすることも多かった。帰国後、さら

に上級の中国語を受講しようという思いと、自分の学

習を形に残すためにもHSKといった資格に挑戦しよ

うという強い意欲を持つことができた。

秋山 未歩
今回のSVを通して、中国の発展した華やかな部分と

「格差」という負の部分の両方を自分の肌で感じる

ことが出来た。中国では、服装などの身なりで容易

にその人の裕福さが分かってしまうほど、格差が大き

い社会のような気がした。また、わずか数年日本語

を勉強しただけで、私たち日本人と何の支障もなく流

暢に日本語を話す生徒たちを見て、自分もこのように

外国語を話せるようになりたいと感じ、勉強しようと

心に決めた。国際交流の楽しさを感じることが出来

たのは、私にとって一番プラスになったことだと思う。

平野 麻衣
現地の人と交流することでそれまで自分の中に持っ

ていた中国人像が塗り替えられた。日本の報道では

反日を訴える中国人をよく伝えているため、中国人に

対してあまりいい印象を持っていなかったが、今回

のSVでは心優しい人にたくさん出会えた。いくら日

本の中で国際理解に努めようとしてもそれには限界

があると感じたし、もっと積極的に海外を訪れて自分

の目で異文化を理解していきたいと思った。

Report 2

中国 SV
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华东师范大学日语教学研究中心主任徐敏民教授

觉得这次和横滨国立大学教育人间科学系的学生举

行这样的交流会非常有意义。徐教授谈到 ,通过这样

的交流活动 ,对中国正在学习日语的大学生有很好的

刺激作用。他们的求知欲会得到增强 ,并能在学习日

本概况的课堂上通过发表的形式阐释个人的观点。

同时徐教授师希望中国的学生也能有机会到日本看

一看 ,通过自己的切身体验来进一步了解日本。 

【日本語訳】

横浜国立大学の学生とこのような交流をおこなうのは

とても有意義なことです。このような交流活動は、日本

語を勉強している中国の学生によい刺激を与え、知的

好奇心を強めると同時に、「日本の概況」の授業でのプ

レゼンテーションの形式は自分の考えを表明する良い

方法だと思います。中国の学生も機会があれば日本へ

赴き、自身の直接の体験を通して、さらに深く日本を理

解することができるよう希望します。

2012年2月20日下午 ,来自横滨国立大学的十余

位师生来访华东师范大学 ,并与我们班开展了极具

意义的交流活动。

遥记得去年十月份时 ,我怀着激动的心情 ,作为华

东师范大学外语学院日语系的一名代表去往横滨国

立大学参加了为期一周的短期学术交流。现在 ,时

隔不过4个月 ,能再次见到来自横滨国立大学的师

生 ,我倍感亲切与激动。

在这次的交流活动中 ,首先我们听取了来自横滨

国立大学十余位一年级学生所带来的有关横国大、

横滨市、甚至是一些日本文化的介绍。对于从未去

过日本、从未去过横滨的同学们来说 ,他们从这样一

场演讲中收获了许多书本上无法学到的东西 ,对于

日本 ,对于横滨也有了许多自己新的认识。

在他们的演讲过后 ,是一个简单的提问环节。最

后一个环节是分组讨论环节 ,也是本次交流活动中

我最欣赏的一个环节。我们以三、四个中国学生外

加三个日本学生的形式 ,六、七个人一组 ,展开了热

烈的讨论。虽然被称作“讨论”,其实也没什么特定

的主题 ,主要是让双方学生在交流的过程中寻找双

方感兴趣的话题聊聊 ,也可以向对方提问一些有关

对方国家的文化、学术、生活、娱乐等各方面的疑问

或看法。就以我所在的小组为例 ,由于我们组的成

员都是二十岁左右的女孩 ,所以话题也比较轻松活

泼。在简单的自我介绍后 ,我们先谈论了一些关于

Report 3 — Shanghai Voice

2日間の交流を終え華東師範大学日本語教育センターの主任である徐敏民教授と、華東師範大学日本語学科を代

表して3年生の季幸さんから感想を聞かせていただいた。
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中国和日本的特色美食 ,尤其是作为东道主的我们

向她们推荐一些上海的特色小吃等 ,希望在她们此

次的上海行中可以一饱口福。接着我们又讨论起了

中日两国大学生课余生活的不同 ,尤其是在社团活

动以及打工这两方面。可以说日本的大学生不仅在

学校里的社团活动中非常活跃 ,在打工方面的积极

度和参与度也超出我们甚多 ,因此在尚未正式踏入

社会就业前就已经积累了许多的经验；而反观我们

中国的大学生 ,在各方面都相对欠缺 ,因此在这一点

上是非常值得我们深思以及改善的。另外我们还谈

及了一些关于两国的流行文化、大红大紫的偶像明

星等诸多话题 ,在此我就不一一赘述了。

这次的交流活动虽然只有短短的一个半小时 ,但

我们大家都很快地进入状态 ,气氛活泼融洽 ,直到活

动结束后我们都仍感到意犹未尽。我认为 ,这样的

交流活动不论对我们还是对于日本学生而言 ,一定

都是非常有意义的 ,希望在将来中日两国能开展更

多这样类似的交流活动 ,让我们在交流中不断学习 ,

共同进步！ 

3年级班长   季幸

【日本語訳・要旨】

横浜国立大学から来た10数名の学生と先生が、私た

ちのクラスと有意義な交流を行いました。私は昨年の

10月、華東師範大学外国語学院日本語科学生の代表と

して、横浜国立大学で一週間の学術交流活動に参加し

ており、今回は4か月間ぶりの再会で、大変感動しました。

今回の交流では横浜市、横国大、日本文化をテーマ

にした報告を聞き、日本や横浜に対する認識を深める

ことができました。そして報告後、簡単な質疑応答、最

後にグループ討論が行われました。私にとって討論が

最も楽しく、中国と日本の学生混合の六、七人グループ

で行いました。テーマはお互いに興味のある話題から

選び、私のグループの場合、みな二十歳前後の女の子

だったので、両国の特色のある食べ物について話をし

ました。私は上海の有名な軽食を勧めました。また両

国の大学生の課外活動の相違について意見交換しまし

た。総じて、日本の大学生はアルバイトや部活への参

加が中国の大学生より積極的なので、就職の前に早め

に経験を積むことができます。これは、中国の大学生

が学ぶべきものであると思います。そのほか、両国の

ポップカルチャーや人気スターなどの話題もいろいろ

取り上げました。

今回の交流活動は一時間半という短い時間でした

が、今後も更に、このような交流活動を進めることでお

互いに勉強し合い、ともに成長していくことを願ってや

みません！

3年代表 　季幸 

左端、立っているのが李さん

中国 SV
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ツアーを振り返って

お互いに様々なことを学んだ、収穫の多い交流

だったが、なによりこの交流の一番の収穫は、互いに

相手国に感じた親近感だったのではないだろうか。

教科書に向き合うだけの、机の上での勉強にとどまる

ことなく、どんどんお互いの学生が国を行き来して、

交流しながら勉強することが大切だと、徐敏民先生

も授業の中で何度もおっしゃっていた。

国や文化の違いはあるけれども、同世代の中国の

大学生が日本人の私たちと同じようなことを考えて

いたことはどこか安心を覚えたし、親しみがもてた。

この親近感をきっかけに、双方が相手への理解を深

めていくことが、今後の日中の関係をよりよくしてい

くためにも大切なのではないだろうか。

上海では見るもの全てが興味深く、日本にいる 

だけでは得られない様々なことを吸収できた１週間

だった。

地下鉄では降りる人を構わずに電車に乗ってきた

り、有名なキャラクターに見慣れないひげがついて

いたり、多くの歩行者が信号を気にすることなく道を

渡っていたり、食後に来るはずのものだと思っていた

デザートが一番初めに来たこともあった。行く前から

このようなことを聞いてはいたものの、実際に自分の

目で見たときの衝撃は大きかった。

日本と中国という、国レベルでの“あたりまえ”の

違い、つまり“ 文化の違い ”をこんなにも直接的に感

じたのは初めてだった。

中国を見てきた一方で、日本のあたりまえが世界

のあたりまえではないということを肌で感じながら、

日本という、いままで19 年間生きてきた自分の国を

客観的に見ることができた気がする。

Column
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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



教育人間科学部人間文化課程／国際共生社会課程

のグローバル・スタディーズ・ツアー。その一環であ

るオーストリアツアーを2月29日〜 3月9日に実施した。

ツアーの中心となった催しは、ウィーン楽友協会資料室

館長オットー・ビーバ氏による講演会とワークショップ 

（於ウィーン楽友協会）、ウィーン大学日本文化研究所

における研究発表ならびに同研究所の学生が企画した

東日本大震災１年を覚えての短冊プロジェクトへの参加

（於ウィーン大学）である。

これらを通じて、一つのテーマに関する複眼的視点が

必要であること、また異文化研究において「外への眼差

し」だけでなく「内への眼差し」が必要であることを参

加学生は体験し、これからの研究に大いに役立つことと

なった。さらに今後の短期あるいは長期のオーストリア

留学を希望する声も多く、今回のスタディーツアーを通じ

てより海外交流の可能性を考える学生が出てきたのは大

きな収穫であった。

また 12月以来、これらの学びを通じてブラッシュアッ

プを重ねてきたフィールドワークをウィーンを中心にお

こない、観光、都市形成、ユダヤ人、芸術文化政策といっ

た多様なテーマを、現地体験を踏まえて深く探究するこ

とができた。

オーストリアSV
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ウィーン楽友協会資料室館長
オットー・ビーバ氏とともに
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世界的な音楽学者であり、先年我が国でも旭日

小綬章を受章したウィーン楽友協会資料室館長の

オットー・ビーバ氏。氏の解説の下、楽友協会内の

ホールをベースに講演会とワークショップの時が持

たれた。

ビーバ氏からは、ウィーン楽友協会の来歴、演奏

家達がどのような努力や勉強を重ねて演奏している

のかなど、さまざまな例を交えつつ具体的な話を聞

くことができた。特に今年ウィーン楽友協会は創立

200 周年を迎えたが、創立当時ベートーヴェンはす

でに著名人であり、ハイドンはその3 年前に他界した

ということからも、楽友協会の歴史をひしひしと感じ

とれる。また200 年という長い歴史を有する協会だ

けに古い伝統もあるが、良い伝統を維持し、またその

ためにこそ伝統を変えるための勇気を持つことも必

要である、という力強い話ぶりが印象的だった。

またビーバ氏によれば、楽友協会の理念ともなっ

た「音楽を愛する」ということは、音楽を「演奏する

こと」であり、「聴くこと」であり、「勉強すること」で

あるとのこと。特に３点目の「勉強すること」につい

て、詳細な解説がおこなわれた。

「勉強する」というのは、例えば研究対象が音楽で

あれば、演奏する楽譜の作曲家に関する情報であれ

ば何であれすべて集めることに始まる。また現在の

形に改良される以前の、作曲当時に使われていた古

い楽器を用いて楽曲が当時どのように演奏されてい

たのかを追体験することも必要である。また「追体

験」ということでいえば、曲が作られた当時の様子や

講演会・勉強会・ワークショップから ―― ①

講演中のビーバ氏 講演がおこなわれた「石のホール」
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作曲家について知るための重要な資料の一つに絵画

があり、例えばモーツァルトの家の間取り図から彼の

生き方が分かるといった次第。ハイドンやモーツァル

ト、ベートーヴェン、シューベルトなどさまざまな著名

な作曲家の特徴や作曲の仕方も、直筆譜を目にする

ことによって生き生きと追体験できるのである。

今回は、ビーバ氏のご厚意によりベートーヴェンの

補聴器やモーツァルトの直筆譜といった貴重品も見

ることができ、より深くこうした「追体験」をおこなう

ことができた。そして一つ音楽にかぎらず、「勉強す

る」ことの根幹には追体験が必要であること、またそ

れを通じて研究対象が生き生きと蘇ることの素晴ら

しさを、ビーバ氏の話の端々から感じ取ることができ

たのは大きな収穫だった。

このような、参加者全員にとって衝撃的ともいえる

話に刺激され、質問も活発に出た。モーツァルトの

伝説に対する真偽や死因、なぜウィーンが音楽の都

になったのかなど、別にさらなる講演会が必要なほ

どの内容だったが、ビーバ氏はいずれの質問に対し

ても理路整然と丁寧に答えてくださり、充実のきわみ

といえる内容に参加者は大きな感銘を受け、「勉強

する」ことの魅力を再認識していた。

楽友協会資料室の秘蔵資料 ビーバ氏を囲んで

オーストリアSV



ウィーン大学日本文化研究科にて
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私たちは、ウィーン大学の日本文化研究科講師の

ヨハネス・ヴィルヘルム氏の下、ウィーン大学で自分

たちのテーマの勉強会やフィールドワークを行った。

私たちのテーマは音楽、歴史、宗教、景観、観光など

多岐にわたっていたが、ヴィルヘルム氏からは現地

に住む人ならではの視点で様々なアドヴァイスを聴く

ことができた。ウィーンのことだけではなく日本のこ

とについても大変詳しく、双方の比較なども交えた指

摘がなされたので、改めて自国への認識を深めるこ

とができ、当初から自分たちで計画していたフィール

ドワークに生かすことのできる大切な学びとなった。

さらに東日本大震災から一年ということで、ウィー

ン大学日本文化研究科の学生が企画した短冊プロ

ジェクトにも参加した。日本や東北への祈りをはじ

め、自分の目標などを短冊に書き、ウィーン大学内に

ある日本庭園を飾り付けた。ウィーン大学の学生は

日本への興味・関心がとても高く、その意識に驚かさ

れるとともに、楽しくまた充実した交流ができ、大変

に嬉しい企画となった。

講演会・勉強会・ワークショップから ―― ②



ウィーンフィルハーモニーメンバーによる
ハウスムジーク（家庭音楽）
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私たちはウィーンフィルハーモニー管弦楽団のチェ

ロ奏者イェルゲン・フォグ氏、ピアニスト浦田陽子氏

のお宅にうかがい、家庭音楽のワークショップならび

に演奏会を体験した。ウィーンの音楽の特色、また

ウィーン・フィルの音の秘密はこのような家庭音楽に

よって培われてきており、ご夫妻はこの伝統を守るた

めに様々な機会にこうした集いを開かれている。

演奏にはフォグ氏の弟子であるセバスチャン・ブ

ルー氏も参加し、ベートーヴェンのチェロ・ソナタを

はじめとする室内楽の数々が演奏された。演奏が始

まるとそれ以前の雰囲気とは一転し、美しいハーモ

ニーが部屋いっぱいに広がった。これまでクラシッ

クなどあまり聞いたことのない私たちをも魅了して、

CDなどで聞くのとは違う、間近に聞くクラシックの素

晴らしさ、家庭音楽の魅力に感動させられた。

また家庭音楽の跡は出演者を交え懇親の時が持

たれたが、そこでも、古い時代のチェロの話、ウィーン

フィルハーモニーについてなど、貴重な話を聞くこと

ができた。特にフォグ氏はブルー氏を高く評価して

おり、「彼は今まで出会った中で最も優れたチェリス

トで、幼い頃からその才能を示していた。」とのこと。 

ブルー氏は19歳でウィーンフィルハーモニーに入団

したそうで、父親も優れたチェリストだったそうである。

フォグ氏とブルー氏は、チェロを二人でまた一緒に

演奏したいと話していたが、彼らはまるで本物の親

子のように仲が良く、お互いのことをチェリストとして

尊敬し合っているという印象をうけた。「音楽の都」

といわれるウィーンでは、このように素晴らしい演奏

家の伝統や技術が受け継がれていることを肌で感じ

取った一日だった。

講演会・勉強会・ワークショップから ―― ③

室内楽の様子 チェロ奏者イェルゲン・フォグ氏とピアニスト浦田陽子氏

オーストリアSV
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ユダヤ人の差別と迫害の歴史は、古くて長い。そ

の長い歴史のなかで有名なのはナチス・ドイツによ

るホロコーストであり、アウシュビッツ強制収容所で

は最大級の惨劇が生まれたとされている。このよう

にドイツとユダヤの関連性が目立っているが、オース

トリア、そしてウィーンとユダヤの関係性も実に興味

深いと思った。

ハプスブルク帝国下、世紀末ウィーンの文化を担っ

た学者や作家、音楽家たちの多くがユダヤ系だった。

フロイト、シュニッツラー、マーラーなどが有名な人物

として挙げられる。多くのユダヤ人が、現在の煌びや

かなウィーン文化の繁栄に貢献した。

当時のウィーンに暮らすユダヤ人にとって、ハプス

ブルク帝国の社会と文化に同化することが、歴史の

中に引き継がれた差別を克服し、社会的解放を実現

するための手段だった。しかし彼らは帝国で築きあ

げた自分たちのアイデンティティーを、後にオースト

リア出身であるヒトラーの台頭によって喪失すること

になる。

このような歴史のあるユダヤ人だが、今回実際に

ウィーンを訪ねて、ウィーンの歴史とユダヤ人の歴史

の関わりが多く垣間見ることができた。また、ユダヤ

人という視座からの、現在のオーストリアに見る「過

去の克服」はどのようなものであるかということを現

地の人に尋ねるフィールドワークも行えた。

このような経験からウィーンとユダヤとの関わりを

今後も深く追求してゆきたい。

それぞれのフィールドワークから ―― ①

ウィーンとユダヤの関係性
フロイト博物館

ユダヤ人犠牲者記念碑 シナゴーグ内部ホロコースト記念碑
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ウィーンのリング周辺はモーツァルトのお菓子や

グッズを販売するショップが非常に多く、改めて彼が

ウィーンの観光の目玉であるということを実感した。

各施設には、モーツァルトが生まれた部屋やモー

ツァルト直筆の手紙や楽譜が、お金を払って見るも

のとして展示されていた。これほど街全体がモー

ツァルトを推しているのとは裏腹に、彼が埋葬された

共同墓穴は非常に雑然としていた。他の著名人とは

違い、他の死者たちとまとめて葬られたモーツァルト

の共同墓穴の地面には、後世が推定したに過ぎない

記念碑が置かれていた。観光地とそれ以外の地か

ら見るモーツァルト像に大きな矛盾を感じた。

オットー・ビーバ氏のお話にもあったが、モーツァ

ルトは晩年世の中から忘れられていたのであろうと

考える。どんな時代にも新しい波というものは必ず

訪れる。その新しい波によってモーツァルトは掻き

消されてしまったのである。ウィーンにおいて金に

なる仕事をもらえないまま続けた作曲活動の行き着

いた先は、貧困という苦しみであった。そんな彼が

後々政府による国の観光事業振興の手段として使わ

れたことを、ウィーンの街を目にして痛感した。

「音楽の都」と呼ばれるウィーンにゆかりのある著

名な音楽家は多くいるが、モーツァルトもその一人で

ある。

幼い頃から「神童」と称され、ヨーロッパ各地で演

奏を披露したモーツァルトは、宮廷音楽家をやめた

後、ウィーンに定住し、フリーの音楽家として活動を

続けた。現代ではモーツァルトは天才であったと語

られており、ウィ―ンの観光の目玉として大きくとり

あげられているが、彼は経済的に困窮し、35 歳とい

う短い生涯を終えた。彼の死因には、フリーメーソ

ンによる暗殺や、サリエリによる殺害など様々な逸話

が語られている。謎多きモーツァルトのウィーンで

の生活を追究すべく訪れた主な場所を挙げる。

　  ウィーン： 
　　 ● 聖マルクス墓地
　　 ● 楽友協会資料室館長オットー・ビーバ氏に
　　   よる講演会

　  ザルツブルク：
　　 ● モーツァルトの生家
　　 ● モーツァルトの住居

それぞれのフィールドワークから ―― ②

ウィーンとモーツァルト

オーストリアSV
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今回のスタディーツアーで、ハプスブルク家にゆか

りのある場所を訪ねた。

オーストリアは640 年もの間、ハプスブルク家の

統治下にあった。オーストリアには今でもハプスブ

ルク時代の名残がある。例えばハプスブルク家の皇

室御用達だったカフェが点在し、至る所に皇帝や女

帝の銅像が見られ、宮殿や王宮も観光地として開放

されている。しかも王宮や宮殿では散歩したり子供

を遊ばせたりしている人が多く、オーストリアの人々

とハプスブルク家の結びつきが感じられた。

私は、例えばホーフブルクとシェーンブルン宮殿に

行ってみた。ホーフブルクは主にシシィ（ミュージカ

ルでもお馴染みの19 世紀の皇后エリーザベト）の

博物館を見たのだが、彼女は今ではオーストリアの

人々から愛され観光名物となっているのとは対照的

に、当時の国民からは見放され、特別に名が知られ

ていたわけではなかったというのが印象的だった。

それでも彼女が観光のシンボルとなって絶大な人気

を誇るようになったのは、彼女の死後、政府がその悲

劇的な人生を取り上げて観光の「ネタ」にしようとし

たからだということが徐々に分かってきた。

シェーンブルン宮殿では宮廷生活が送られた40

もの部屋を見ることができ、当時の豪華な生活が目

に浮かんだ。その中でもエリーザベト、マリー・アン

トワネット、マリア・テレジアにゆかりのある部屋や

生活が大きく取り上げられていて、ハプスブルク家の

女性の存在の大きさを感じた。

それぞれのフィールドワークから ―― ③

ウィーンとハプスブルク家
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フランス班は 2012 年 3月3日から11日までの 9日間、

コルシカ島にてスタディーツアーを実施した。参加者

は 8 名。うち7 名はショートビジットによるもの、1 名は

NPO 法人日本コルシカ協会よりそれぞれ 8 万円（1 人当

たり）の補助金を交付されている。

今回の訪問の目的は「観光大国フランス」の知られて

いない部分について、特に農村における観光のあり方に

ついて山村に長期滞在しながら考察することであった。

地元コルシカ島の唯一の大学、コルシカ・パスカル・パ

オリ大学法律経済学部観光学科の授業参加も行い、現地

の大学が新たな観光のためにどのような人材を育成して

いるのかについても学んだ。

参加学生のほとんどにとって初めての外国滞在であ

り、また便利、快適とは言えない素朴な農村での生活を、

1 週間程度にすぎないものの、一般のフランス人でさえ

体験しないことを学んだ。今後の自らの多方面における

活動に反映できれば、と願ってやまない。

またこの場を借りて、本ツアーに協力いただいたコル

シカ大学国際交流課のエミリー・シモン氏、観光学科長

のジャンマリ・フルト教授、滞在地となったポッジョ村で

歓迎パーティの開催や様々な人との出会いを作っていた

だいたアネット・ルチアーニ氏、また現地ガイドを引き

受けていただいたギョーム・マシア、佐々木夏子、クリス

チャン・マルテリ、ポールピエール・バッテスティ各氏に

御礼申し上げる。

フランスSV

フランス共和国
République française



「マキ」の島コルシカ
吉田 稚宙
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今回スタディーツアーを行ったコルシカは、イタリ

ア半島の西側に位置し、面積は広島県くらいの島。

フランス語では「コルス(Corse)」、現地コルシカ語で

は「コルシガ (Corsica)」と呼ばれる。ナポレオンの

出生地で、雄大な自然美が広がり、ジロラッタ湾、ポ

ルト湾、スカンドラ自然保護区とピアナのカランケは

世界自然遺産に登録されている。

観光大国フランスにありながら、この島を訪れる日

本人はほとんどなく、ガイドブックにも余り載ってな

く、名前すら知らないという人も多い。今回はそうし

た島での観光とは何かについて考察するため、約 1

週間訪問し、各自のテーマに従って報告を行う。ここ

では島の概要について報告する。

コルシカ島にはエッフェル塔やルーヴル美術館や

モンサンミッシェルなど日本人でも知っている名勝

地はないが、その自然の美しさ、動植物の独自性で

はフランスのどの地方にも負けない。

島にはスカンドラ自然保護区や数多くの地域自然

公園が存在し、「マキ(maquis)」と呼ばれる灌木地

帯が標高 500mまで広がっている。「マキ」とは強

い香りを放つ植物の総称である。

鬱蒼とした茂みと犬をもまどわす強い香気から、

「マキ」は「お尋ね者」の隠れ場所となったほか、戦

時中はレジスタンス活動の拠点にもなった。しかし、

夏季極度に乾燥することからしばしば火災の原因に

もなっている。

近年はマキの香りを利用した石鹸やビールなどが

生産され、土産物として売られている。

Report 1

海岸付近の風景。岩山とマキばかり（長谷川先生撮影）

ローズマリ
マキの一種。

サボテン
実はフルーツとして食べられる。

コルシカ犬 (コルシーヌ)
主に猟犬として飼われている。
犬以外にコルシカ豚、コルシカ
馬、コルシカロバが独自種とし
て登録されている。

オリーヴ
栽培されているものもあるがマキの中
に自生しているものもある。コルシカ・
オリーブはサビナ（Sabina）と呼ばれる
独自種である（長谷川先生撮影）。



コルシカチーズと牧羊について
福崎 香奈
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コルシカ島はむかしから牧羊が盛んな地域で、古

代ローマが支配した紀元前 3 世紀以前からも先住民

がヤギの牧畜を（移牧）を行っていた。コルシカは

古くからヤギや羊のチーズの産地だった。牛乳チー

ズは作られていない。

「移牧」と聞くとハイジに出てくるアルプスが有名だ

が、コルシカの「移牧」は独自の形態で、「混合移牧」

と呼ばれるものだ。冬季低地にある集落で過ごし、

夏季に高山地帯に移動するアルプスと違い、コルシ

カは山麓にある集落で過ごすのは春と秋。夏は高地

で、冬は海岸近くで家畜を放し飼いするというもの。

コルシカ島のチーズは羊とヤギだが、フレッシュ

チーズ（乳清を発酵させたもの）、ウオッシュチーズ

（表面を塩水で洗ったもの）、非加熱圧搾チーズ、青

カビチーズ、表面をハーブやシダで包んだもの、など

いろいろある。

今回滞在したヴェナケ地方もチーズの産地として

知られ、毎年 5月上旬にはチーズ祭りも開催される。

この地方のチーズを紹介したい。

ブロッチュ（Brocciu）

フレッシュタイプで唯一 AOCに認められたチー

ズ。春～秋はヤギのミルク、冬～初夏は羊のミルク

で作られる。コクのあるお豆腐のようなフレッシュな

ものは羊乳のほんのり甘さが魅力。21日を経過した

リコッタチーズはブロッチュ・バッス(Brocciu Passu)

と呼ばれる。どちらも乳清でつくられているため、強

い臭気はしない。

ヴェナコ（Venaco）

島のウォッシュタイプの代表的なチーズ。これは

山羊乳から作られたもので生地は白く辛味を感じる。

強い臭気がする。

Report 2

3 月は山麓の囲いで飼われていることが多い

ブロッチュ・バッス
真空パックで売られていることが多い

ヴェナコ スーパーで売られている地元産チーズ

ブロッチュ
カップ入りのフレッシュタイプ

フランスSV



ワインカーヴ訪問記
南谷 紗友理
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3月8日、コルシカ島の中央部にあるワインカーヴ

（蔵）、ヴィコ農園を訪問した。フランスは世界最大

のワイン生産・消費国で、ボルドーやブルゴーニュは

とても有名で、日本でもボトルを買えるが、コルシカ

島のワインはほとんど知られていない。

島のブドウ栽培は2000 年の歴史があると言わ

れており、独自品種があるのが特徴だが、収量が少

ないことから、戦後はシャルドネやカヴェルネ・ソー

ヴィニヨンといったフランスと同じ品種に植えかえら

れ、増産された。しかしこれが 80 年代、ワイン生産

過剰による価格暴落で島のワイン生産業に大打撃を

与え、以降、再び独自品種による良質のワインづくり

を重視するようになる。

今回訪れたヴィコ農園もそのようなワインカーヴ

である。島には9 か所のワインAOC（原産地呼称統

制）があるが、ヴィコは「AOCヴァン・ド・コルス」に

位置し、島のドメーヌ（ブドウ園）の中で最も内陸、ゴ

ロ川中流の盆地にある。この位置関係がヴィコワイ

ンを良質のものにしている。周囲を高い山に囲まれ

た内陸にあるため、ブドウ栽培に悪影響をあたえる

潮風や降雨が遮られ、盆地のため気温差が大きく、ブ

ドウの酸味が増す。

◎ ワイン工場を見学して ◎

赤ワイン、白ワイン・ロゼワインで製法や保存方法

が異なることに驚いた。ブドウを圧縮して少し置け

ばワインになるのかと思っていたが、その「置く」期

間の長さが想像を越えていた。しかも箱詰めまで終

わっても出荷するまで6 ～ 8 か月保管しておくそう

だ。そう思うと、今市場に出回っているワインのブド

ウはどれくらい前のものなのだろうと考えてしまう。

保管期間が長ければ長いほど良いワインであるが、

安いワインだとどれだけ保管してもただ酸っぱくなる

だけ。良いワインというのは長い保管期間に耐えう

るワインのことだそうだ。ワインにおいて「保管」と

いうのが特に重要であると分かった。

Report 3

コルシカのブドウ
「ニェルッチュ」

ヴィコ農園で生産されているAOCワイン ワインを保管する樽
ここで発酵後さらにそのまま15日程度置く

ワインのビン詰工程
箱詰め後 6〜8 か月保存する。



コルシカ島のホスピタリティ
芦田 陽香

コルシカ島中央部、ポッジョ・ディ・ヴェナコ村に

伝わるおもてなしの料理について村で宿を経営して

いるアネット・ルチアーニさんにお話を伺った。

コルシカは本来貧しい羊飼いの村であり、その食

事は主にスープのみだそうだ。その具というのも前

日の食事の残りを煮込むという。肉をよく食べるの

でいいだしのスープになる。

また、標高が高く小さな村がたくさんあるこの島で

は、チーズや乾燥ソーセージなど長期保存できるよ

うに加工されたものが多い。

村でキリスト教関連の行事やお祝いが行われると

きや特別なパーティーがある時にだけ出されるとい

う甘いデザート。普段は甘い物を食べないコルシカ

の人たちにとってそれは特別なことを意味する。

これらのほかコルシカ島には伝統的な料理やおも

てなしの風習があるが、クセのある食べ物が多いため

今の若者には受け入れられにくくなっているようだ。

ただ、ひとつ、今も昔も変わらず愛され続けている

物がある。「コルシカのワインだけはいつまでも残り

続けるわ」。アネットさんは笑顔でそう語ってくれた。

Report 4

63
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コルシカ音楽について
吉田 祐子
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コルシカ島には元々、「音楽」はなかった。あった

のは、「声（ボーヂェ voce）」と呼ばれる掛け声であっ

た。地形が険しく牧畜業が盛んなこの島では、山岳民

たちの多くが移牧に「声」を使うことが不可欠だった。

その仕事の習慣が日常生活へと浸透し、やがて

「声」は娯楽としても用いられるようになった。これ

が声の文化の起源である。

ボーヂェには、ボヂェルと呼ばれる弔歌、パディ

エッラと呼ばれる男性多声合唱、ティヤマ・エ・リス

ポンディと呼ばれる、独唱だが複数で行うゲームのよ

うなものをはじめ、労働歌、選挙歌、恋愛歌など様々

な種類がある。しかし戦後の過疎化に伴い、「声の

文化」は急速に廃れてしまう。島の若者たちが、この

ような文化を遅れたものとして避けるようになり、島

を出る者も多くいた。

しかしながら1960 年代、コルシカ島で民族主義

が高まる中で「ポリフォニー」として声の文化は再生

し、70 年代半ば以降は若者による合唱グループも

次々と結成されていった。彼らの活動は後にフラン

ス本土でも知られるようになり、歌うグループは今や

120 以上となっている。

特筆すべきところは、「ポリフォニー」は絶えず進

化しているということであろう。つまり、伝統を守りぬ

くグループもあれば、新しいものを取り入れつつ発展

させていこうとするグループも存在する。それぞれ

のグループが取り上げるテーマも多種多様である。

今回、ティアミ・アデャレージ (Chjami Aghjalesi)

というグループで活躍しているポールフェリックス・

ナジカさんにお話を伺うことができた。

彼らのグループは伝統的な部分と刷新的な部分

を併せ持ち積極的に様々な国のミュージシャンとコ

ラボしており、ポリフォニーだけでなくワルツを取り

入れた曲なども歌っている。彼によると、そもそも伝

統的なものとは、例えば友人と飲んでいて気分がよ

くなったときに歌うようなものであり、ステージで歌

う時点で伝統的とはいえない、ということであった。

我々は伝統的な「精神」を受け継いでいる、ともおっ

しゃっていた。

私はウェルカムパーティーの際にコルシカの方々

のポリフォニーを聞くことが出来たのだが、確かに

ポールフェリックスさんたちのように舞台で歌う曲と

Report 5
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コルシカ大学訪問
久名木 萌香

は違っていたように思う。また、彼の話の中で一番印

象深かったのが、彼の音楽に対する思いである。彼

は、「僕らの音楽は耳に心地よい音楽をするというよ

り、背後にはいつも政治的なものが関わっている」と

述べた。文化と政治はいつも結びついている、と。

コルシカの歌手は皆、政治的に左翼であるという。

このことは、コルシカが他国や本国から抑圧されてき

た歴史に起因しているようだ。私は実際にコルシカ

にきて話を聴き、コルシカ音楽にはこんなにも歴史的

な、政治的な影響が強いということに本当に驚いた。

このようにコルシカ島の音楽は、日本や他の文化

にはない特質をもち、変化しながらも受け継がれて

いる。私も初めて声の文化についての話を聞いたと

きは、どんなときでも歌うという文化に非常に魅力を

感じた。だが、日本ではコルシカの音楽はまだあまり

知られていない。世界的な認知度ははっきりとはわ

からないが、コルシカ島の声の文化をもっと世界に

広げることができれば、観光客も増え、コルシカ島の

更なる発展につながるのではないかと思った。

コルシカ大学は現在生徒数 4400 人。その10％

が留学生で、出身国は59カ国にのぼる。

フランスでは珍しい総合大学であり、私たちは観

光学科長フルト先生の計らいで「観光に適応した

情報コミュニケーション新技術」という授業に参加

した。

観光学科は法律経済学部にあり、大学院進学コー

スと専門職就職コースの二つに分かれている。受け

た授業は後者のコースで、即戦力となるためにパソ

コンを用いた専門技術の作業を行っていた。学生は

女性が多く、作業を淡々とこなしていた。

また、授業中は質問が飛び交い、休憩中も楽しく

会話していて、日本とは違って先生と生徒の距離が

とても近く感じた。

Report 6

大学正門。文系と理系キャン
パスに分かれる。

国際交流課の担当 ( 左 )と
授業担当のフルト先生（右）

フランスSV
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パオリと独立戦争
吉澤 華奈

今回のスタディーツアーでレポートしたのは、コ

ルシカの英雄としてナポレオンよりも尊敬されてい

るパスカル・パオリ（Pascal Paoli 1725～1807）に

ついてである。

パオリはコルシカ史上唯一の「独立」を導いた人

物。1729 年から1769 年までの40 年間にジェノヴァ

共和国とフランス王国の圧制からコルシカ島が独立

を求めた戦争。別名「40 年戦争」。島では「コルシ

カ革命」と呼ばれている。

1755 年、パオリはコルテに独立政府を樹立し、コ

ルシカの国歌や国旗、憲法、通貨や大学、徴兵制な

どの制度も創った。しかし、1769 年、フランス軍の

圧倒的兵力の前にコルシカ軍は敗れ去り、パオリは

英国に亡命する。これ以降島はフランス領になる。

今回はコルテ以外にもパオリゆかりの土地を訪問

した。1つは上記 1769 年の戦場となったポンテ・

ノーウ(Ponte Novu)もう1つはパオリ生誕の地モロ

ザリア(Morosaglia)である。

私の中で、フランスの英雄といえばナポレオンとい

うイメージが定着しており、コルシカ島もそのナポレ

オンの誕生した地という認識が強かった。同じよう

にパオリ活躍を知らない人は多いのではないかと感

じる。しかし、実際のコルシカ島ではパオリの存在

が大きく、いたるところにパオリ像があったり、パオリ

広場、パオリ大学などパオリに関わるものも多く、さら

にそこが観光地として、多くの人が訪れる場にもなっ

ていることには驚いた。

ジェノヴァやピサ、フランスの支配を受けながら

も、コルシカの独立に全力を注ぎ、コルシカの発展に

も貢献したパオリの姿からはコルシカへの愛国心を

強く感じる。パオリがあってのコルシカであるのだと

思うし、パオリの愛国者としての性格があったからこ

そ、現在でもコルシカの多くの人々に愛され、尊敬さ

れ続けているのだと感じた。

Report 7

島内各地で見られるパオリ像
片手には 1755 年にコルシカが
独立を宣言した際に公布された
パオリ憲法（合衆国憲法および
フランス共和国憲法のモデルと
される）を携える。

パオリの遺体の墓標
パオリ博物館内にある

モロザリアのパオリ博物館
パオリの生家だそうだ。余りの小ささに圧倒された。

コルシカ国旗パオリ肖像画
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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

来年度に向けての反省と展望
グローバル・スタディーズ・ツアー始末記

鼎談



69

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/

●  韓国  ソウル市立大学校　서울시립대학교	
	 http://www.uos.ac.kr/

●  ロシア  モスクワ大学 アジア・アフリカ言語校 
 Московский государственный университет, Институт стран Азии и Африки 
	 http://www.iaas.msu.ru/

●  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/

編集後記
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