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１．2010 多国籍合宿写真集  

*************************************************************************************************** 

◇◆2010 多国籍合宿写真集◆◇ 

  

  

 

 

 

 

     

 

    

 

 

   主催者によるプレゼン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～主催者ミーティング～ 

みんな真剣ですね 

♪♪ポチョポチョ練習中～♪♪ 本番まであと尐し！！ 
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いよいよ当日を迎えました！ 

～当日受付～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付はこちら

で～す！ 

～アイスブレーキング～ 

自己紹介ゲーム World Wide ジェスチャーゲーム 

バスに乗ってついに大隅に到着！！ 

～入所式～ 
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～分科会～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託児にて～ちゃいころさ

んと子供達～★ 

託児にて、ちゃいこ

ろさんと子供達♪ 
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～夕食～ 

 

～異文化紹介～ファションショーからスタート！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事はハラルを準備 

「アジアのアート」にて、

水墨画作成 

「ナイジェリアの伝統

文化と価値観」にて 

ミャンマー 

タマイン(中央)

パソ(左右) 

バングラデシュ 

インド 

ドティ(奥) 

サリー(前) 

ナイジェリア 

ハンサ族(右) 

イボ族(左) 

パキスタン 
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パフォーマンスの音響

演出を支える放送部さ

ん 

進行担当

MC です♪ 

ネパール 

タンザニア 

中国 

ザンビア 

中国 

フィリピンのルソン

とイフガオ州の民族

衣装 

エジプト 

日本 

マレーシア 

 バジュ・メラユ(男性) 

バジュ・クルング(女性) 
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ダンスの時間 
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～総合討論～ 

前日の夜にもミーティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 日目の総合討論当日 
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パネリストのみなさん 

通訳のみなさん スクリーン 

の同時翻訳！ 
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～みんなの時間～ 
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～退所式～ 
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～集合写真～ 
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雤の中、大隅青尐年の自

然の家を撤収～～！！ 

帰りのバスの中 
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スタッフたち 
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第九回・第十回「多国籍合宿報告書（第六集）」について 

  

 多国籍合宿は 2001 年に始まり、2010 年で第十回の開

催となった。報告書の発行は第六集目となり、今回は

2009 年 2010 年二回分の合本となった。この二回の多国

籍合宿は、それぞれ 6 月の第 2 と第 3 の土日に行われ、

参加者は 457 名と 464 名であった。参加費を支払う強制

力のない任意参加の一泊二日の合宿に、毎回 400 名を超

える参加者が集うことは特筆に値する。内容の充実への

たゆまぬ努力がなければ達成し得ない数である。地域住

民と日本人学生、留学生、それぞれ三分の一ずつの参加

をはかるなど、国際化と地域活性化への地道な積み重ね

の成果である。ところで、残念なことに今回の報告書に

は韓国語・中国語・英語の翻訳がない。これまでは四カ

国語の合本であったが、諸般の事情により日本語のみと

なった。韓・中・英の三カ国語の翻訳は、留学生センタ

ーホ－ムページ、および多国籍合宿ホームページに掲載

した。あわせてご覧いただきたい。 以下に、2009 年

2010 年の創意工夫を簡卖に記す。 

○ 2009 年報告書について   

2009 年は「②分科会」の質の向上を図った。各国に似

たようなダンス系が多いので、ダンスの起源など、その

歴史的意味を事前に説明するよう要請した。例えば、フ

ィリピンの竹ダンスでは植民地時代の支配者スペイン人

がフィリピン人奴隷の支配に竹の棒を使って叩いたが、

その支配の象徴である竹の棒を巧みに避け、暴力支配を

揶揄することが竹ダンスの起源であることが判った。竹

ダンスを楽しむにあたり、そのことを知っているかどう

かは、同じダンスをしてもまったく違う意味を持つこと

になる。また、マレーシアには代表的な民族が 9 つの州

に住んでおり、それぞれ王様がいる。国王は、その王様

の中から 5 年ごとに平和的に交代で選ばれ、就任する。

これはマレーシア諸民族が対立を克服した智恵の所産で

あり、多文化共生の歴史的先駆として学ぶべきものであ

る。これもマレーシアのダンスや文化への理解の質を変

える重要な事実である。インドネシアも多言語・多民族

であり、「多様性の統一」を目標に掲げている。留学生は

ダンスの起源と歴史を調査するなかで、自らのアイデン

ティティーに気づいた。これは優れた留学生教育という

ことができ、その成果は日本人への異文化理解教育とも

なる。「③異文化紹介」では民族衣装の華やかさに驚かさ

れ楽しめるが、インドネシア、マレーシア、フィリピン

など、それぞれの国の内部で培われた諸民族の多様な歴

史と異民族相互の共存への智恵と歓喜とを、華麗で多様

な民族衣装の競演のなかに見出すべきである。 

報告書の「分科会」の記述は、上述の 3 分科会とも内

容と意義の説明が不十分だが、いちき串木野市の鎮國寺

村井住職による「仏教と多文化共生」も深い内容を表現

し切れていない。日中友好協会の「言論の自由」の討論

のおもしろさ、小川景一氏の「アジアのアート」の斬新

さなども記録が不十分であった。分科会の内容のおもし

ろさの紹介と、学ぶべき内容を記録することを 2010 年

への課題とした。 

2009 年に重視したのは「⑤総合討論」であった。主催

者は追求の不十分さとコミュニケーションの困難さを痛

感したと反省しきりだが、パネラーのスピーチの質の高

さと、交わされた討論は的を射ており、所期の目的は達

成された。一読をお願いしたい。「7 多国籍合宿実行委員

感想」も一読に値する。 

また、第二部を設け、スタッフに KUFSA 担当を置い

た経緯、スタッフ活動の意義と収穫の大きさ。さらに、

「8 多国籍合宿 Before & After」での自己成長過程の体

験録など、充実した内容となっている。 

○ 2010 年報告書について    

2010 年多国籍合宿は 2009 年の反省の上に立ち、報告

書の質の向上を想定した準備を行った。土曜日の午後に

すべての分科会にお集まりいただき、多国籍合宿で行う

分科会の内容と作業を、すべての分科会担当者を前に、

実際にプレゼンテーションしていただいた。その場で不

十分なところや問題点を批判し合い、質の向上を目指し

た。参加者をどのように楽しませるかのノウハウや、参

加者参加型のプレゼンをどのように作っていくかを、経

験者の知恵を総動員して全員で行った。それにより分科

会の目指すものに理解が深まり、やり方の質と技術が上

がり、同時に他の分科会が何をやっているのかを互いに

理解し、多国籍合宿の全体像を共有する試みとなった。

平行して、分科会の目的、ねらい、展開、結論など、時

系列の教案を詳しく具体的に作成し提出していただいた。

このプレゼンを多国籍合宿実施前に、二回行ったが、分

科会の質の向上だけでなく、実施前に報告書の重要部分

が完成し、実施後はそれに手を加えるだけで済むまでに

なった。何よりの成果は、分科会では何が行われたのか

を、非参加者にも分かるように示せたことである。これ

は多国籍合宿の全体像を参加者全員が共有する基礎資料

となる。報告書を見ると、分科会担当者がどれほどの時

間とエネルギーを費やしたかが類推され感激する。とは

いえ、報告書へのこの試みも初めてであり不十分な部分

もまだたくさんある。他の分科会にも、｢公平と競争｣で

は国際化に向けた日本人の短所長所の認識の必要性、ウ

イグル人シディック クディロク氏参加の「７.5 ウイグル

事件を忘れない」、インドネシアの｢多様性の結束｣にはヨ

ーロッパからの独立が遠因との指摘、｢イフガオ文化…｣

はフィリピン尐数民族のアイデンティティーとしての世

界遺産の意味、｢エジプト…｣のイスラム平和主義、｢世界

平和…｣、「外国人の参政権…｣、「ナイジェリア」、韓国「親

日派」の衝撃的指摘等、挙げればきりがない充実がある。

その他、総合討論など例年通りのプログラムも記載され、

それぞれに努力のあとが見られる。また、合宿当日に急

に参加できなくなったコロンビアの分科会がインディオ

の権利と文化の再生をテーマに鹿児島大学で 7 月に行わ

れたことを申し添えておく。 

 

 多国籍合宿も十年を経て、多くの学生が巣立っていっ

た。世界各地でミニ多国籍合宿が起こっているようであ

る。彼らの心のなかに鹿児島は大きく記憶されている。

鹿児島に残っているものには、彼らの心のふるさとをさ

らに素晴らしいものにしておく義務がある。                         

  （鹿児島大学留学生センター 小林基起） 
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2.2010 年第 10 回多国籍合宿の概要-目的とスケジュール- 
*************************************************************************************************** 

多国籍合宿の目的 

『多文化共生社会構築への挑戦』 

 

1、 楽しむ 

様々な人と触れ合い、異文化を実際に体験する 

また、その触れ合いを通して友達の輪を世界に広げる 

2、 知る 

マスメディアからは伝わりにくい、海外の日常や問題の背景を知る 

文化、宗教、歴史、生活環境などの違いによる感じ方・意見の違いを知る 

3、 考える・作る 

互いを排除せず、共生のための方法を考え、寛容なコミュニティを作る 

 

当日のスケジュール 

 

1 日目 6/19(土) 

7:15~7:45    鹿児島大学図書館前集合受付・バス乗車 

10:30~11:00 入所式 

11:00~12:00 アイスブレーキング(自己紹介ゲーム) 

12:00~13:10  昼食&自由時間 

13:30~15:00 分科会(前半） 

      ～休憩～ 

15:30~17:00 分科会(後半） 

17:30~21:15  夕食（17:30~19:20）入浴（17:30~21:15） 

19:10~21:30 異文化紹介 

22:00~   就寝・消灯 

 

2 日目 6/20(日) 

6:00~7:30 起床・清掃 

7:30~8:45 朝食 

9:00~11:00 総合討論 

11:00~13:00 みんなの時間 

12:00~13:20 昼食&自由時間 

13:30~14:00 退所式・バス乗車 

14:00~14:30 写真撮影&バス乗車 

14:30~17:00  鹿児島大学図書館前到着 
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3.実施されたプログラムのレポート 
*************************************************************************************************** 

①  アイスブレーキング 

 鹿児島大学法文学部人文学科  田尻 麻美子 

鹿児島大学法文学部経済情報学科  柳 泳兆 

 

●目的 

アイスブレーキングは色々な国から来た人たちの「はじめまして」の出会いの場である。アイスブレーキングを

通して、出会ったばかりの人たちと話すきっかけを作り、多国籍合宿の参加者同士が仲良くなるきっかけをつく

る。また、様々な国の言葉をゲームに取り入れることで、多国籍ならではの世界を感じることを目的としている。 

 

●内容 

・自己紹介ゲーム 

 ⇒2 列に並び、正面の人と自己紹介をする。音楽が流れたら１つとなりに移動し、また自己紹介を行う。 

 昨年の反省を生かし、自己紹介の声が聞き取りやすいように一対一で自己紹介をする形式を取った。一人でも

多くの人と自己紹介で名前や顔を覚えることで、その後の多国籍合宿で話すきっかけを作るようにこのゲームを

行った。グループリーダーはスムーズに自己紹介が行えるように、呼びかけをした。 

 

・World word クイズ 

 ⇒１人がお題の言葉を引き、そのジェスチャーを行い、グループの人は答える。これを２０問早くできたグル

ープが勝ちのグループ対抗戦。 

 外国の色々な言葉を知るきっかけを作り、身体を使ってジェスチャーすることで参加者の緊張をほぐすことを

目的としてこのゲームを行った。また、グループ対抗で競うことで、グループ内のまとまりを作り、仲良くなる

ことができると考えた。 

 

●当日の流れ 

10:00~10:30   プレイホールへ移動・グループ分け 

    11:00~11:10  最終確認ミーティング 

    11:00~11:10  自己紹介ゲームの説明 

    11:10~11:30  自己紹介ゲーム 

    11:30~11:40  World word クイズの説明 

    11:40~12:00  World word クイズ 

    12:00     終了 

 

●うまくいかなかったこと 

・グループリーダーが会場に到着するのが遅かった 

・入所式が予定より早く終わり、最終確認ミーティングの後バタバタになってしまった 

・自己紹介ゲームで音楽に気付かない参加者が多かった 
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●次回から気をつけること 

・購入物などの確認を早めにとる 

・自己紹介の時間を特別設けなくてもいいと思う。バスの到着時間にばらつきがあり、各グループで自然と自己

紹介を行っている様子が見えた。わざわざ自己紹介の時間を設けても、その中で名前を覚えることは難しいの

で、他のゲームを行う方が仲良くなるきっかけづくりに役立つと思う。 

・グループリーダーにもっと内容の周知の徹底を図る 

・MC 同士でもっと打ち合わせを行う 

 

●感想 

参加者が多国籍合宿の会場について最初に行うのがアイスブレーキングなので、参加者に楽しんでもらいたい、

参加者同士が仲良くなるきっかけづくりがしたいと思い、アイスブレーキングを行った。思っていた以上に参加

者の方が積極的にゲームに参加してくれて、なんとか無事終わることができてよかった。 

グループ分け、自己紹介など、改善すべき点、反省すべき点はたくさんあると思ったが、なんといっても、参加

者の笑顔を見ることができたことは、アイスブレーキングを行う上で良かった点だと思う。 
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************************************************************************************************** 

②分科会レポート 

鹿児島大学法文学部法政策学科   宮下 美希子・坂口 真美 

社会人     下酔尾 怜 

●目的 

 参加者が楽しむ・知るための情報提供をし、考えるきっかけをつくるために、主催者と通訳者、分担スタッフ

が連携して、参加者の目線に立った紹介の仕方、時間の構成を構想していき、分科会の内容の深化や伝達方法の

向上、参加者との双方向的な関係を目指していく。 

 

●当日までの準備内容 

・前年度の主催者を参考に主催者を探す（全スタッフで行った） 

・主催者への企画書作成の依頼 

・全スタッフに希望をとり、分担スタッフを割り振る 

・前年度の通訳者を参考に通訳者を探す 

・企画書を先生に見てもらい、そのアドバイスを分担スタッフに伝える。主催者と分担スタッフで連絡をとって

もらい、詳しく具体的に書き直してもらう。 

・企画書を使ったシラバス作成 

・主催者ミーティングのためのプレゼン作成の協力と内容の推敲 

・主催者へ詳細なタイムテーブル（シナリオのようなもの）の作成依頼 

・第二回主催者ミーティング前、分担スタッフミーティングを行い分担スタッフの意識を高める 

・参加者の分科会希望番号を元にした参加者の振分け 

・必要な機材の準備と当日の記録方法の決定 

・機材担当者と協力して、企画書に書かれた必要機材と備品の準備をする 

●企画書について 

企画書とはタイトル、主催者名、分科会形式、使用言語、目的・内容、主催者からメッセージがかかれたもの

で、参加者が自分の分科会を選ぶ際にもシラバスとして利用することができるものである。 

よい分科会のノウハウや内容を生かし次に繋げる必要があるため、用意した発問等をできるだけ詳しく書いても

らった。 

●主催者ミーティング 

2 回に分けて行われ、参加者全員が自発的に参加できるような分科会になるように主催者がお互いにノウハウ

を提供しあった。またそれに対し合宿実行委員、小林先生が知恵を出しアドバイスを行うなどした。 

●分担スタッフの役割  

目的 

・分科会をより良くするため 

・スタッフの育成 

仕事内容 

・主催者、通訳者と連絡を密に取り合う。3 者での打ち合わせ、情報共有をする 

・主催者が「何を」「なぜ」「どのように」するのか、明確にしておく 

・具体的な情報（機材、主催人数等）を把握し、分科会スタッフに連絡する 

・各分科会でミーティングが行われることもあるので、そこで主催者どうしの考えを共有する 
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・主催者に対して気付いたことがあれば、アドバイス・質問する 

・主催者ミーティング後、一緒に訂正し、質の高い分科会になるよう一緒に作り上げていく 

・当日用のシナリオ、参考資料を作ってもらえるように主催者に連絡をとる 

・分科会は主催者、参加者との双方向のやりとりが必要なので、参加者から出そうな発問を主催者と協力して作

成する 

・主催者に簡卖な言葉を話してもらえるように促す 

・合宿当日の記録、主催者のサポート 

●うまくいったこと 

・当日は、全分科会が滞りなく主催できた 

・2 回開かれた主催者ミーティングに多くの主催者・通訳者の方がきて  

くれた 

・スタッフ同士の結束が強かった 

●うまくいかなかったこと 

・本番前に主催者の方が主催できなくなり、分科会の数が変動した 

・分科会スタッフと分担スタッフとの連絡、分担スタッフから主催者の方への連絡、またはその逆が、うまくい

っていないことがあった 

・分担スタッフが企画書や出欠確認の提出期限を守れていないことがとても多かった 

・文書などの最終チェックが不足していた 

・参加者振り分け、パンフレット作成がうまくいかなかった 

・当日の機材の準備や後片付けが確認できていなかった 

●感想 

 分科会スタッフをして感じたことは、やはり人との関わりか方は難しいものがあると感じた。分科会スタッフ

の流れとしては、主催者の方が行いたい内容を話し合うことから始まる。分科会では、資料の作成やらテコ入れ

やらで、主催者、通訳者、スタッフ、さらには、先生、先輩方に多くのご協力をいただいた。時には、気が滅入

るとき、嫌になる時もあったが、ここまで達成できたことは、様々な方の信頼やご尽力の賜物である。そして何

よりそれらの多くの人々との関わりこそが、自分を成長させてくれたと思う。多国籍合宿に参加してよかった。

そして、分科会スタッフになってよかったと心から感じる。 
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*************************************************************************************************** 

主催者レポート 

実施された分科会一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 タイトル 主催者 ページ 

1 格差社会と不動産バブル 中国学友会 27 

2 公平と競争 加藤泰久 29 

3 7.5 ウイグル事件を忘れない－民族の共存は可能か 西原誠一 31 

4 鹿児島の観光都市としての魅力～恋する鹿児島 鹿児島外語学院 34 

5 ユッノリ（元旦にする韓国伝統のゲーム） 柳 泳兆 35 

6 Go Go Go-kon! ～出会い－広げよう友達の輪～ 小田あさひ 36 

7 多様性の結束（ビネカ テゥンガル イカ） Christine Baransano 38 

8 
イフガオ文化とイフガオ棚田（ユネスコ世界文化遺産、

世界八番目の不思議の保全への影響） 

Melody Muguerza 
39 

9 マレーシアのユニークさ Hafizuodin Bin Mohamed 44 

10 エジプトにようこそ Hazem Adbullah 45 

11 焼酎を楽しもう! 山下いのり 46 

12 アジアのアート 小川景一 47 

13 
世界平和を実現するために～マスメディアとの関りを

通じて～ 

山下智恵 
48 

14 ちがいのちがい NPO 法人 じゃっど 50 

15 テロに対する戦争におけるパキスタンの役割 Anis ur Rehman 52 

16 ネパール－最高の観光地 Swachchchanda Songmen 54 

17 外国人の政治参加について話しましょう! 野口英一郎 55 

18 セパタクロー 柳田泰 58 

19 和の音色 邦楽部 59 

20 “ことば”を使わないでも国境は超えられる？ 越智信一朗 60 

21 ナイジェリアの伝統文化と価値観 James Chibueze 61 

22 バングラデシュの食と祭り Mohammad Mustafizar  Rahman 64 

23 親日派 柳 泳兆 68 
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*************************************************************************************************** 

1．格差社会と不動産バブル 

 主催者：鹿児島大学中国留学生学友会（李冬・陳林） 
●目的 

中国に存在する格差を知って欲しい。中でも都市部における不動産バブルに焦点を当て、バブルの仕組み

や、そこから見える中国政府の思惑を理解した上で、格差とは何か、また格差を縮めるためにはどうすれば

よいのかについて議論する。 

今回、私たちはこの分科会を通して、参加者の皆さんに世界で起きている物事に対して、ただ情報をうのみに

するのではなく、疑いの目で見て、そして考えて欲しいと思った。中国不動産バブル 1 つを例にとっても、意図

的に発生し、そしてまた意図的に崩壊しようとしているという 1 説が考えられるように、世の中で起こっている

事象には普段のメディアの情報では伝えられない見方が存在すると思う。この不動産バブルについても、多くの

人が、ただの不動産価格の上昇、日本やアメリカの二の舞などと簡卖に片づけていたかもしれない。しかし、様々

な情報を照らし合わせると、現在の中国不動産バブルの問題には、価格高騰以外にも考えなければならない点が

いくつも見えてくるのだ。なんとなく日々を過ごすのではなく、世の中で起こっている物事に対して、よく考え、

そしてそのトピックに対して討論会のように世界中の人々と討論、話し合うことで共通の認識をもってほしいと

思う。これから先、何が起こるかわからない世の中で、正しさや、物事に対する見解を共有し合える友達を作る

ことはとても大事なことなのではないだろうか。 

●当日までの準備内容と予定スケジュール 

・準備した資料：①「单巡講話」 ②日英卖語リスト（グループディスカッション時の参考に使うため） 

・当日までの流れ：①テーマ設定 ②章立て（骨組み） ③詳細決定（枝） ④スライド作成 ⑤シナリオ作成 

         ⑥考えられる議論の展開シナリオ（発問計画）作成 ⑦通訳ミーティング ⑧リハーサル 

・発問計画：議論テーマ「不動産バブルは政府 の目論見であると思いますか？」に対して Yes / No で出されう

る意見、理由を考えた。その際、自分たちの意見に加え、周囲の人とも「どう思うか」という意見交換をする

ことで参考にした。 

●当日のスケジュール内容 

時間 活動内容 

15 分間 

 

・中国に存在する格差についてのスライド説明 

①鄧小平の改革・開放運動の説明 

②「单巡講話」の紹介（鄧小平の思想） 

③中国の 3つの格差の紹介 

5 分間 ・中国の不動産バブルについてのスライド説明 

①中国バブルと日、米バブルの相違点 

②バブルの仕組みについて 

③不動産バブルと中国政府の関係 

40 分間 ・意見交換（グループ議論…１グループ 5~6 人、6 グループ） 

「不動産バブルは政府 の目論見であると思いますか？」という投げかけをし、話し合っ

てもらう。 

20 分間 ・意見発表 

グループ毎に発表してもらう 

発表方法としては、上記の質問に対して Yes / No で、理由も添えてもらった。 
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5 分間 ・まとめ 

「世の中で起こっている物事に対して、よく考え、そしてそのトピックに対して今日の

討論会のように世界中の人々と討論、話し合うことで共通の認識をもってほしいと思

う。」という内容のまとめにもっていった。 

5 分間 ・アンケート記入 

●感想 

グループに分けて討論をしてことによって参加者それぞれにこの問題について真剣に考えてもらえたと思う。さ

らに、発表のシナリオをすべて書き起こして準備したので順調に進行ができて良かった。また、結論を出すわけ

ではなく、皆それぞれの考え方や意見を持てばいいという、思想の自由を尊重した点で、今回の分科会の主なテ

ーマに沿っていたと思う。事前に準備していた格差に関する VTR を字幕の使用等の点でメンバー間で事前に話

し合えていなかったので結局放送出来なかったことが残念だった。その事前のミーティングも全員の参加は難し

く欠席する人も多かった。また、当日の配布資料として、PPT を印刷したものも用意するべきだった。内容が難

しかったため、参加者がメモを取る時や後から振り返る際に必要だったと感じた。 

全体的にみて、この分科会を通して私たち主催者自身も大変勉強になった。バブル問題を専門に勉強している

学生が皆無だったため、本やインターネットを調べ、先生からの話を聞き、日々この問題に対する知識を蓄える

ことから準備は始まりました。また、格差に関する討論をする際、ある NHK のビデオを見た。あのような裕福

な人が本当にいるとは正直思っておらず、とても衝撃的な内容だった。中国に存在する格差は様々で、そのすべ

てを今回の 90 分という限られた時間に扱うことは不可能だ。また中国の不動産バブルにも多くの要素が絡んで

おり、これらの問題をつなぎ合わせることにも苦労した。とにかくわからないところからのスタートだったため、

事前準備では主催者間でも意見が合わず、毎回深夜までのミーティングとなった。しかし、そのような議論もこ

の問題を考える上で大変重要だった。なぜなら、主催者は中国人と日本人で構成されていたため、その意見交換

自体が異文化交流になり、また合宿当日展開されるであろう議論を想像しやすいものにさせてくれた（日本人寄

りの意見、中国人寄りの意見が交わされたという意味で）。分科会本番は皆と討論することもとても楽しかった。

はじめは議論が繰り広げられるかどうか不安でしたが、予想していた以上に参加者の方が意見交換をしてくれ、

また主催者もグループに加わることで直接参加者の声を聞くことができ、とても意義ある時間を過ごせたと感じ

ている。他の人の意見を聞くことで、今まで納得できなかったことも腑に落ちるということがあった。反省点は

挙げるときりがありませんが、主催者の独りよがりな分科会ではなく、参加者とともに作り上げることができた

分科会だったという点では良い分科会だったと思う。ありがとうございました。 

●アンケート結果（回答人数：28） 

(１) ①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 
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(２) 分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・中国の学生さんの生の意見が聞けて今現在の中国を感じることができた 

・自分のグループ内に日本語ができない、または英語ができないというコミュニケーションの問題があった 

・『バブル』をイメージできない人もいて議論は難しかった 

・日本のマスコミ事情だけでは分からない中国の留学生の意見/説明で中国の事情が尐しわかった 

・日本のバブル世代の方々から当時のバブルの話を聞き、平成時代の自分の無知さを改めて思い知らされた 

  ・中国人の『中国政府』に対する考え方をもっと知りたいと思った。また日本人として日本のバブルについ

てもっと知識を得ないといけないな、と反省させられた。 

(３) 進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・討論に入る前に詳しい説明があったので問題について考えやすく、最後のまとめがとてもよかった 

・グループでの話し合いの途中でスタッフの方が来てくれたことで話し合いがやりやすかった 

・時間内に終了できたことは評価できる、資料がもう尐しあればより深い議論ができたと思う 

 

2．公平と競争 

加藤泰久（日本） 

●目的 

日本人は友人との協力を最も大事にする代わりに、個人としての資質をあまり

重要視してこなかった。そのため異文化を持つ人々と交流する際に、個人として

活動あるいは貢献することを苦手としている。この理由には、当然多くの文化的

背景があげられるほか、第二次大戦以降に作り上げられてきた社会構造及び産業

の振興パターンも関係していると思われる。一億総中流の考えを作り上げて来た

経緯を振り返り、公平と競争に対する日本独特の考え方を考えてみる。 

グローバライゼーションが振興する中で、今後更に国際的な環境に巻き込まれて行くことを考えると、本当の

意味の国際競争力を個人としても培うことが重要となる。他人に頼らず、個人の意見を持つことが、まず、国際

競争力を考える基本にあり、この重要な資質の育成を避けていれば異文化理解・交流においても充分な力を発揮

できない。 

公平さを重視してきた日本人が、格差があり競争世界である海外の国々と対等に付き合うときのハンディキャ

ップを考えてみたい。 

●感想  

うまくいかなかったこと：参加した学生さんの興味に沿ったタイトルではなかった。話題提供の内容と協

議の内容にギャップがあった。話題提供の中で、何故日本人が個人的な競争よりも集団的協力を重視するよ

うになった経緯を、戦後の経済復興の中で社会が求めてきたこととして説明しようとした。今、日本の経済

開発がこの２０年間で方向を見失い、これまで社会が培ってきた日本的考え方に疑問を持ち始めている。将

来的には、世界における日本の経済的地位を取り戻すために、経済界としては、国際競争力を取り戻すこと

に活路を見出し、これまで築き上げてきた、「結果としての公平社会」を見限り、産業の中の個人に対して

異なった資質を求めるようになってきている。それは、個人の社会への貢献は二の次として、集団的協力が

必要として行われてきた教育・企業運営が見直されているとも言える。「個人の意見が言えない日本人」と

いった一般的な対日本人評価は、国際的な場だけでなく、今後は日本の産業界でも問題視される傾向である。

このような傾向のなかで、将来若い人が個人的競争に目を向けないと、社会そして国際社会から取り残され

るという視点から問題提起したが、多くの質問は、留学生による日本の戦後からのこれまでの経緯に集中し、
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今後、日本人の若い人たちは、変化する環境の中でどの様に新しい方向を見出すべきかという、総合討論の

前哨戦とも言える、協議に至らなかった。 

今後の課題：話題提供が問いかけとなって、そのまま討論のきっかけになるような卖純な構造の方がよかっ

た。 

●アンケート結果（回答人数：17） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・日本人は集団での行動はあるが、個人的な行動力が弱いと言われたことはショックであり、自分はまさしく

そうであると思った 

・テーマの結論で述べられていた、日本人の消極性や個人の意見への自信の無さがディスカッションの際に如

実に現れていたことが印象深かった 

・農民層が最初に経済復興をしたという話はとても興味深いものだった。 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・もう尐しディスカッションの時間を長くとれたら、よりよく終わることができたと思う 

（４）その他の意見・感想 

・日本の公平社会の成り立ちについて学ぶことができた。これまで私はこれからの社会が競争社会になるとい

うことだけを意識していて、なぜ日本が公平社会になったのかということを考えることがなかった。しかし

今日話を聞くなかで、これから自分たちが何をしていかなければならないかということを深く学べた。 

・テーマに関しては昔から思うところが大きかった。正直な話、日本の教育システム（制服制度や授業進行等）

が変化していかない中で世界の変化に対して対忚していけるとは全く思えない。集団での個人というものは

現在の学生において存在していないのではないかと思う。彼らはより波風を立てないように話を進めていき

たいだけなのではないかとも思う。必要なのは集団内での立ち位置というよりも、個人の立脚であると感じ

る。 

・今回の分科会を通し、自分では気づかないような視点をほかの人から取り入れたかった。この分科会はそう

いう意味では自分にとってとてもプラスになった。外国の方と共にディスカッションをするということ自体

が初体験だったので、とてもおもしろかった。 

・日本人は団体でいるのが好きであり、卖独行動を好まないということが一つの大きい事実だ。日本人は人と

同じがいい、という考えに安心感を抱く。「何か意見がありますか」と言われ、声を出せない日本人…、早

期教育方法を根本から変えていく必要のある日本…。  
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3．7.5ウイグル事件を忘れない 

～民族の共存は可能か～ 

主催者：西原誠司 西原薫（日本） 

●目的 

７．５ウイグル事件から１年が経とうとしている。その原因のひとつに民族の違いによる対立があるといわれ

ている。しかし、問題は、その対立がなぜ暴力的な衝突をという形をとったかということである。暴力を使わな

いで、問題を解決する方法はなかったのだろうか。生まれた国や民族の違いをこえて、すべてのひとが同じ人間

として尊重される社会をつくるために何が必要かを考える。 

●当日のスケジュール内容 

時間 活動内容 

開始 ・ウイグルの都市の写真と音楽を流す 

・主催者の紹介（西原誠司、西原薫、シディック、クディロク） 

◎参加者のウイグルに対するイメージ：近代的で豊かな都市 

   

 

 ・ウイグルのビデオ(歌と踊り)を紹介 

・何もなければ素晴らしい観光都市であったと説明 

◎参加者の反忚：音楽が中国の音楽とは違う・衣装がチャイナドレスではない 

        顔立ちが漢民族ではない・民族も文化も中国とは違う 

 ・ウイグル事件について、フォックスＴＶのニュースと携帯からの投稿ビデオを見る 

（平和なデモのシーンと、デモ隊と治安部隊が衝突しているシーンの両方を映像で確

認する） 

◎参加者の反忚：ウイグル事件を知らない（日本人学生・中国人留学生） 

 ・ウイグル事件を知らない参加者のために、ウイグル事件についての情報を提供 

①事件の発端となったおもちゃ工場事件 

②デモから騒乱になった経緯 

事件の原因についての見解が中国政府とデモの参加者・世界ウイグル会議では、正反

対であることを確認。また、これに対する見解がどうであれ、武力衝突が起こってし

まったという事実を確認した後で、この衝突は、避けることができなかったのか、ど

うすれば避けることができたのか、と問題提起をして、グループ討論に入る。 

主：ウイグル事件をどのように認識しているのか。 

参：事件のことをあまり知らないのでこんなことが実際起きていることにびっくり。 

 ・グループ討論および発表 

中国でこのような騒乱が起きた原因・背景についての主催者側の見解は示さず、三つ

のグループに分かれて討論し、その後で、それぞれのグループの代表者に討論の中味

を簡卖に発表してもらう。 

主：騒乱をさけることはできなかったのか？ 

参： 

①中国政府の帝国的な統制が厳しすぎて起きた 

②メディアの情報はそもそも信用できない。そんな事件が本当にあったのかどうか疑
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わしい（ある中国人留学生の意見） 

③民族差別は、漢人と日本人の間にもあった。日本にはアイヌ民族の問題がある。中

国にも民族差別があるが、たとえば、内モンゴルの場合、大学の入学試験等において

尐数民族への優遇政策もある。ただ、ウイグルの場合どうか。今回の事件では、軍隊

を派遣すること（＝暴力を使うこと）になったが、もう尐し違ったやり方をしないと、

どんどん被害が拡大してしまう。（日本人による第２グループの討論のまとめ） 

④テレビでこの事件を見たが、深く考えることはなかった。今回初めてこのことにつ

いて考えるきっかけになった。（中国ばかりが問題にされるが）日本では、中国のよ

うに多くの民族で構成されている国ではないが、それでも次々に首相がかわってい

る。中国は、５６の民族があり、国土が広く、１６億の人口を抱えている。だから、

それを「管理」することはとても困難だ。今は、経済の発展を中心に考えている。そ

のことをわかってほしい。デモの許可についても国情が違う。中国の場合、政府が、

それによって悪い影響がおこると判断すると許可しない。（中国人留学生による第１

グループの討論のまとめ） 

⑤国の政治のレベルと庶民のくらしのレベルを分けて考える必要がある。 

日本の政府と中国の政府だけでなく、国と国との間では、様々な意見の違いが起こり、

論争になる。国と国との関係は、１００％意見が一致して、よくなるということはな

いが、だからといって、それが、直接、戦争に繋がるわけではなく、中国と日本の庶

民が直接争っているわけではない。一般の庶民は、国の政治がどうであろうと、日々

の生活を普通におくっている。 

これと同じように、庶民の普通の生活においては、ウイグル人と漢人が直接争って

いるわけではない。武力衝突を避けるためには、庶民のくらしのレベルでものを考え

る必要があるのではないでしょうか。（ある中国人留学生の意見） 

 ・ウイグル事件のポイントを整理 

ウイグル事件の発端となったおもちゃ工場での、漢人のウイグル人に対する暴行は、

事実誤認・誤解が原因。民族間の差別ではなく、 

中国社会に広がる漢民族内部の格差（解雇され、失業したプアチャイニーズと一部の

富裕層との格差）が直接の原因であることを示唆。そのことがちゃんと知らされてい

ないことが一番大きな問題。 

・時間の制約もあり、漢族とウイグル族の間にある差別の問題については、議論せず。 

主：なぜデモになったのか？ 

参：おもちゃ工場事件の真相を究明するため（この限りでは、暴力を使う必然性なし。） 

主：中国でデモをすることは、違法なのですか？ 

参：デモをすることは違法ではないが、政府の見解に反するデモは違法である 

主：（この意味では、デモは武力鎮圧する必然性があったのではないか？） 

 ・分科会を通しての感想 

参：中国政府の対忚にも、問題はあるが、ウイグル人も暴動にならないような工夫を

しておけばよいと感じた。 

参：中国政府は悪いものだという先入観があったが、事実関係を直視して判断しなけ

れば、ただの差別主義であると気付いた。 

 



33 

 

●感想 

最初、対話型の分科会を考えていたが、この事件をここで初めて知ったという参加者が多かったので、その説

明に時間をとってしまい、参加者の意見を引き出しながら、分科会をすすめることはできなかった。ただ、主催

者側での結論は用意していたが、その説明をしないで、事件の概要の説明の後、グループに分かれた討論をする

ことによって、様々な意見が出てきたのは、成功であった。今後の課題としては、事前に参加者のレベルがわか

るようなアンケートをとっておけば、当日になって計画を変更しないですんだと思われる。 

●アンケート結果（回答人数：12） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。  

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・「国により考え方が違う」ということが実感できた。自分の考え方に大きな影響があったと思う。13 億人

をいかにまとめられるかを話し合った。・なぜ、中国人はウルムチと分裂したくないのか。 

・日本と中国は同じように、民族問題がまだまだ存在している。 

・56 民族が 1 つの国に収まりきれるのか、資本主義と格差社会の進行を善し悪しについて学びたかった 

・民族問題という見方と、中国の労働問題の見方もあることを知ってなるほどと思いました。 

・民族間での問題、国の考え方の違い、視点の違いを認識できた。また、メディアの報道の違いが国によっ

て違うことを知った。 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・ウイグルの問題を自身に照らして考えられる好機で、漢人、ウイグル人、内モンゴルの方が参加されていて、

この合宿らしい分科会だった 

・もっと、ウイグルの方の話が聞きたかった・意見交換の場を設ける時間が、もう尐し欲しかった 

（４）その他の意見・感想 

・漢人が、ウイグル人を見下していたと思った。報道機関が多面的に報道しないことが問題なのではないか。 

・中国の方も、日本の方も、考えは違っても楽しく話せるし、仲良くなりたい気持ちも一緒だと分かり、親

近感が湧いた 
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4．鹿児島の観光都市としての魅力 

～恋する鹿児島～ 

主催者：鹿児島外語学院（日本） 

●目的 

同じトピックに関して、留学生からの視点を取り入れることで相互

理解をはかり、実現不可能な解決策を見いだすことで共生への第一歩

を踏み出す。鹿児島にはたくさんのイベントや観光スポットがあるに

も関わらず、（国外からの）観光客の誘致ができていないという問題点

と解決策を、日本人と他国の参加者とでそれぞれの視点から話し合い、

どうすれば国際交流がもっと盛んになるかを考える。 

●感想 

時間配分はだいたい予想通りに進んだ。話し合いは各グループに司会者をもうけることによって、スムーズに

話し合いができた。事前に司会の進め方などを練習していたおかげで沢山の意見を引き出す事ができた。上手く

行かなかった点としては、導入部分が尐し長かったことである。事実やデータを示す事も大切だが、せっかく参

加者のみなさんが集まる機会だったので、もっと話し合いや意見交換の場所として時間をかければ良かったと思

う。次回からは、参加者はもっと積極的に参加をして、意見を述べ、交流を持つ事ができるようにしたいと思う。 

●アンケート結果（回答人数：27） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・意見を出し合う時、世代や地域や国ごとに着眼点が違い、意見を聞くと同時に自分を振り返ることができた 

・私は教育学部で英語を勉強しているのでプレゼンテーションは話し方等の点でとても勉強になった 

・日本人と外国人が観光客の減尐について感じている考え方が違うということ 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・地域の偏りがあったので、鹿児島県内の各地域を出してほしかった 

・もう尐し発表やディスカッションの比重を大きくしたら、もっと楽しめた 

・外国ではアイコンタクトを使っているので、原稿ばかり見ないで人の目を見ることが大切だと思った 

（４）その他の意見・感想 

・今までずっと鹿児島にいたので、外国人が外から見た鹿児島という意見が印象深かった。外国の方の言う通

り、これまで鹿児島の人は国際協力というものを身をもって体験していなかったことに気がついた 

・やはり観光地としてのアピールとなると、民族学的な特徴が注目されがちだと思った。もっとほかの分野で

のアピールポイントも探して、鹿児島にしかない魅力をアピールしていけたらいいと思う。 
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5．ユッノリ 

～元旦にする韓国の伝統のゲーム～ 

主催者：柳 泳兆（韓国） 

●目的 

 韓国の伝統的な遊び型を通して韓国の大家族文化を面白くつたえる。 

●感想 

韓国のゲームを通して、韓国が歴史的にどんな文化を持っている社会であるのか、また現在の韓国の大家族の

風習を伝えることができた。韓国のゲームを皆で体験してもらって、楽しみながら韓国のゲーム文化を理解して

もらえたと思う。しかし、時間が足りなくなり、質問や話し合いの時間が尐なくて一方的な説明になってしまっ

た。後半からはもっとゲームの文化や話し合いを持つ時間を増やすべきだった。 

●アンケート結果（回答人数：34） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・韓国独特の考えや意味がありおもしろかった 

・国の壁を越えて一緒に楽しめることが印象深く、また韓国の農業のことなどもわかった 

・韓国のこのようなゲームを学ぶと韓国の存在がより身近に感じられた 

・卖純なルールなのに、運と頭を使うところがおもしろかった 

・1 対 1 でなくチームで忚援するのもおもしろかった 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・「ド ゲ」などの呼び方をみんなで練習すれば覚えやすい 

・通訳が早かったので、無駄に時間がかからなかった 

・説明は写真やシミュレーションなどパワーポイントを用いてい

たのでわかりやすかった 
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6．GoGoGo-kon! 

～出会い―広げよう友達の輪～ 

 主催者：小田あさひ（日本） 

●目的 

ここでの「合コン」という言葉には、異性との出会いという枞を超えた「異文化との出会い」の意味が込め

られている。異なる年齢、国籍、文化を持つ人々が集まって会話をすることは日常生活ではあまりなく、実際

にそのような場になるとコミュニケーションの楽しさだけでなく難しさを感じることもあるだろう。したがっ

て、私たちは、皆さんが楽しく会話できるような時間と空間を作り、初対面同士が言葉の壁を越えて「伝えよ

う」とすることによって、お互いの違いを知ると同時に共通する感覚を見つけてほしいと思う。さらに、この

出会いをきっかけに、「また一緒にお茶をしよう」と気軽に言えるような、ずっと続く「友達の輪」を作っても

らえたらと願うところである。 

●当日までの準備内容と予定スケジュール 

※各テーブルに事前に準備したもの 

・テーブル名を表す番号札 

・トピックカード（会話のネタ探し用）：旅行、食べ物、料理、

将来の夢、ペット、失敗談、友達や家族、ｅｔｃ 

・紙と鉛筆（言葉で表せないもの等を書いて示すため） 

・お菓子と飲み物 

時間  活動内容 

開始 主催者あいさつ・趣旨説明 

（進行役の自己紹介の後、合コンという言葉には「異性との出会い」という枞を超え

た「異文化との出会い」の意味が込められていること、この出会いをきっかけに友達

の輪を世界に広げてほしいと思っていること、などをいう。また、パンフレットの多

国籍グッズもこの場では有効であると示唆する。） 

15 分間 合コンタイム 1 回目 

 参加者各自、自己紹介（順番はフリー）後はなるべく自然に任せつつ、盛り上がっ

ていないようなところに随時助け舟を出す。 

5 分間   席替え１ 

合コン 1 回目とは違う顔合わせになるよう仕組む 

 

20 分間 合コンタイム 2 回目 

（1 回目同様、自己紹介→会話を楽しんでもらう） 

5 分間 席替え２ 

合コン 1･2 回目とはなるべく違う顔合わせになるよう仕組む 

30 分間 合コンタイム 3 回目 

（1･2 回目同様に） 

10 分間 合コン終了。まとめの後、アンケート記入。集合写真を撮影。 

（これをきっかけに「また一緒にお茶をしよう」と気軽に言えるような、ずっと続く「友

達の輪」が広がることを願うと同時に、この分科会への参加と協力に感謝を示す。写真

は記録等に使用する旨を告知し、参加者に了解を得る。） 
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●当日のスケジュール内容 

時間  活動内容 

開始 

(遅れ 20 分) 

〈遅れた理由〉 

・会場の使用場所の詳細が分からなかった。 

・設営に手間のかかるものが多かった。 

・飲み物冷却用の冷蔵庫が遠くにあり、本数も多く、運ぶのに時間がかかった。 

・参加者の半数以上が予定以外の顔触れであった。 

25 分間 合コンタイム 1 回目 

1 テーブルの人数：3～4 人 

主催者トピックカードを持ってあるテーブルの会話に入る 

5 分間 席替え 

参加者が予定とは大幅に異なっていたため、当初予定していた席替え方法は断念。席

札を持っている人だけ先に予定されたテーブルに着席し、持っていない人は任意に各

テーブルに振り分けた。 

25 分間 合コンタイム 2 回目 

1 テーブルの人数：4～5 人 

主催者トピックカードを持って、あるテーブルの会話に入る 

5 分間 アンケート記入・回収 

10 分間 写真撮影、写真の希望受付 

参加者パンフ「多国籍グッズ」の紹介 

●感想 

まず、準備に時間がかかってしまい、参加者を待たせてしまったことを非常に申し訳なく思う。また、予定参

加者と当日の参加者が大幅に違う顔ぶれとなったことや、時間の関係で席替えが 1 回になり、その方法も任意で

振り分けるという形になったことにより、進行がスムーズにいかず参加者を混乱させてしまった。これについて

は、当日の参加者に大幅なずれが生じてもおかしくはないということを念頭に置き、臨機忚変に対忚できるよう

な準備をしておく必要があったと反省している。 

参加者の傾向としては、日本人が多く留学生は各グループに 1人か 2人という割合で、国籍にも偏りがあった。

そのためか、参加者からはもっといろいろな国の方との交流を望んでいたという声が聞かれた。しかし、これは

配慮の限界であったと思う。 

分科会の準備中、各テーブルで会話が弾むかどうかが不安であったが、ひとまず主催者はなるべく会話には入

らず見守ることにした。嬉しいことに、我々の心配をよそに自己紹介から自然と会話が始まり、お互いの国のこ

とを聞きあうなどして、どのテーブルでも楽しそうに会話が進められていた。もちろん、盛り上がりの程度の差

はあったようだが、開催前の心配は杞憂であった。また、いくつかのテーブルではトピックカードを利用して話

が進められている様子がうかがえて、準備したものが活用されて良かったと思った。最後には記念撮影をし、そ

の後参加者パンフにある「多国籍グッズ」を紹介したことにより、各自で連絡先交換をするきっかけを作れた。

ただ、これを分科会冒頭で紹介出来ていたらと、尐々悔やまれる気持ちであった。 

分科会終了後も和やかに歓談する参加者の姿に、この分科会がわずかながらでも異文化との出会いのきっかけ

となったのではないかと嬉しく思い、この出会いが日常生活での友達の輪となり、持続的により深みを持って広

がっていってほしいと切に願うところであった。企画、運営にあたってはいろいろと考えさせられることが多く、

主催者自身にとってもこれからが大切だと考える。 

終わりになったが、本来ならば共に主催するはずであった仲間の 1 人が、アクシデントによりそれを中断せざ
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るを得ない状況となり、本当に残念であった。しかし、多くの方々が本番に至るまでの準備や当日の急な忚援要

請に忚えてくださり、改めてその有難さを痛感した。本当に感謝している。 

●アンケート結果（回答人数：30） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・日本人との交流もなかなか興味深かった。同じ国の人同士でも、異文化の交流はできるのだと思った。 

・他の国の人が日本について思っていることを知れたのは本当に楽しかった 

・外国の方と様々なお話ができ、価値観や文化の違いを学ぶことができた 

・表面だけではなく、様々なことが聞けてよかった ・外国の方と絡みたかった 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・班が日本人と留学生とで均等に分かれるように工夫されていた 

・床に座っての活動はちょっと難しいと思った・もっと席替えがあってもいいと思う 

・各テーブルに置かれた筆記用具とメモ帳によって、読み方がわからない人が筆談を通してコミュニケーシ

ョンをとることができた 

 

7．多様性の結束（ビネカ ティンガル イカ） 

主催者：Christine Baransano （インドネシア） 

●目的 

多様性の結束の意味を説明する。 

●当日までの準備内容 

・準備していた発問 

Q1.インドネシアでどのような多様性があるのか？ ―A1.民俗・宗教・言語 

 

Q2.どうしてこの多様性が一つになったのか？ 

―A2.ヨーロッパの国から支配されていたインドネシア。その支配から

脱却するためには、インドネシアという国が民族や宗教の違いでバラ

バラではいけない。皆が１つになってインドネシアの独立を目指すと

いう同じ目標を持つことが、多様性が一つになることにつながる。 

Q3.どうやって一つになるのか？ 

―A4.青年たちが一致団結して、国のために動くことで、民族や宗教、
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言語の違いを超えてインドネシアが一つになっていく。 

●感想 

分科会の準備は大変だったが、当日の流れは良かったと思う。簡卖な日本語しか使えなかったが、参加者の反

忚が思ったより良かった。準備がバタバタしたため不十分なところがたくさんあったと思う。特に、質問されて

いるとき、うまく答えることができなかった。今後の課題についてはまだ考えていないが、もし同じテーマで行

うことがあれば、不十分なところを直し、今年と違う構想にしたいと思う。 

●アンケート結果（回答人数：24 人） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・同じ国内でも時差があったり、国境があったり、日本とは違うところがたくさんあって驚いた。 

・１つの国が、これだけ多くの民族から成り立っていることに驚いた。他人を思いやる心があるからだと思

った。 

・「唯一の言語」ができてからの教育方法について知りたい。また、音楽は日本の歌謡曲や演歌と似ていて、

身近に感じた。 

・お菓子とお茶は何でできていたのか気になった。今まで食べたことのない「甘さ」で不思議だった。 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・日本語で一生懸命説明してくれたので、とても好感がもてた 

・お茶やお菓子を出すところが、興味を引かせさせた。また、音楽を演奏することが大変楽しく、来年も参

加したいと思った。・画像の説明がもっと欲しかった 

 

8．イフガオ文化とイフガオ棚田 

～ユネスコ世界文化遺産、世界八番目の不思議の保全への影響～ 

主催者：Melody Muguerza（フィリピン） 

●目的 

・「世界の不思議」や「ユネスコ世界遺産」について理解する 

・イフガオ棚田について説明 

地理、輪郭、歴史、イフガオの人々、工学システム、文化と棚田、現在の地位 

・イフガオ棚田のいくつかの試みと東アジアと東单アジアの棚田を関連付け、それぞれについて述べる。 

●当日までの準備内容と予定スケジュール 

ビデオ(日英・上映時間約 25 分) 
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・プレゼンテーション・ナンバーカード 

時間 活動内容 

開始 グループダイナミックス；話し手と聞き手の距離を縮め、聞き手により活発になっても

らうために行う。 (活動:四角・三角・長方形・円の図形を見せ、参加者に好きな図形を

選んでもらい、彼らが選んだそれぞれの図形が持つ意味を説明する。そして彼らの性格

を診断する。  

5 分間 

 

イントロダクション 

・「世界の不思議」と「ユネスコ世界遺産」とは？ 

20 分間 

 

棚田についてのビデオ鑑賞  

（音声：英語、字幕：日本語） 

20 分間 

 

イフガオ棚田についてのプレゼンテーション  

5 分間 

 

評価（雑学クイズ） 

参加者が分科会でこのトピックスについて理解することが出来たかを評価するため 

採点 

まず参加者同士がお互い採点します。 そのあと主催者のもとに採点されたプリントを戻

します。そして最も得点の高い人を聞き、そのひとの名前と番号を控える。  

雑学クイズの内容 

a. どの国で棚田システムは構築されましたか？ 

b.フィリピンの世界中で有名な棚田を建設したのは誰ですか？ 

c.イフガオの意味は? 

d.東アジアと東单アジアに移住した中国の部族はなんですか？ 

e.棚田の全長は何メートルですか？ 

f.イフガオの人々によって使われた口頭の文化はなんですか？ 

g.イフガオの人々は彼らの稲作の神様を何と呼んでいるか？ 

h.イフガオ棚田は作られてから何年になるか？ 

i.古代のイフガオ人が岩石を割るのに使用した 2 つの道具はなにか？？ 

j.世界遺産リストにのっているイフガオの数はどれぐらいか？ 

25 分間 

 

公開討論 

・イフガオ棚田についてもっと理解してもらう 

・日本とフィリピンと、韓国、中国その他の国々の世界遺産について比較し述べる。  

・なぜ、どのようにして、文化遺産を守るのか 

・ディスカッションⅠ 

a. イフガオ棚田の地理と輪郭について 

イフガオの人々とフィリピンの他民族の人々の違いは何か。 

b. イフガオ棚田の歴史について 

イフガオの人々はどのようにして棚田の技術を後世へと引き継いだのだろうか。

それは現在も行われているのだろうか。スペインによって征服されたのだろう

か？ 

c. イフガオの人々:彼らの自然と文化 

    なぜ    人々は彼らの歴史について歌を歌うのだろうか？ イフガオ棚田を保護するイフ 
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ガオ文化の役割とは何だろうか？  

d. イフガオ棚田の工学システム 

イフガオの人々はどのようにして壁を築いたのであろうか？  

水はどのようにして均等にイフガオ棚田の頂上から最下点へと流れるのであろ

うか。 

e. 文化と棚田の文化と環境の歴史  

イフガオ文化のイフガオ棚田に対する最も多大な貢献はなんであろうか。 

f. イフガオ棚田:世界危機遺産のリストの現状  

なぜイフガオ棚田は世界危機遺産のリスト上にあり、それが意図するものは何

であろうか。 

・ディスカッション Part Ⅱ 

（例：「ここ日本では、いくつの世界遺産がありますか。」 日本人の参加者が関心を持っ

て答えさせるように、他の国々についても質問し解答を得る） 

質問 1:「参加者皆さんの国にそれぞれいくつ世界遺産がありますか。」 

質問 2: 「あなたの政府はあなたのお国の世界遺産を守るために何か対策を講じていま

すか。それはどのようなものですか。」 

 

5 分間 

 

表彰・終わりの言葉 

・高得点の参加者を読み上げてフィリピンから取り寄せたイフガオの木製人形を景品に

プレゼントする。 

●当日のスケジュール内容 

時間  活動内容 

開始 グループダイナミックス 

20 分間 

 

イントロダクション 

世界の不思議とは何か？ 

ユネスコ世界遺産とはなにか？ 

20 分間 

. 

イフガオ棚田についてのビデオ鑑賞  

(日本語字幕付) 

15 分間 イフガオ棚田についてのプレゼンテーション  

10 分間 評価 ・雑学クイズ 

10 分間 

 

公開討論 

・ディスカッション Part I 

主催者の回答 a: 

棚田はいつも山頂に達しています。 これは田んぼが完全に泉、川、滝に供給する雤水

に依存しているからです。しかしイフガオでは、雤季はふつう 6 ヶ月で、稲作もまた植

え付けから収穫まで 6 ヶ月かけています。 

参加者 a： 

山頂はしばしば 1500m に達するということでしたが、作物を育てるのに雤は必要不可

欠ですが灌漑に十分な雤は降りますか？ 

参加者 b： 

未だに同じ品種の米を使用しているのですか？ 
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主催者の回答 b: 

はい。これは私たちが遺伝子組み換え作物のない地域と呼んでいる理由です。人々はた

だ原産の過去数千年前から育てられている米の種類を使用しています。 それは 人々が

遺伝子組み換え作物はかれらの魂を破壊し彼らの環境の自然サイクルを変えると信じ

ているからです。 

参加者 c： 

生産性はどうですか？ 

イフガオの人々が生産するとき、現代のお米の生産に比べてどれぐらい生産量は低

いですか？ 

値段を想定できますか？ 

主催者の回答 c： 

農民がすでに田んぼをあとにして他の仕事を見つけたり、1 年間に 2 度収穫できる交配

種の米を耕作できる低地に新しい土地を購入したりする現代のお米に比べると生産性

は本当に低いです。 

私は確かにどれぐらい低いか分かりません。しかし現代の交配種のお米と比べると本当

に低いです。それは政府が農民に田んぼで耕作することを奨励し地元と輸出市場での原

産の普及促進を支援しているからです。これは補助金システムです。 

参加者ｄ： 

あなたは丘にいる人びとのムンバキについて話しましたね？ 

主催者の回答ｄ：ムンバキはイフガオの聖職者です。彼らはサツマイモや、他の根菜類

や野菜を育てているにもかかわらず、イフガオの人々はほとんどを主食のお米に頼って

います。イフガオでは、田んぼを含む広い土地を持っていたら、お金持ちということを

意味します。土地は稲作のような農業生産においてあなたが恵まれているかそうでない

かの社会的地位を決定します。 

 

・ディスカッション Part II 

5 分間 ・表彰と終わりの言葉  

●感想 

上手くいったこと 

グループダイナミックスが上手くいった。わたしは手作業で日本語

字幕をビデオにつけたので、それがとてもよかったと思う。したがっ

て、日本人の参加者にはより分かりやすくなったと思う。同じように、

バングラデッシュとインド、そして日本の代表の方々が彼ら自身の国

の世界遺産について話し共有してくれたのでディスカッションが本

当に興味深くなった。このようなディスカッションで、世界遺産の発

見と保護について参加者に求める、というこの分科会の主な目的は達

成されたと思う。そのうえさらに、参加者はフィリピンの世界遺産についてだけでなく、彼ら自身の世界遺産と

他の国についても同様に学習し理解することができた。認識し、理解し、それぞれの世界遺産を尊重することは

国境をつなぐ架け橋を創造したことになるでしょう。このディスカッションの土台はこの多国籍合宿のテーマで

ある「多文化共生社会構築への挑戦」に向けられるものである。私が前もって参加者の国々の情報を入手するこ

とができたのも良かった。私は彼らの世界遺産の写真やパワーポイントを準備することができ、彼らの世界遺産
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について議論したい参加者はこれらを使って議論することができた。それゆえ、議論がより円滑に運びはっきり

と分かりやすいものになったと思う。 

 

上手くいかなかったこと 

ディスカッションの時間がもっとあれば、参加者の世界遺産について共有するために、もっとよりよいディス

カッションを持てたはずだ。ディスカッションのための時間を確保するためにビデオを１つにしたが、このタイ

プの議論をするには時間はとても限られていた。 

 

今後の課題 

 まずこれは、この多国籍合宿でのいつもの問題になるが、特に時間が足りないと思った。どうか時間の調節を

願いたい。より多くの参加者がいる場合、特に講義・ディスカッション形式、または講義・ワークショップ型の

分科会には最低でも 2 時間を必要とする。 

●アンケート結果（回答人数：18） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・イフガオの棚田を訪れる観光客が世界遺産に与える影響が気になった 

・自分の国の世界遺産についてあまり知らないことに気付いた 

・世界遺産に「危機」という項目があるのを初めて知り勉強になった。「何を失ったのか？」は失ってみてわ

かるのだと思う 

・各々の文化や遺産は１つの国にとどまらず国境を越えシェアしている事がわかった 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・一方的でなく、ディスカッションする時間が設けられていたことがとてもよかった 

・英語ができないので、あまりついていけず残念だった 

（４）その他の意見・感想 

・棚田をつくるためには、とても緻密な計算が必要で、それを古代の人々がつくることができたということが

すごいと思った 

・イフガオ族の人々が棚田をつくる過程で、火と水をつかって岩を砕いて運んでいたという話をきいた。とて

も長い時間をかけつくりあげた棚田を今も大きくしていることには驚いた。実際に棚田を見てみたいと思っ

た。 
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9．マレーシアのユニークさ 

主催者：Hafizuodin Bin Mohamed （マレーシア） 

●目的 

・マレーシアの習慣と民族を紹介する 

・マレーシアの習慣を感じる(マナー、結婚スタイル) 

●感想 

うまくいったこと 

・参加者がとても楽しかった 

・スライド作業がスムーズでいい発表できた 

・時間内に終わらせた 

うまくいかなかったこと 

・スライドでは正しい日本語を通訳できなかった 

・途中で来た参加者のための椅子が足りなかった 

・参加者からたくさんの質問を聞きたかったが時間が足りなかった 

●アンケート結果（回答人数：42） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・結婚式の様子を実際にやってくれて分かりやすく楽しかった 

・マレー系の結婚には親の承諾が必要だということにとても驚いた 

・マレー系や中国系の人口が多く、いろいろな文化を持っている人々が共生していることを知ることができ

た・人口が 2％の原住民たちについてもっと知りたいと思った 

・マレーシアのタブーについて日本と似ているものがあり、違う文化の中でも共通のものがあることを知っ

た・家や学校の様子など、マレーシアの家庭環境などをもっと知りたかった 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・質問者や発言者にプレゼントをくれるのは良い方法だと思った・マレーシアの伝統の服を着て説明したこ

とが良かった・進行の 2 人が面白く、コンビネーションの良い 2 人が上手な進行を行っていた 

・ユーモアをまぜながらの進行がとてもよかった・どんなに難しい質問でも答えていたのですごかった 
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10．エジプトにようこそ 

主催者：Hazem Adbullah （エジプト） 

●目的 

1. エジプトの主な観光都市について紹介 

2. 地域によって異なる文化圏が定着していることを明らかにする 

3. 短期間訪問にふさわしい場所について紹介 

4. エジプトを訪れようとする日本人が有意義な利益や旅の案内情報

の取得に役立つようにする 

5. 私たちイスラムの本質や、真理を探り出すための他人への振舞いを

探究することで、イスラムの本質や有力者たちについてのマスメデ

ィアの中傷的演出を払拭できるように促す。 

●感想 

 エジプトはおそらく紀元前 3100 年前にナイル川流域に現れた世界最古の文明である。エジプトの歴史を考え

た時ほとんどの人々は、ピラミッドやミイラやファラオについて思う。しかしエジプトの歴史をさかのぼると、

それよりはるかに多くのストーリーが存在する。他国よりも長い青史をエジプトは持っている。エジプトはファ

ラオの孫子息であるが、ギリシア（プトレマイオス王朝）やローマ、キリスト教徒、イスラムなどの影響を受け

た文化も持っている。エジプト人の宗教の 9 割を占めるイスラム教は平和な宗教であり、侵略行為やテロリズム

にはことごとく逆らったものであることを明らかにすることができた。 

●アンケート結果（回答人数：22） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・エジプトの観光だけでなく、宗教についての話も勉強になった 

・イスラム教は、真実の姿とメディアの報道内容との間でかなり差があるのを感じた 

・実際にいろいろな方々と話をしてみなければそれは自分にとっての真実ではないということを学んだ。メ

ディアの考えに流されてはならないと思った。 

・イスラム教で喫煙が禁止されていることを初めて知った。近くにいるムスリムの方がよく吸っているのを

見かけていたので、不思議な感じだった。 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・人数がそれほど多くなかったので、意見を出すときは、司会者を中心にして円形になって話す方が意見を

出しやすいのではないかと思った・発表者と通訳者の連携が取れていて好感が持てました 
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・一方通行ではなく、意見交換ができる発表になってほしい 

（４）その他の意見・感想 

・エジプトの古代文化以外にも多くの見るべき施設があり、その多くの都市はナイルの恩恵によって栄えて

いることも知った。今、イスラム教に関心が集まっているが、個人個人でムスリムと接することにより、イ

スラム教やムスリムについて自分の考えを形成していきたいと思った。 

・イスラムについて今まで深く考えたことはなかった。しかし、今日の会を聞いて、イスラムのテロなどは

イスラムと全く関係がないということが分かった。人を敬い、自分の人生を一生懸命生きたいと思った。ニ

ュースを聞きながら、イスラムについて今後考えていきたいと思う。 

 

11、焼酎を楽しもう！ 

主催者：山下いのり（日本） 

●目的 

日本のお酒文化である「焼酎」を通して、世界中の人々が交流を深めることを目的としている。焼酎、特に芋

焼酎は鹿児島の人々にとって、なくてはならないものである。そんな焼酎の魅力を一緒に感じてもらいたい。 

 

●感想 

うまくいったこと 

・これまでの分科会と違って、人数が尐なかった為、参加者の人達と話しながら会を進めることができた 

・今回の場所が、入口横のオープンスペースだった為、参加者の人たちとの距離がこれまでのクラフト室で行っ

ていた時より近く、親しみやすい感じで、とてもアットホームに会を進めることができた 

・香りのサンプルなどを使って進めたことが、参加者の人たちの興味を持つことができた 

・5 人で 1 組のグループになってクイズを解いてもらった。隣に座っている知らない人達とも仲良くコミュニケ

ーションがとれていた 

うまくいかなかったこと 

・異なった芋を使って造った焼酎を当てるクイズでは、味のヒントばかりを説明していた。味での違いを感じる

ことは、とても難しいことであったため、香りでの違いのヒントをもっと多くだすべきだった 

今後の課題 

・焼酎の認知度をもっと上げ、焼酎を通して日本にいる、鹿児島県に住んでいる外国の方々が交流していけるよ

うな PR を行ってくべきだと感じた 

●アンケート結果（回答人数：12） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 
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（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・芋の種類を当てるのが難しかったが、テイスティングすると

味が全く違った・焼酎のさまざまな後味の違いはとてもわく

わくし、興味深い経験だった・米や麦、芋、黒糖以外にも比

べてみたい 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・参加者の意見を聞きながら勧めてくれた 

・ティスティングのヒントは匂いだけでなく、味も表示してほ

しかった 

（４）その他の意見・感想 

・外国の方からの『無色透明だからアルコールのみに見える』という焼酎に対する意見に驚いた。確かにそ

うだと納得したので、世界中の人に焼酎も美味しい酒なのだと知ってほしい。 

 

12．アジアのアート 

主催者：小川景一（日本） 

●目的 

多様性の許容から生まれる、共生・共創を体験する。古代中国に芽生えた独自の景色の見方と水墨画の技法は、

世界の美術史に類例のない山水画という領域をつくりだした。日本の水墨画は中国から渡来後、独自の日本的な

変化をとげている。ユーラシア大陸を「パチンコ台」に見立て９０度回転させてみると、日本は様々な ルート

から多様な情報を受け入れ、混沌を引き受け、バランスをとりながら一気に融合させる相等にハイブリッドな一

番下の受け皿にもみえる。水墨というアートの身体的体験をとおして、日本から東アジアそして世界を垣間見る。 

●感想 

分科会参加者の参加時間にタイムラグと途中での参加希望など想定外があったのだが、それまで多様性と捉え 

作品にしていった。クラフト室が思った以上に使いやすかったので、参加者はリラックスして「共有する場」か

ら共創できたようだった。グループ分けの際に、多様な出身地域をバラけさせることができれば、更なる「共生

の場」を考える事ができただろう。老若男女の多国籍からなるメンバーは、筆と墨をつかって全員でどんな作品

を仕上げるのだろうか。どんな順番で、どんな描き方をして、どんな結果がまっているのかは、皆目見当がつか

ない。やってみないとわからない所があった。そのうえ、この梅雤の時期に描く水墨は、思いがけないにじみが

多発し、それがいい味を醸しだせば問題ないが、ときには、そのにじみが絵画のバランスを崩してしまう。多国

籍合宿という「場」で、出会った「偶然」は、どんなものを生み出してくれるのだろうか。振り分けられたグル

ープは、たまたまな偶然の出会いにすぎない。しかし、偶然のいくつかは、思いがけないモノやコトを生み出し、

価値観を揺さぶり、ときに人生を大きく左右する。 

グループで一つの絵を書かせたときに、たまたまアフリカの人が複数いるチームは、全体がしっかりした線で描

く現代アートの香り漂う作品になっていた。日本人が複数いるチームは

余白のある、きめの細かなにじみのある画面に仕上がっていった。どの

チームも調和がとれた作品だった。初日から、窓の外を濡らす雤は、多

様で多彩な人々を、多国籍合宿という「場」に濃厚に閉じ込め、共通の

体験を通じて、偶然による縁の結び目をより強固にさせていたのかもし

れない。「共生」と「偶然」と「場」について、ちょっぴり哲学した気

分の二日間でもあった。 
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●アンケート結果（回答人数：28） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・みんなで一枚の絵を仕上げるのはそれぞれの個性が出ていて面白かった 

・文化の違いやそれぞれの見方によって作品の雰囲気が変わっていくのが見えて、面白いと思った 

・中国人として、中国文化をもっと深く理解しなければならないと思った 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・個人で練習して、みんなで作品を作るという流れはとても良かった 

・わかりやすく、簡卖な方法で素晴らしい作品を作ることができた・一人一人の指導もありとても良かった 

・通訳者がついてないのは不適切かと思ったが、“Art”にはそれほど必要ないのだと思った 

 

13.世界平和を実現するために 

～マスメディアとのかかわりを通じて～ 

主催者：山下智恵（日本） 

●分科会の目的 

イスラム教徒＝テロリスト、悪の枢軸北朝鮮など、マスメディアから私たちに伝わる世界は卖純な善悪二分論

やレッテル貼りで彩られていないだろうか。テロリストと呼ばれる人々の背景は？ なぜテロにまで至ったの

か？それを考える暇なく、敵味方が区別される。日本においても、北朝鮮に対する報道など、決して他人事では

ない。 

 この分科会では、マスメディアや戦争について、普段から参加者が思っていることを自由に出し合いながら討

論を進めていく。難しい理論や理屈はなくていい。素朴な疑問や率直な意見をぶつけ合いながら、マスメディア

との関わり方を知り、正しい世界の認識に近づくことを目的としている。 

●当日までの準備内容と予定スケジュール  

・ミーティングにおいて発問等を含めた分科会の全体の流れづくり 

・パワーポイントの作成 

時間  活動内容 

20 分間 

 

Part 1: 9・11 以後の報道 

Q1 あなたの国での 9・11 後の報道はどのようなものでしたか？また似たような例はあり

ますか？ 

30 分間 Part 2: メディアにあおられた対立関係 

Q2 これまでの話で、何か意見はありまか？  
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Q3 疑問点は？  

Q4 他に、メディアによる善悪二分論やレッテル張りの例は ありますか？  

30 分間 

 

Part 3: 対処策は？  

Q5 これまでの話で、何か意見はありますか？  

Q6 疑問点は？  

Q7 個人の交流で世界は平和になるのでしょうか？  

Q8 あなたは、何から始めますか？  

10 分間 おまけ / アンケート  

●当日の活動内容の詳細  

時間  活動内容 

10 分間 自己紹介 

18 分間 Part 1:  9・11 以後の報道 

20 分 Part 2: メディアにあおられた対立関係 

20 分間 自由討論の時間 

10 分間 Part 3: 対処策は？ 

9 分間 自由討論 

3 分間 アンケート 

●感想  

 メディアに対して、尐しだけ懐疑的な目線を持ち、共有したい。

それがこの分科会の趣旨だ。９・１１直後の報道や日本における

北朝鮮報道を中心とした主催者プレゼンを基にはしたが、基本的

には参加者の自由な発言で成り立っていた分科会だった。メディ

アの話題に留まらず、戦争に関する話題、メディアの商業化など

多岐にわたる発言が出たことは良かったと思う。 

 分科会を進める途中で、参加者から主催者の知識不足を指摘す

る場面があった。MD システムを北朝鮮への挑発行為だという主

旨の主催者の発言に対して、防衛と威嚇は区別せよとの指摘であ

った。認識の違いもあるが、上手く反論が出来ず、指摘されたところで議論が尐し停滞してしまった。これは主

催者側の知識・準備の不足によるもので、このことにより、今回の分科会がうまくいかなかったように思えた。

しかし、よくよく考えてみるとこれでよかったのだとも思う。 

 メディアに接する私たちのほとんどは今起きている問題に対して知識不足のド素人だ。問題意識があり、知識

もあるといったエキスパートはほんの一握りだと言ってよい。この分科会の目的は、その大多数である知識不足

の人間が、すこしだけ懐疑的な目線を持つにはどうすればいいのか、感じた違和感を共有出来ないか、そしてそ

の認識が世界平和の実現にひと役買えないだろうかとはじめたものだ。分科会は講義の場ではない。知識不足の

主催者が、参加者とともに素朴な意見や疑問点を出し合い、話し合い、相互に学べる話が出来たということは大

きな成果といってよいのではないか。 

●アンケート集計結果（回答人数：12） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 



50 

 

 
（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・メディアの内側にいる人の意見や色々な人の考えを聞くことができてよかった 

・直接真実を確かめること、冷静な目をもつことは大切だと思った・日本人は真実を追求することに熱心だ

と感じた・マスメディアの裏には隠された真実があることが分かりこれから考えながら生活したいと思う 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

 ・人数も尐なく、ディスカッションが多かったのが非常によかった。マスメディアの影響の大きさを考えさ 

せられるとともに一つ一つの情報に対しての吟味を忘れないようにしたい。 

 ・ちゃんと通訳の人がいて日本語が通じない人にも配慮していて、英語の表記もしっかりしていた 

 ・プレゼンテーションが字だけだったので飽きてしまった 

 ・皆の意見が難しく、本格的で全然理解できなかった。もう尐しわかりやすい言葉で説明がほしかった 

 

14.ちがいのちがい 

主催者：じゃっど（日本） 

●分科会の目的 

・ことわざ一つとっても，その地域・国・民族によって意味合いが

変わってくるように，「自分の持つ常識」が「世界共通の常識」で

ないことに気付くことで，相手の立場を理解しようとする態度を持

つ契機とする・常識やルールの「ちがい」の中には，「あってもよ

いちがい」と「なくしたほうがよいちがい」があることに気付き，

その「なくしたほうがよいちがい」をなくすために努力する態度を

持つ機会とする。自分の常識が世界の常識でないことに気付き、相

互理解への契機とする 

●当日までの準備内容とスケジュール 

・「ちがいのちがい」に関する資料の英訳 

・補足説明用 PP ソフトの準備、パソコン、プロジェクターの準備 

・参加者を５～６名程度のグループに分ける。その際一つのグループに１名以上の留学生が入るように配慮す   

る 

● 当日の活動内容の詳細 

時間  活動内容 

開始 ・グループ分け 

・私たち日本人は，ことわざ「湯水のように金を使う」に対して「贅沢にたっぷりと使

う」というイメージを持っている。しかし，砂漠などの乾燥地帯では「大切に尐しず

つ使う」という意味を持つことを知る。 
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・このように、一つの言葉や事象に対して抱くイメージは、その人の育ってきた地域や

環境・年代によって違ってくることに気付く。 

・テーマの確認を行う 

⇒「湯水のように金を使う」ということわざに対し、大事に使うというイメージの学生

がいなかったので、参加者には今ひとつ伝わっていなかった。 

40 分間 

 

・じゃっどが準備した「ちがいのちがい」の設問紙をよく読み、自分の意見をまとめる 

⇒いきなり自分の意見を書くという作業をしたせいか、とまどって手付かずの参加者

が 1名いた 

・それぞれの意見がまとまったところでグループに別れる。今度はグループとしての「ち

がいのちがい」に対する意見をまとめる。その時、何故そう思うのか具体例をあげなが

ら討議を行う。 

・それぞれのグループの意見を発表する。（「ちがいのちがい」について補足説明を聞く。 

・さらに、グループ討議を行う 

⇒語学力のちがいで、うまく討議できていないグループが見受けられた 

20 分間 

 

・ それぞれのグループの意見にどのような変化がでたか、確認する 

・正誤のでるテーマではないことを確認する 

・「ちがい」の中には、変えられるちがいもあることを確認する 

・変えられるちがいの一部である「じゃっど」の活動について説明を聞く 

・「ちがい」の存在を認め、お互いの価値を尊重するように確認する 

10 分間 アンケート記入 

5 分間 参加者からの自由意見発表（3 名） 

5 分間. NPO じゃっどの活動案内 

●感想  

各グループに 1～2 名の留学生を配置するグループ分けができ、各グループ留学生は積極的に意見を出してい

たが、A グループ以外は日本人参加者から意見が出ていなかったのが残念だった。もっと意見を出しやすい雰囲

気にするために、自己紹介の時間を作ればよかった。また、一つのテーマにこだわる為に、全テーマを討議でき

ないグループがあった。 

最終の自由意見発表の際、ベトナムの留学生から設問１のうるち米ともち米への価値観のちがいが理解できない

と発表があった。比較地域であるラオスと近いために理解しようという姿勢が見られず、説明に困った。 

鹿児島大学の加藤教授より①「ちがいのちがい」は日本から見た違いであって、相手からの視点が足らない。 ②

10 年後が見えないアフリカなどの地域ではそんなことは言っていられない状況にある。そうした地域のあるこ

とをふまえた説明も必要ではないか ③対象地域の住民が目指す理想が日本である必要があるのか といった

指摘があった。今後このプログラムを実施するに当って参考としたい。 

分化会後、バングラディシュの留学生からこの分科会の目指すもの、主催者の目指すものは何かとの質問があっ

た。しかし、英語しか話せない留学生だった為こちらの説明がよく伝わっていないようだった。したがって、今

後通訳の配置を検討する必要があると思う。 

また、同じ留学生から「ちがいのちがい」という表題が理解しにくいとの指摘もあり、この題名では討議する内

容が想像できにくいとのことだった。なので、わかりやすく内容が想像できるような表題及び内容説明文に変え

る必要があると感じた。 

●アンケート集計結果（回答人数：23） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 
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②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・外国の方と意見交換ができる貴重な場であった 

・同じ文章でもそれぞれ読み取り方に違いが出てそれにより答えにも違いが出ていたことが印象的だった 

・「自分と人は違う」ということがこの分科会の最大のポイントであるのに、最後はグループごとで考えを１

つにまとめるということに疑問を感じた。（現に私のグループではまとまらなかった）価値観の押しつけで

はなく、まずその国の現状をきちんと受け止め理解することが「ちがい」を考える大前提だと感じた。・違

うことは当然のこと、良いことだと思っていたが、「ないほうが良い違いもある」ということを学び、自分

の考えが変わった。些細な事柄でも差別意識につながると分かったので、そこをもっと知りたいと思った。 

・「違い」を文化の違いとみるか、貧富の差と見るかとても微妙で難しかった。国が違えばやり方も違って当

然だと思うのではなく、その背景に何があるのかを考えていかなければならないと思う。 

・違いを考えるときに、予備知識がなかったため難しかった 

・違いを受け入れるかどうかにおいて様々な尺度と価値観があること、主観によって、差別と区別が判断さ

れていることは多いと感じた 

・ニュースで見る外国事情は偏っていて、今回のラオスのような国の事情はほとんど目にすることがないの

で、知ることができよかった 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・世界中の「ちがい」や、安心・安全等の価値観と考え方について学びたかった 

・写真による説明があって理解しやすかった・討論する質問が多くて、時間内で話し合いきれなかった 

・前もってテーマや項目を知っていると、もっとより深い議論になったと思う。色々な国の留学生に「ちが

い」について話してもらえるとよかった。・日本語が理解できない方には難しかったのではないかと思う 

・もう尐し多くの国の人が交わる分科会であればよかった・進行役がいなかったので話し合いづらかった 

 

15.テロに対する戦争におけるパキスタンの役割 

主催者：Anis ur Rehman（パキスタン） 

●分科会の目的 

9.11 事件後、パキスタンで起っているテロに光を当て、聴衆に CIA

のムジャヒディン(タリバン)に対するサポートの真実について、そし

てパキスタンの経済がこの戦争に影響を与えられているということ

について、どれだけ多くの人々が対テロ戦争で傷を負い、亡くなった

のか、メディアが伝えていることと真実の違いを伝えたい。 
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●当日の活動内容の詳細 

時間  活動内容 

2 分間 あいさつ 

5 分間 

 

パキスタンの紹介(パワーポイント) 

・面積、首都、人口、地域、国旗等・イスラム教の簡卖な説明 

45 分間 

 

・プレゼンテーション(パワーポイント)※うち約７分ビデオ観賞(英語音声のみ) 

ニュースでは伝えられない真実を知ってもらう 

・ガンマーケットの様子、パキスタン軍対タリバンの様子 

・バッファーゾーン(トライバルエリア)について 

①どのように出来たのか②兵士養成所③ジハードのコンセプト④不正に広がる銃の闇市

場 

・タリバンについて 

①タリバンの歴史②タリバンの影響③自爆テロ④パキスタンとアメリカによるタリバン

へのサポート 

・写真(ソ連によるアフガン侵攻後のアフガニスタンの状況) 

・9.11 事件とアフガニスタン戦争 

 写真(アメリカ‐タリバン戦争の結果) 

・対テロ戦争について 

①パキスタンでの対テロ戦争②対テロ戦争に対するパキスタンのサポート 

③紛争④戦争でパキスタンが失ったもの 

20 分間 

 

質疑忚答 

Q1 あなたは 9.11 事件についてどう考えますか？ 

Q2 もしあなたの国でテロのような問題に直面したら、どのようにして平和を取り戻しま

すか？ 

Q3 あなたはメディアが伝えるイスラム教やタリバン、アルカイ―ダについての情報を信

じていますか？ 

Q4 戦争を終結させる解決法はありますか？ 

7 分間 アンケート 

1 分間 あいさつ 

 

●感想 

英語だけになってしまったが、討論が盛り上がったことは良かったと思う。しかし、分担スタッフとのコミュ

ニケーションがうまくとれておらず、通訳の人とも話し合いが十分にできていなかったため、当日は主催者自ら

が通訳をすることになった。また、討論が英語のみで行われた結果、日本人からの意見がほとんど出なかったの

も反省すべき点だ。 

 

●アンケート集計結果（回答人数：18） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 
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（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・タリバンとパキスタンの関係についてもっと知りたかった・パキスタンの現状は思っていたよりも深刻な

ことが分かった。パキスタンの人々を助けたい。・子供が戦いに入っているという事実がとても悲しかった。

映像、写真を用いての説明だったので問題の本質を知ることができたし、初めて知ることがあった。なかな

かこのような話を聴く機会がないので大変ためになった。・子供の人体爆弾の写真を見せていただいて、大

変驚いた。・なぜビンラディンがイスラム教徒ではないことが明らかになっていないのか知りたい。 

・この話を聞いてイスラム教徒、パキスタンが悪くないことがわかった。 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・尐し英語が難しくて分からない部分が多かった。・スライドがもう尐し具体的だったらよかったと思う。 

・全体的に内容を理解できるようにスライドを作っていて、発表者の意図が伝わってきた 

・通訳がもっと機能していたらよかった 

 

16.ネパール最高の観光地 

主催者：Swachchchanda Songmen、Manoj Bohara、 

Bimika Pati、Prakash Patil（ネパール／インド） 

●分科会の目的 

   ・2011 年はネパール観光事業促進の年となっている。これを背景に華麗な観光地ということに重点を置いて国

際色豊かなネパールの地を紹介し、参加者に積極的に参加してもらうことによって、ネパールについてより

理解を深めてもらう 

●当日までの準備内容と予定スケジュール 

・機材の準備 

・分担スタッフと通訳者とのミーティング 

●当日の活動内容の詳細 

時間 活動内容 

開始  

5 分間 主催者自己紹介&国歌紹介 

20 分間  プレゼンテーション 

20 分間  ビデオ観賞 

5 分間  クイズタイム 

35 分間  ワークショップ 

5 分間  まとめ 

10 分間  写真撮影&アンケート 
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●感想 

プレゼンテーションとビデオをきちんと準備することができ、通訳がとてもスムーズですばらしかった。また、

参加者が積極的に参加してくれた。しかし、参加者は当初 27 人と予定されていたが、結局は 20 人しか集まらな

かったのでスケジュールを変更しなければいけないところもあった。参加者の中には前半の分科会で疲れてしま

い、後半の分科会に来なかった人もいるのではないだろうかと思った。 

●アンケート集計結果（回答人数：16） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

   

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・ぼんやりとしか知らないネパールの観光が写真でよく見えてきた・もう尐し街の風景を見たかった 

・ネパールの国の成り立ちがよくわかった・ワークショップなど活動できる時間があったのがよかった 

・ネパールの自然があんなにも美しいとは思わなかった。ネパールに行きたくなった。 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・スライド、クイズ、ワークショップなど内容盛りだくさんだ

ったのでとてもわかりやすかった 

・通訳が非常に聞き取りやすかった・キャッチコピーを作らせ

るというのは面白い試みだった 

・ビデオの進行がはやかった 

 

 

 

17．外国人の政治参加について話しましょう 

主催者：野口英一郎（日本） 

●分科会の目的 

 多文化共生社会の基礎をなす、在住外国人の政治参加（参政権）を取り巻く現状を知って、身近な自分にも関

係することとしてとらえて欲しい。中でも賛否双方の論点・主張などを紹介しながら、参加者間で議論と意見交

換を膨らませ、「隣近所で暮らす外国人と一緒に社会をつくるとは何か？」どうすればよいのかについて議論す

る。 

●当日までの準備内容と予定スケジュール 

5／30 第一回打ち合わせ（主催者、通訳、担当スタッフ） 

6／14 第二回打ち合わせ（主催者、通訳者、担当スタッフ） 
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☆当日配布資料☆ 

1995（平成 7 年）2 月 28 日の最高裁判決以降、日本における、「外国人の政治参加」の話題は主に、永住（永

住許可は 10 年以上日本在住、特例の 5 年もある。国籍取得に必要な原則 5 年よりも長い。特別永住者とは、1945

年 9 月以前から日本に住む、朝鮮半島と台湾出身者とその子孫。）外国人の地方参政権をめぐって交わされてい

る。今日、日本の永住外国人は 91 万人。このうち、特別永住者の在日韓国人と朝鮮人は 42 万人（累計では 47

万）。中国 14 万人・ブラジル 11 万人。中国人のほとんどは一般永住者で、この 10 年で 4 倍に増えている。 

学説の多数は国政選挙権については憲法上禁止されているものの、地方選挙権については付与してもよい（付

与しなくてもよい）という立場から展開されている。皆さんの母国ではどうだろうか？また、参政権を話し合う

ときは、国政と地方それぞれで、選挙権と被選挙権について考える必要がある。 

 

～考えるための素材・キーワード～ 

賛成）内なる国際化、多文化共生、定住していて住民であり市民であるから、日本の活力維持、多様な生き方、 

尊重、住民投票条例では既に 200 超の自治体、植民地支配の清算、OECD 加盟 30 カ国で参政権を全く付与せず

に重国籍を認めないのは日本だけ、普遍的人権、住民としての権利、住民自治の実現、 

慎重）領土・歴史教科書問題と含めて議論、国民的理解のために時間をかける、 

反対）特定地域集中の権利行使、日本国籍を取得せよ、内政干渉、防衛、安全保障、沖縄や対馬、地方自治の 

ありかたに重大な影響、外国人は国民ではないから憲法違反、二重参政権、在日韓国人は韓国に納税していない

が韓国国政へ参政権を行使できる、等など。 

 

～参加者の発言予測について～ 

 今回は、ホットなイシューでありながら学生は無論、日常会話にもほとんど話題に上らないテーマをタイトル

にかかげ、賛否いかようにも自由な発言と意見交換を行い、参加者

全員が観察者あるいは傍観者で終わらないように 90 分をつくるこ

とが最大課題だったので、事前の予測というよりも何をいわれても、

どのような極端が交わされてもできるだけ慎重に丁寧に対忚して

いこうという思いで臨んだ。私の分科会では毎回「何でもあり」と

いうスタンスで臨んでいる。出身国によって発言に濃淡や賛否にこ

める気持ちに差異があるのではないか、アジアの国々における外国

人参政権の状況把握はできていなかったが、母国での実施は難しい

のではないかという見解が一般的になるのではないかと考えている。 

●当日の活動内容の詳細 

時間  活動内容 

5 分間 導入 

・地方参政権を主題にしたいと説明 

15 分間 アイスブレイクを兼ねた自己紹介と現時点での考えと意見の表明 

⇒国政参加という観点から反対の意見が参加者のほとんどをしめる。導入の失敗を感じ、

再説明実施。 

5 分間 概要と現状の説明 

40 分間 説明を受けたうえでの２回目の意見交換と、特徴的な意見を議論に広げての展開・地

方政治への外国人の参加について賛成と反対と慎重の立場から意見交換 

⇒バングラデシュ、中国、内モンゴル、日本という参加の顔ぶれで、日本国籍をもたな
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い外国人の政治参加については、ほぼ全員が賛成。 

20 分間 

 

さらに議論を日本における場合から、自国での話としてあてはめるとどのように考える

のか、意見表明。 

⇒実際的な難しさはさておき、同じ地域に暮らす外国人の参加には肯定的な方がたが多

かった。 

5 分間 アンケート記入 

 

●感想 

今回は、予想外の事態として「中国語の通訳が必要」だった。バングラデシュのかたには、用意いただいた英

訳の方に活躍いただいた。幸い、お馴染みの本番になってから参加者が入れ替わる？ことなどがあり、参加者が

その役割を果たしてくださった。中国・内モンゴルの方がたの急増があるのだろうか？多国籍合宿らしく、もは

や日本語と英語を基礎においているだけでは成立しにくくなっているのかもしれない。心がけたのは毎年指摘さ

れる、双方向性。できるかぎり、観察や傍観に終始しそうな方にも意見表明をお願いしながら進行に務めた。進

行においては、当初から地方政治への参政権として導入したのだが、もっぱら「国政」のイメージからのみ意見

が相次ぎ、尐々一般論に流れすぎる感がいくらかあった。国政においては、大半が近年の日本での論調と同様に

認めない、というものだった。もっとも、地域政治への（日本国籍を持たない）外国人の参加については、ほぼ

全員の賛同が表明された。国政の場で交わされている国防や安全保障や小規模自治体のっとり・選挙をとおした

内政干渉といった地方と国を貫く議論は、地域・地方でこうした小さな多国籍の話し合いを、数多く積み上げて

人口減必至の日本における多文化共生社会を実現していきたいと感じた。法的な知識のからむ課題を断片的に扱

ったので、今後 この分科会のフォローなりが、一般公開で開催できると面白いと思う（日英中のトライリンガ

ルで）。 

 

●アンケート集計結果（回答人数：7） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・日本に住む自分の立場ばかりから参政権について考えていたので、外国の方の立場からの視点がとても面

白かった・外国人の政治参加することが私はびっくりした 

・皆で一緒に討論して政治問題を話し合うことができて面白かった。人権問題や日本の法律をより深く勉強

したい 

・政治問題をあまり分からなかったが、他の人の話を聴いて尐し分かるようになった。事前に勉強していれ

ばよりよかった。 
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18.セパタクロー 

主催者：柳田 泰（日本） 

●分科会の目的 

東单アジアの伝統的な蹴鞠から、世界的なスポーツになったセパタクローの普及をするため。 

●当日の活動内容の詳細  

時間 活動内容 

5 分間 注意事項説明 

10 分間 模範演技、班分け 

60 分間 パス、試合 

15 分間 アンケート記入、片付け 

●感想  

当日までの準備や対策に苦労してくれたスタッフや忚援してくれた体育大学の学生さんに感謝する。 

体育大学で年間通じて、練習や遠征試合でセパの技を磨いている、体育大学の学生の模範演技や指導の上手さ（国

内で第 3位の実力）が分化会の進行をスムーズにしてくれたものだと思う。もし彼らの協力がなければ、模範演

技も見せられないようなお粗末なものになっていたかも。 

この分科会が実技系という性格上、セパが地域文化から生じ世界的汎用なスポーツへの変換の歴史やストーリ

ーなどを十分に説明できなかったため、この多国籍合宿という場で相忚しいスポーツであるということを参加者

に皆さんに認識してもらえたかどうかが不安である。当方でも今回、資料や準備不足であった点は否定できない。

次回には現地での様子や状況、ビデオなど交えて、セパの魅力を伝えたいと思っている。 

●アンケート集計結果（回答人数：22） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

  

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・初めてで、難しかったがとても楽しかった 

・言葉は関係なく一緒にスポーツを通して楽しむことができた 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・時間を決めて、スムーズに進行できていた 

・練習も試合も適度だったと思う 

・練習から試合まで丁寧に教えて下さってよかった 

・スタートをもう尐し早くできたらよかった 
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19.和の音色 

主催者：岡部、坂本、中野、森（日本） 

●分科会の目的 

・和楽器の演奏や体験を通して、日本文化に触れてもらい、日本の方々にも深く知られていない邦楽の魅力を多

くの方に伝えることによって和楽器に興味を持ってもらいたい 

●当日までの準備内容とスケジュール 

・パワーポイントの作成・DVD の口語訳作成 

●当日の活動内容の詳細  

時間 活動内容 

15 分間 邦楽の紹介 

・邦楽の歴史、特徴をスライドで紹介 

・邦楽には２種類の曲調（古典曲、現代曲）があることを説明。その後、DVD を見ても

らい違いを感じてもらう 

15 分間 楽器の紹介 

・尺八、箏、三味線をスライドで紹介（名前の由来、歴史、類似楽器、邦楽の魅力） 

40 分間 体験（尺八、箏、三味線） 

⇒楽器の持ち方、使い方、音の出し方、楽譜の読み方の質問が多かった 

10 分間 

 

実演 

・主催者４人で６段のしらべを演奏 

●感想 

分科会では、思っていたよりも多くの方に参加していただいて嬉しかった。邦楽について、定期演奏会の DVD

とパワーポイントを使って紹介した。通訳の方やスタッフの御協力のお陰で、分かりやすく説明できたのではな

いかと思う。楽器体験では、多めに楽器を持っていったので、より多くの人が楽器を触れる事ができたようであ

った。しかし、こちらの人数が尐なかったこともあり、なかなか細かいところまで教える事はできなかった。触

るだけでなくメロディを弾いてみたい、などの要望があったので、来年は簡卖に弾ける楽譜などを用意するのも

良いかな？と思う。和楽器を演奏してみて、楽しそうにしている方が沢山いらっしゃったので、それが何より嬉

しかった。夜は日本舞踊との共演もできて、とても良い経験になった。我ながら、古典的な日本文化を紹介でき

たのではないかと思う。多国籍合宿で色々な方と交流でき、自分からも日本文化を紹介できたのでとても良い経

験になった。今年の反省・ノウハウを活かして、また来年も参加したいと思う。 

●アンケート結果（回答人数：19） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 
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（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・日本の伝統な音楽に興味を持てたので、これからもっと勉強

してみようと思う 

・日本の伝統的な楽器について知識としては知っていたが、触

ってみてより深く知ることができた 

・日本に昔からある楽器といえども、あまり触れる機会もなく

知識もなかったのでこの分科会を通して尐しは理解できてよ

かった・最後の演奏が一番印象深かった 

・日本人なのに知らないことが多いことに気がつかされた 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・演奏を古典と現代の二つを聞いてみたい。現代を短くして、古典も入れてほしい 

・プレゼンや映像を交えていた点がよかった・実際に触る時間が長くて良かった 

・実際に楽器に触れることができて楽しかった。最後の演奏はとてもすばらしかった 

・何か簡卖にできる曲を教えて頂ければもっとよかった 

 

20.“ことば”は使わないでも国境は越えられる？ 

主催者名：越智信一郎（日本） 

●分科会の目的 

普段、私たちが国籍の違う人とコミュニケーションを行おうとするとき、言語の壁を誰しも考えるのではない

だろうか。もちろん、同じ言語を使用することはお互いの意思疎通を図る上でとても重要なのは確かである。し

かし、主催者の経験上、言語を使用せずに、国籍が違い、文化が異なり、言語が通じない通りすがりの人たちと

でも一瞬の感覚の共有で、お互いの距離を近づけることができることが分かっている。そして、今回の分科会で

は参加者の方々に本当に初対面の人と言語を使用せずにコミュニケーションを行うことができるのか、距離を縮

めることができるのかを実際に体験・挑戦してもらいたいと考えている。この結果、参加者が本分科会体験後、

言語の壁を恐れず多くの国の人々との交流に挑戦できるような気持ちが生まれることが、最終的な目的である。 

●当日までの準備内容と予定スケジュール 

当日までの準備は、参加者が自ら考え、動き、認識する過程を踏むような内容を練った。 

 

 

●当日の活動内容の詳細 

時間  活動内容 

5 分間 挨拶 

18 分間 感覚の共有を体験 

15 分間 話題の共有性を体験 

15 分間 ジェスチャーのみでの意思疎通を試みる 

23 分間 筆談とジェスチャーのみで情報を伝える 

5 分間 アンケート 

●感想 

会場準備に時間がかかり開始時間が 10 分程度遅れた。そして会場を思った通りの環境に作り替えることがで

きなかったことは反省すべき点だ。しかし、参加者が楽しみながら、今回の内容を将来実践する良い契機となっ
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たことは良かったと思う。参加者アンケートの中で指摘されているポイントを押さえて改善できればと思う。 

 

●アンケート集計結果（回答人数：42） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

  

（１）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・ジェスチャーで意思疎通することは難しかったが楽しかった。

意外と通じた 

・ジェスチャーだけでなく、絵や文字、数字を使ってさまざまな

国の人たちとコミュニケーションできてすごく嬉しかった・国に

よって絵の表現法が変わっていて、とてもおもしろかった 

・言葉は伝えたいことをより深く表すことができるツールだと再

認識した 

（２）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・みんなで参加できるような進行の仕方ですごくよかった 

・パネルもあったので、分かりやすく楽しかった 

・言葉を発さないようにもう尐し強調すると、この分科会の 意義がさらに深まると思った・尐し移動が多か

った 

・もう尐しじっくり参加者とコミュニケーションを取れたらよかった 

 

21.ナイジェリアの伝統文化と価値観 

主催者名：James Chibueze（ナイジェリア） 

 

●分科会の目的 

ナイジェリアの民族(イブ族、ハウサツ族、ユルバ族)について紹

介する。また、ゲームをすることによってナイジェリアの歴史つい

て知ってもらいたい。 

●当日までの準備内容と予定スケジュール 

・パワーポイントの作成 

・ペットボトルの竹作り 
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●当日の活動内容の詳細 

時間  活動内容 

開始 ナイジェリアの紹介 

25 分間 

 

・地理（ナイジェ川とベヌエ川によって国土が 3 つに分けられる）・国旗（ナイジェ

リアの国旗は緑と白である。緑はナイジェリアの農業と森と資源を、白はナイジェ川

と統一と平和を象徴している）・宗教（45％がキリスト教、45％がイスラム教）・

部族（3 大部族…ユルバ族、ハウサ族、イブ族）・言語（ナイジェリア人は英語で話

すが、400 語ぐらいの言語がある）・服装・経済（経済の基盤は石油と農業）・農業

（キャッサバの生産が盛ん） 

20 分間 3 つの部族について（ユルバ族、ハウサ族、イブ族） 

・結婚の形式 

①ナイジェリアの結婚出来る年齢は 21 歳である②イブ族の結婚までの 3 つの過程 

③両親へのあいさつ④伝統的な結婚式(ブライド・プライス)⑤法的な結婚式 

・ハウサ族の伝統的な結婚方式 

⇒1 人の女性を巡って 2 人の男性が木の棒で足を叩き合って闘う。どちらか先に泣い

てしまった方が負け。勝った方がその女性と結婚できる。 

・トライバルマーク 

20 分間 質問タイム 

Q1.結婚式の時に特別に食べるものは？―A1.コーラの実、パームワイン 

Q2.結婚式の時に夫から妻に渡すものは？―A2.ネックレス、料理道具 

Q3.ブライド・プライスとは？ 

―A3.夫から、妻の家族にわたす 2 つの家族をつなぐ象徴となるお金。 

例えばブライド・プライスは予め、1551．5 円というお金に設定。それに対して夫が 1552

円払うとしたら、0,5 円のおつりが出るが、このお金は存在しないため返すことができな

い。従って、その 0,5 円が夫と妻の家族をつなぐという意味を持つ。 

Q4.ハウサ族の伝統的な結婚形式において、もし、女の人が負けた方の男の人と結婚した

いと言ったらどうするのか？ 

―A4.ハウサ族のほとんどの人がイスラム教。イスラム教は家族を一番大切にするので、

家族が決めたことは絶対。なので、勝った人としか結婚は出来ない。しかし、現在では

このような儀式は行われていない。 

Q5.異なる部族間で結婚は出来るのか？ 

―A5.結婚は出来る。しかし、宗教が異なる場合は 2人で話し合って決めるが、どちらか

の宗教に合わせても合わせなくてもどちらでも可能 

Q6.ナイジェリアにおける部族間の対立はどうやって解決したのか？ タンザニアでも

そのような問題があるので教えて欲しい。 

―A6.軍が部族間の闘争が起こらないように監視しているので争いが起こらなくなった。

もし、そのような動きがあれば、軍の武力によって鎮圧される。 

20 分間 ゲーム 

ゲーム説明 

このゲームの由来…かつて、ナイジェリアではビアフラ戦争という 部族間の戦争が

あって、その時に夜、敵が罠を仕掛けていたことがあったので、それをよけるための
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訓練が次第に子供たちの遊びになっていったことから。本来は竹を交差させたもの

（竹はかつて罠として使われていた）を使用するが用意が難しいためペットボトルで

代用する。 

内容：10 人 1 チームで 2 つのチームに分かれる。2 つのチーム が 15 分交代でまず、

初めのチームの中が、5 人プレーヤーとその人をガイドする 5 人を決める。ペットボ

トルが床に並べて置いてあるので、プレーヤーは目隠しをして、ガイドの誘導に従っ

て、スタートラインから、ペットボトルに触れないように進む。もし、触れてしまっ

たら、リタイア。7 分でプレーヤーとガイドを交代して、同様に行う。これが、1 チ

ーム終わったら、次のチームと交代。同様にして、ゲームを行ったのち、最後までペ

ットボトルにぶつからずにゴールできた人数が多かったチームが勝ち。（グループ分

けの方法、ゲームの進行の仕方に変更があると思う） 

5 分間 アンケート 

●感想  

 プロジェクターの調子もよく、プレゼンテーションは上手くいった。そして、ゲームがとても盛り上がり、参

加者がとても楽しんでくれた事は良かったと思う。 

参加者からの質問にとても考えさせられた。例えば、ある参加者は私に「ナイジェリアのどの部族が最も尐ない

人口なのですか？」と言う質問をしてきたが、私は答えることができず、250 以上もある部族の名前を全て知ら

ないことにも改めて気づかされたのである。何人かの参加者はもっとナイジェリアについて知りたいと思ってい

たようだが、より詳しくナイジェリアの習慣や伝統を紹介するには、時間が足りなかったのが残念である。 

ゲームに関しては、目隠しをして障害物を乗り越えていくことは難しそうだったが、最終的にはガイドが上手な

ペアは、段々と容易にするようになり、とても楽しんでもらえたので良かったと思う。 

●アンケート集計結果（回答人数：29） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

 ・文化やナイジェリアの説明はすごく面白かった。全く知らない文化や結婚の仕方が興味深かったのでも              

  っと知りたいと思った 

・ナイジェリアについて様々な分野から学ぶだけではなく、ゲームをして楽しむことができたので、よかった         

・イボ族、ハウサ族のことは高校でも習ったがもっと深いところまで知りたかった 

・ナイジェリアという国を詳しく勉強する機会はそうないので、今回の分科会はとても興味深いものだった 

・伝統的な服、飾りが印象深かった。産業、水産、工業についてもっと知りたい 

・ナイジェリアが大きい国だとは知っていたが、詳しいことが聞けてあまり知らなかったアフリカの地域を尐

しは知ることができた 
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・様々な部族がいることがよくわかった。その中でもハオサ族、イブ族、ヨルバ族がメジャーで、ハオサ族の

結婚相手をめぐる決闘が面白いと思った 

・どのうにして主催者が異なる様々な部族について調べたのかが知りたい 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・ナイジェリアの紹介だけで終わっていたので、ナイジェリアが抱える独特の問題を発表したほうがいいと思

う 

・すごく写真もあり英語は難しかったが、わかりやすかった 

・英語のみで質疑忚答していたので、ちゃんと訳してもらえたらよりよかった・パワーポイントが分かりやす

く、見やすくてよかった 

・ナイジュリアのことを良く知れたし、最後のゲームも楽しかったからとてもよかった 

・進行の仕方が非常にわかりやすかったので、理解しやすかった 

・聞きたいことを聞ける雰囲気だったのがよかった・ゲームの時間をもっと長くしてもよかったと思う 

・スライドをコピーしたものがあればもっとわかりやすかった 

 

２２．バングラデシュの食と祭り 

Mohammad Mustafizar Rahman（バングラデシュ） 

●分科会の目的 

食と文化は世界中各国のアイデンティティである。すべての人が、自身の文化を実行すると同時に、例えどの

様な文化であっても他国の文化を尊重しなければならない。食は人生に不可欠なものだ。しかし、食べる量をコ

ントロールすることも必要だ。そうすることで、長生きすることもできる。バングラデシュの食と文化を学ぶこ

とを通して、食の大切さ、自国の文化について考え直し、世界中の飢餓に苦しむ何十億もの人たちのために何か

できることはないか考えよう。 

●当日までの準備内容と予定スケジュール  

・分科会内容考案・スライドの解説、翻訳作業・ピアジュの準備、

他必要道具の準備・カレー料理のビデオ撮影、編集・楽器の用意（ア

クタラ、ドール、トブラ）・発問内容の考案（以下参照）・スライド

の追加、解説、翻訳 

・分科会リハーサル 

 

 

時間 活動内容 

30 分間 

 

A.国の言葉・お祭りについての説明 

・歴史と政治について 

①独立の経緯②人口、母国語、位置、気候、主産業③宗教 

・お祭りについて 

①インディペンデンスデイ（1971 年 3 月 26 日に西パキスタンから独立したと宣言した） 

②ビクトリーデイ（9カ月の戦いを終え、1971年 12月 16日に自由を掴んだ） 

 →モニュメントに花を供え、パレードを行う。 

・他のお祭りについて 

①年間のお祭り②コミュニティフェスティバル③年間のカーニバル、音楽 
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・楽器について 

実際に持ってきて参加者にふれてもらう（楽器名：アクタラ、ドール、トブラ） 

      

15 分間 B.食の説明 

・写真をもとにバングラデシュ料理のリスト説明 

（ライス、ビーフ、チキン、フィッシュ、野菜、スープ、ケーキ、スナック、デザート、

飲み物） 

・スパイスの効用について説明 

代表的なスパイスを持ってくる（スパイス名：ターメリック、チリパウダー、がラムマ

サラ、コリアンダーパウダー、クミンパウダー、シナモン、クローブ） 

20 分間 

 

C.バングラデシュのカレーについて 

・多種のカレー説明 

ビデオ上映（カレーの作り方に関して） 

10 分間 

 

D.試食 

・ビアジュ（豆からできたドライフード）を振る舞う 

バングラデシュのチャ(ティー)を振る舞う 

15 分間 

 

E.Q&A 

・発問予測 

Q1.バングラデシュの国旗を思い浮かべることができるか？（いくつかヒントをあげる

と．．．） 

Q2.バングラデシュの文化的行事の中で最も興味深いものは？ 

Q3.バングラデシュでよく使われるスパイスの名前は？ 

Q4.バングラデシュで最もスペシャルな料理は？ 

Q5.あなたはすべてのカレーがスパイシーでホットだと思う？ 他のカレーとの違いが

あるか？ 

Q6.あなたはバングラデシュの料理が好き？ 

Q7.日本料理とバングラデシュ料理との根本的な違いは何？ 

Q8.日本料理とバングラデシュ料理との共通点はなんだと思う？ 

Q9.日本とバングラデシュの文化の相違点を 3～5 個あげる。 

Q10.日本とバングラデシュの文化の共通点を 3～5 個あげる 

 

・感想 

・食と祭りと宗教の結びつきに関する  

この結びつきに関して参加者の意見を聞き、バングラデシュにおける結びつき、意見を

述べる 

・アンケート 

●当日の活動内容の詳細  

時間 活動内容 

15 分間 

 

ラフマンさんが、日本との比較を行いながらバングラデシュに関する一般的な情報を紹

介した。紹介例：国旗、人口、面積、等 

⇒参加者は、日本と比較してどの様にバングラデシュの人口が増えたのか興味深く聞い
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ていた。彼らはまた、バングラデシュと日本の国旗が、違うのは色だけで、とてもよく

似ていることに驚いていた。 

20 分間 

 

バングラデシュの祭り（フェスティバル）の違いについて説明した。ほとんどは、ナシ

ョナルフェスティバル、コミュニティフェスティバル、宗教的フェスティバルである。

ラフマンさんのプレゼンテーションはとても写真が多くてとても理解しやすいものであ

った。彼は、それぞれの祭りの起源についても手短に説明した。 

⇒すべての祭りを記憶することは難しいが、参加者はプレゼンテーションのすべてを楽

しんでいた。 

・質問タイム 

Q.カーニバルではどの様な服装をしますか？（参加者） 

A.私が来ている服です。宗教上のイベントの時はイクバルさんの来ている服を着ます。

（カディルさん） 

10 分間 

 

最後にイクバルさんがバングラデシュの伝統的な楽器を実演した。実演した楽器：ドー

ル（ドラム）、アクタラ（ギター）、トブラ（ドラム）等 

⇒参加者はこの時間をとても楽しんだ。約 10 人の参加者が、イクバルさんと一緒に楽器

を演奏した。 

25 分間 

 

カディルさんが第２部である「バングラデシュの食」について、根本的な特徴、様式、

種類を含みながら紹介した。それぞれの食べ物の写真を見せながら説明を行った。スパ

イスの名前や調理の様子、食事の様子について紹介した。世界のカレーの違いについて

も説明した。 

⇒この時間もまた参加者は楽しんだ様子であった。 

・質問タイム 

Q1.カレーは辛いですか？（参加者）―A1.そこまで辛くありません。おいしいですよ。

（カディルさん） 

Q2.これは玉子カレーですか？（参加者）―A2.玉子カレーです。（カディルさん） 

Q3.これは何だと思いますか？（カディルさん）―A3.ポテト？（参加者）―そうですポ

テトです。（カディルさん）―甘いんですか？（参加者）―甘いです、おいしいです。（カ

ディルさん） 

Q4.バングラデシュではどうやって食事をするか知っていますか？（カディルさん） 

―A4.スプーンですか？フォーク？（参加者）―写真を見てください。手で食べます。（カ

デ 

ィルさん） 

Q5.カレーの違いは何でしょう？（カディルさん） 

―A5.スパイスですか？（参加者）―そうです、スパイスです。日本ではスパイスあまり

使いませんね？だからカレーも違うのです。（カディルさん） 

―Q6.カレーには、何種類のスパイスを使うのですか？（参加者） 

A6.5～6 種類です。（カディルさん） 

5 分間 

 

写真を見せながら、バングラデシュのスパイスの起源、やスパイスの違いについて紹介

した。実際にいくつかのスパイスを持ってきて、参加者に触れてもらった。カレーのレ

シピについても紹介した。スパイス名：Turmaric, Chilli powder, Garam Masala, 

Coriandar powder, Cumin powder, Chinamon, Clove 
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⇒参加者はスパイスを手に通り、匂いを嗅いで楽しんだ。何人かの参加者はカレーのレ

シピをメモしたり、スクリーンの写真を撮ったりした。 

15 分間 

 

予め撮影しておいたバングラデシュのカレーの調理方法に関するビデオを放映した。最

初の準備の段階から食べる瞬間までのすべての段階を参加者は楽しみながらビデオを見

ていた。ショウガやニンニクを潰すためのハンマーや、肉や野菜をカットするためのナ

イフなど、伝統的料理器具をビデオの中で紹介した。ビデオの最中に、バングラデシュ

のドライフードであるピアジュ（豆からできた揚げ物のようなもの）とドリンクのチャ

を振る舞った。また、質疑忚答の時間も設けた。 

⇒このプレゼンテーションの楽しみの一つである。参加者は皆、ビデオと試食を楽しん

だ。主催側は、ピアジュを一人 2 個ずつ配分したが、もっと欲しいという人がたくさん

いた。我々はその味を参加者に尋ねたが、皆「おいしい!!」と大きな声で答えた。 

・質問タイム 

Q1.ピアジュにもスパイスを使っているのですか？（参加者） 

A1.使っていますよ。（カディルさん） 

Q2.家での食事と外食の割合はどのくらいですか？（参加者） 

A2.特別な時だけ外食しますが、普通は家で食事します。（カディルさん） 

Q3.バングラデシュの男性は料理が上手ですか？（参加者） 

A3.あまり上手ではないです。日本はどうですか？（カディルさん）―日本は最近、料理

をする男性が増えてきました。―バングラデシュも日本と同じような感じです。（カディ

ルさん） 

5 分間 プレゼンテーションの最後に写真撮影を行った。 

●感想  

全般的に、すべて予定通りによくできた。しかし、いくつかのポイントに言及したい。 

まず、この分科会の日本人主催者である真美さんは本当にとても信頼できた。彼女はプレゼンテーションの成功

のために努力を尽くした。我々は彼女へ、感謝の気持ちを表現したい。また、通訳者である、ともさん、しんさ

んもまた、日本語と英語の通訳にとてもよく努力してくれた。実際、異文化のことを他の言語で通訳することは

簡卖なことではない。しかし、彼らは成功を収めた。我々は、彼らにもまた、感謝の気持ちを表現したい。この

プレゼンテーションの準備を手伝ってくれた、マレーシア出身のシャフィクにも感謝の気持ちを表現したい。 

我々は、このプレゼンテーションの準備のことに関して評価したい。準備は、とても長い過程であり、私のｐｈ

Ｄ博士論文よりも難しいように感じた。我々は、研究者であるため、この多国籍合宿の主催者へ一つリクエスト

があります。決して多国籍合宿と比較して言っている訳ではないが、我々は、多くの難しい科学的な研究発表の

ために準備し、出席しなければならない。だから、プレゼンテーションの準備に関して心配しすぎないでくださ

い。もしそうでなければ、私達のとてもタイトなスケジュールの中で、この様なイベントに参加することはとて

も難しくなってしまうだろう。これは、本当に私達の個人的な意見であり、私は、スタッフの皆さんがプレゼン

テーションの成功のためにとても一生懸命であることはよくわかっている。 

私の観察からは、全ての参加者が、90 分間私達のプレゼンテーションを楽しんでいたと見受けられた。最も重

要なことは、プレゼンテーションの中で、全ての参加者と関りながら成功を収めることだ。 

リクエストしていたプロジェクター、サウンドシステム、部屋の状態、その他の準備に関して、問題はなく、全

て上手くいった。 

●アンケート集計結果（回答人数：25） 

（１） 
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①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

（１）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・カレーが食べられなかったことが残念だった 

・バングラデシュはとても色彩豊かで、料理もおいしく生活も活き活きしている印象を受け、五感を持って

楽しめる国だと思った 

・ 祭りと食について、とても丁寧に紹介してくださったので、空気や音、香りまで伝わったような気がした 

・ 尐し試食があって自分の想像していた味と比べることができてよかった 

・ バングラデシュは多文化主義でイスラムの文化やイギリスの文化が融合していてとても興味深かった。揚

げ菓子とお茶を試食して、すべてにスパイスが効いていて驚いた。豊かな食文化が栄えていることが分かり

とても面白かった。 

 ・プレゼンテーションのスピードもほどよくユーモアがあり通訳の方（英→日）の方もただ訳すだけでなく、

話し方も工夫され、とてもよかった。実際にバングラデシュのカレーの作り方を主催者が行ったものを画像

で見ることでより現実味があった 。お祭りや食べ物について思っていたよりももっと詳しく知ることがで

きた。 

（２）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・写真も説明もわかりやすくて、とても面白い分科会だった 

・大切な部分はしっかりと押さえていてよく理解できた・通訳がとても上手でとても聞きやすかった 

・楽器を実際弾いたり、試食したり、体験できてよかった 

 

23.親日派 

主催者名：リュ ヨンチョ、ゾン ジェユン（韓国） 

●分科会の目的 

親日派の存在と定義を話して、これが現在の韓国にどんな問題を起こしているのか皆に説明して、皆から韓国

の問題になっている親日派に対しての考えを聞いたり、これが解決できるのかどうか話し合ったりすること。 

●当日までの準備内容と予定スケジュール 

・韓国のように戦争から今まで残存してきている問題があるのか？ 

・親日派たちの立場が理解できるのか？ 

・親日派に対して今まで続いている努力が日本と仲良くしようとしている努力に悪影響を与えているのでは 

ないのか？ 

 

 



69 

 

●当日の活動内容の詳細  

時間 Time 活動内容 

10 分間 親日派の意味と登場の背景を説明 

20 分間 親日派の今までの動静 

15 分間 親日派の問題解決できるかどうか話す 

10 分間 討論…親日派の立場になるとあなたはどうすると思いますか？ 

25 分間 参加者の発問 

●感想  

親日派と韓国に呼ばれている存在についてまだ歴史的を全く知っていなかった方々にはよく伝えることがで

きたと思う。親日派を説明するために必要だった歴史的な背景を話して韓国と日本の歴史問題も話すことができ

た。歴史的な問題から今韓国の財政に悪影響力を与えている存在もよく伝えられたと思う。だが、歴史的な問題

から政治的まで様々な悪いところを伝えようとしたために量が多くなったので、言葉的にも難しく、情報量が多

かったので参加者はよく理解できなかったところも多かったかもしれない。なので、もっと整理して重点的なと

ころを取り出して参加者によりわかりやすいように説明したほうがよかったと感じた。 

●アンケート結果（回答人数：19 人） 

（１）①この分科会の内容を理解することができましたか。 

②この分科会に参加したことで、自分の中に見方や考え方の変化は起こりましたか。 

③全体の進行はよかったですか。 

 

 

（２）分科会の中で、特に印象に残ったこと・さらに深く学びたかったことをお書き下さい。 

・韓国での親日派のイメージが、まず日本人である私と大きく異なっていたのが驚きだった。日本でも親日

派に近い議員の世襲問題があり、興味をもって聞けた。また中国とでは親日派の概念が異なるのも新しい発

見だった。 

・親日派についての知識が非常に乏しかったので、分かりやすいプレゼンを聞けてよかった。特に、時代の

流れに沿って簡潔に説明をして頂いたため、とてもスムーズに頭の中に入ってきた。 

・話を聞いていて難しい問題だと思ったが、韓国の親日派の意味と中国の親日派の意味の違いを尐しだけ理

解できたように思う。色んなことに目を向けていきたいと思える分科会だった。 

・自分が思っていた以上に深い内容だった。今までイメージしていた「親日派」と韓国における「親日派」

は異なるもので、韓国併合が大きく関与し、現在も非常に重大な問題を残しているということが理解できた。 

・難しい問題であるが日本が起こした問題でもあるので、日本人も今後親日派について韓国と一緒に考えて

いく必要があると思った。90 分だったが、自分の視野を広げることができた。 

・韓国に戦争の時の問題（日本との）がこんなに残っているとは思っていなかったのでそれを知ることがで

きたのはよかった 

・親日派が生まれることになった経緯を、もっと深く知りたいと思った。清算がされていないということで、
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そこらへんをもっと考えてみたい 

・当時、何が近隣の国でなにが起こっているか知らなかったので、今回初めて耳にした親日派問題だった。

文化の違いだけでは片づけられない深い問題だと思った。 

・親日派の歴史的背景等がいろいろな難しい問題を含んでいて、外国の人（日本人）にわかりづらかったよ

うに思う 

（３）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい。 

・英訳をしていたので、海外の方は分かりやすかったと思う 

・日本語がとても聞き取りやすかった 

・内容が難しいのでもう尐しシンプルな発表にした方がみなさんが分かり易かったのではないかと思う 

・無理に難しい日本語を使おうとせずにもっと簡卖な日本語でも良かった部分が多々あったと思う 

・説明の時間が長かった。レジュメがほしい 

・全体的にとてもスムーズで、分かり易かった。強いて言えば、1945 年の解放後のアメリカの動きについて、

もう尐しアメリカの心理に沿って状況を詳しく説明してもらいたかった 

・討論の時間がもっとあればいいのに、と思った 

・難しいテーマだったのでなかなか困難だと思うが、最後に小さなグループにして話し合いをしたら、もっ

と皆が発言したのではないかと思った 

・パワーポイントの字が小さくて読むのが大変だった 

・柳さんの熱い主張、思いが心に響いた 

・尐し情報量が多すぎたように感じたが、声の大きさや説明はとてもよかった 

（４）その他の意見・感想 

・問題の背景が複雑すぎて、理解し辛かった 

・内容が尐し難しいし、ナーバスになる部分もあったと思う 

・進行されていたお二人はすごく良かったと思う 

・一生懸命さがものすごく伝わった。ありがとう 
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*************************************************************************************************** 

③ 異文化紹介 

所属 鹿児島大学法文学部経済情報学科  國料 未貴  

          修士課程 地球環境科学専攻  Yusuf 

社会人     井手迫 美紀  

●目的 

異文化が生み出したすばらしい演奏・ダンス・スポーツを目で見て、耳で聞いて、体感してもらい、異文化に触

れる楽しみを経験してもらう。 

●当日までの準備内容 

・出演者募集をかける ・舞台の構想 ・異文化紹介プログラム作成 ・機材の手配  ・MC 原稿の作成  

・小道具作り・民族衣装貸し出しの手配 ・歌詞のスライド作り ・ファッションショー音源集め  

・POCOPOCO 練習・パフォーマー・MC・放送部との打ち合わせ 

●当日プログラム 

内容 出演者 

14 カ国の民族衣装ファッションショー 各国からの留学生、多国籍合宿スタッフ 

ヨシンパンチャル インドネシアの留学生 

居合道 ネイサン（オーストラリア）、廣野悠太 

ジョゲット マレーシアの留学生とラマラマチャンテの皆さん 

アンクルン アンクルンビネカの皆さん 

ナンタ 韓国人の留学生 

ビルマの古典音楽 柳田 泰 

ネパールダンス ボハラ・マノジ（ネパール） 

おかあさん ユソフ・ボハディ（クウェート） 

アフリカン 橋本里美、前原りえ 

中国と日本の歌 山之内卓也、中国人の留学生 

ジャンガイ フィリピンの留学生 

日本舞踊 神薗よしの、邦楽部の皆さん 

ヌンチャク 何龍（中国） 

カポエイラ 田中健太、他カポエイラ教室の皆さん 

ポチョポチョ インドネシアの留学生、多国籍合宿スタッフ 
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●うまくいったこと 

・ファッションショーで国ごとに音源を変えることで国ご

との雰囲気・曲を紹介できた。 

・舞台を円にすることで、パフォーマーと参加者の距離を

等しくすることが出来た。 

●うまくいかなかったこと 

・時間内に終わらせることが出来なかった。 

・着替え室の張り紙を作ることができず、出演者に混乱を

招いてしまった。 

・トランシーバーが使えず、他スタッフとの連携が図れなかったこと。 

・歌詞のスライドを、日英準備することが出来なかった。 

・直前の機材変更により、ファッションショーの音源で、音楽が鳴らなかった国が出てしまった。 

●感想 

 「参加者の皆さんが楽しめるように」その気持ちだけで２ヶ月半動いた。ファッションショーはより多くの国

に、より多くの民族の衣装を集めて、参加者に異文化を体験する楽しみを味わってほしい、興味をもってほしい

と思った。スタッフ全員で留学生を中心に依頼をした。「ファッションショーに出ていただけませんか。」ある国

の方から見せ物にされるようで嫌だと断られた。「こちらで衣装を準備しますので、ぜひそれを着ていただけま

せんか。」「民族が違うと着られません」と断られ、民族衣装は 1 カ国につき 1 つではないということを改めて認

識させられた。国ごとの雰囲気を味わってもらいたいということで「あなたの国の伝統的な音楽をください。」

とお願いすると、伝統的な国の音楽は記録に残っていないといわれ、データとして残っていることを当たり前の

ように考えていた自分が恥ずかしくなった。日本人に他国の国の衣装を着させ、留学生に違う民族の衣装を着て

もらうことにとても葛藤があった。これでいいのだろうかと。その国の人々、民族にとって失礼ではないだろう

かと。そのような葛藤の中で自問自答し、また、直接その国の当事者に話を聞いて、了解を得て、やってみよう

と決心することにした。ファッションショーに続くパフォーマンスも同じようにお国が偏らないように、また、

ダンスや演奏、スポーツなど、より多くの種類になるように依頼をした。最後に踊る POCOPOCO は、参加者

の皆さんが一緒に踊って楽しめるプログラムを作ろうと、インドネシアの留学生と多国籍合宿のスタッフ 20 名

で毎週 2 回、会議の後と日曜日に練習した。最初はインドネシアの留学生と一緒に踊れないかもしれないという

ことで、踊ることをあきらめそうになった。そこで、何度も何度も交渉した。「私たちはあなた方と一緒に踊り

たいです。」全員ではなかったが２、３人と踊れることになった。練習はなかなか全員集まれなかった。踊りの

レベルに個人差があった。本番が迫る中、焦りが生まれてきた。次に、どうやったら参加者が踊りやすい雰囲気

を作ることができるかという課題が生まれた。どこで参加者の中に入っていったらいいか、みんなで一生懸命考

えた。しかし、その心配はほとんど無用であった。いざ本番が始まると、留学生が飛び入り参加をして盛り上げ

てくれ、参加者が手拍子をしてくれた。「大変そうですねえ」と温かい声をかけてもらった。こちらの心配をよ

そに、参加者は積極的に異文化紹介に参加し、とても楽しそうだった。最後は国籍、年齢、性別関係なく、会場

が一体となる感覚を味わうことが出来た。本番ならではのパワーと高揚感を感じることができた。異文化紹介は

当日華を咲かせるプログラムであるが、その背景にファッションショー・パフォーマー出演国の方々の伝えたい

自国の誇り・文化が表現されている。参加者の皆さんにそれを伝えることができたなら幸いである。 
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▼パフォーマンスの写真 

ヨシンパンチャル 

インドネシアの代表的なダンスの 1 つ。もともと

2 つのダンスでした。ヨシンはパプア州で、パンチ

ャルはビアックで生まれ、社交ダンスになりました。

通常はダンスを踊る人と楽器を演奏しながら先住

民族の歌を歌う人に分かれます。 

 

 

 

 

 

 

 

居合道 

 

居合道では、日本刀を用い、抜刀から納刀、およ

び諸作法を通した技能の修練のことです 

ジョゲット 

 

「ラマラマチャンテ」の方々とマレーシア人の留

学生２人によるマレーシアのダンスです。ラマラマ

チャンテの方々は週一回マレーシアのダンスを練

習されています。 

 

 

アンクルン 

 

「ビネカ」の皆さんが竹で作られた楽器でアンク

ルンの生演奏をしてくださいます。ビネカは鹿児島

の国際交流の場などでボランティアの演奏活動を

しています。 

ナンタ 

 

「乱打」は韓国の伝統的なサムルノリのリズムを

した韓国最初の非言語パフォ―マンスです。ボクシ

ングの試合の乱打戦のように「ドンドン叩く」とい

う意味です。鍋やフライパン、皿、コップなど様々

な器具を使って演奏します。 

ビルマの古典音楽 

 

 

ミャンマーの宮廷内の王様の前で竪琴を用いて

弾いていた曲を、ギターを用いて演奏します。ミャ

ンマーではバマーギターと呼ばれています。 
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ネパールダンス 

 

おかあさん 

 

この「おかあさん」という曲には深いイスラムの

文化が含まれた、アラビア語の曲です。 

アフリカン（ギニア共和国の音楽とダンス） 

 

中国と日本の歌 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃日本では聴くことのできない中国の歌謡曲や

中国人の若者もよく聴いている日本のポップスを紹

介します。一曲目は，大きな海とかいて「タイカイ」

と読む曲を歌います。この曲は尐し昔の歌ですが，若

者から年配の人まで幅広く愛されている曲です。もう

一曲目の「風になる」という曲は日本の辻あやのが歌

っている曲で，知っている方も多いと思います。この

曲は中国語にも翻訳され，中国語では「大手牽小手」

という曲名です。 

ジャンガイ 

 

フィリピンの「ジャンガイ」というダンスです。

ジャンガイの起源はスールー諸島です。特徴は手の

ところに金属のつめ状のようなアクセサリーをつ

けているところです。 

日本舞踊 

 

日本舞踊は、舞と、踊りが合わさったものです。

祭礼の場面や民衆の娯楽など、踊りの目的や種類は

たくさんあるようです。今回披露するのは新舞踊と

いわれるジャンルで、鹿児島大学邦楽部の生の琴演

奏とのコラボレーションでお見せします！  
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ヌンチャク 

 

伝説によると「ヌンチャク」は、中国の宋の時代

に宋太祖チョウコウイによって作られました。もと

もとは戦争のときに使われていました。ヌンチャク

はブルース・リーによって世界的に広がりました。 

カポエイラ 

 

ブラジルの生演奏による「カポエイラ」です。これ

はブラジルの伝統文化で、アフリカから労働力とし

て連れてこられた黒人たちによって編み出されま

したそうです。 

 

 

POCOPOCO 

 

今晩の最後のパフォーマンスはインドネシアの

ポチョポチョ。これはみな一緒に踊って、連帯性の

あるダンスになります。こちらの舞台でインドネシ

アの留学生と、多国籍合宿のスタッフで踊ります。 
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*************************************************************************************************** 

④ みんなの時間   鹿児島大学 永井 久美子 

●目的 

 みんなの時間とは学校で言えば昼休みのような、自分のやりたいことやる自由な時間である。今年は参加者の

みなさんがより充実した時間を楽しめるように多種多様な項目を準備した。 

●概要・当日の流れ  

・スポーツ 

①長縄（雤天中止）②サッカー（雤天中止）③卓球 

④バスケットボール⑤セパタクロー⑥ロッククライミング 

・講義＆討論 

①KAPIC センター長による 

②シディクさんによる 

・ダンス(バンブーダンス) 

・多国籍バンド 

・カードゲーム 

・フェアトレード 

・自由にチャット 

・プラホビー 

●うまくいった点 

・プラホビーは特に女性参加者に好評で、机が常に埋まっていた。 

・ジャンベなどのパーカッションは老若男女問わず一緒に音楽を楽しめている様子だった。 

・ダンスは踊る人、見る人どちらも楽しそうだった。 

●今後の課題 

・指定されていない施設の遊具を使って遊んでいる方いた。使用禁止の張り紙等で参加者の方に知らせる必要が

ある。 

・安全上、装着が義務付けられているにも関わらず、器具なしで登っている方がいた。それにより、ロッククラ

イミングが中止になってしまった。 

●感想 

 みんなの時間は毎年好評と聞いていたので、今年も参加者のみなさんに楽しんでもらいたいという気持ちで合

宿に向け準備した。今年は、講義・討論という項目を新たに設け、KAPIC センターの所長さんとシディクさん

の貴重なお話を参加者のみなさんに聴いてもらうことができ、有意義な時間を過ごしていただけたのではないか

と思う。あいにくの雤模様で、サッカーや長縄の屋外での活動が出来なかったのが残念だったが、みんなの時間

が参加者間の交流に尐しでも役に立つことができたなら幸いだ。困っているときに手を差し伸べてくれたスタッ

フのみなさん、盛り上げてくれた参加者のみなさん、ご協力ありがとうございました！！！ 
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*************************************************************************************** 

⑤総合討論  

担当者名：鎌田悠幹、シャフィク、宮崎祥典、西元裕美、森千秋、 

●目的 

 人と人の間には様々な違いがある。それは、国や言葉や文化・宗教、考え方など目に見えるものから見えない

ものまで多種多様である。それらの違いが時にコミュニケーションの障害となることがある。相手とのコミュニ

ケーションを円滑にするためにはそれらの障害について理解しておくことが必要ではないだろうか。その障害を

「壁」と例え、ほかの人がどのような違いからどのような壁を感じるのかを知り、その壁を乗り越えるためには

どうすればよいかを参加者全員で考えることを目的とした。 

●当日までの準備内容 

インタビュー・書き起こし→テーマ決め→シナリオ作成→パ

ネリスト選定→パネリスト・通訳打ち合わせ→スライド作成

→会場設営、その他運営事項決定 

●当日の流れ 

会場設営→アンケート配布→本番→アンケート回収→片付

け・掃除 

●うまくいったこと 

①インタビュー・書き起こし 

・20 以上のインタビューを実施することができた。 

・インタビュー・書き起こしに関して多くのスタッフの協力を得ることができた。 

②会場設営、その他運営事項 

・討論本番の進行についてはある程度円滑に進めることができた。 

●うまくいかなかったこと 

①インタビュー・書き起こし 

書き起こしについては、インタビューの内容を一言一句書き起こすと言う形式をとっていたため、スタッフの負

担が大きく、その結果遅れを生じ、テーマ決め、シナリオ作成に影響を与えた。 

②会場設営、その他運営事項 

・スクリーンの作成に時間がかかった。（シーツを代用したため縫い合わせるのに時間を要した。） 

・会場設営中の会場解放（参加者がバスケットボール等をしていたため準備に支障をきたし、機材の破損などの

恐れがあった。） 

③通訳・パネリストに対する配慮 

・通訳・パネリストに対する配慮の欠如（テーマ決めの段階で行き詰ってしまったため、その後インタビュー・

書き起こしの作業に追われ、結果として通訳・パネリストとの打ち合わせがギリギリになってしまった。） 

④スタッフとの意見交換 

・多国籍合宿スタッフ間での総合討論のテーマやシナリオの情報共有の欠如（スタッフの意見を総合討論にうま

く反映させることができなかった。） 

⑤テーマ設定 

・今年は「壁」というテーマ設定だったが、具体的に壁をどのような切り口から深めていくかという討論の道筋

を立てることができなかった。 
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●今後の課題 

①インタビュー・書き起こし 

・書き起こしは負担が大きいため、早い段階でインタビューを行い総合討論以外のスタッフにも書き起こしの協

力を 2010 年以上に得られるようにした方が良いのではないか 

・今回は一言一句書き起こす形式をとっていたが、全てのインタビューを書き起こすのではなく、段階によって

は、要約と言う形式をとった方が良いのではないか 

②会場設営、その他運営事項 

・会場設営中の会場閉鎖の検討 

・スクリーンを事前に準備した方が良いのではないか 

③通訳・パネリストに対する配慮 

早い段階である程度の討論の流れ・テーマを決めて、それに必要な作業（インタビュー・書き起こし）を並行し

て内容を詰めていくことによって、通訳、パネリストとの余裕を持った打ち合わせができるようにする。 

●感想 (鎌田悠幹) 

 今振り返って思うのは、総合討論は関わってくださった皆さんの力があったからこそ無事に終えることができ

たということである。総合討論スタッフは、日本人学生、留学生、そして社会人で構成されており、そのため様々

な価値観を持つ人達と共に作業を進めてきた。異なる意見が出る時もあったが、その中でも私たちはその都度話

し合い、意見交換をすることで議論を深めていった。最終的に準備は当日まで騒がしいものであったが、それで

も最後まで一つ一つの作業をみんなでできたことを誇りに思う。また、総合討論スタッフ内だけでなく、パネリ

ストや通訳、そして先輩方からも総合討論を具体的に進めていく上で重要となるテーマや当日の進行に関して、

様々な意見や価値観を知ることができた。このように、総合討論に携わってくださった皆さんの考えや知恵を合

わせることで、準備過程が充実し、本番を無事に終えることができた。 

また、私は、今まで総合討論について深く考えたことがなかったが、総合討論スタッフになったことでその意義

について考えるようになった。総合討論の意義とは何か、今改めて考えてみると、それは一つの問題について国

境を越えて話し合うというその行為自体であるように思う。私は日本人であるが、日本ではあまり外国の方と接

する機会はなく、誤解を招くかもしれないが、ある種の閉鎖的な環境で日本的な考えを持ったまま過ごしてきた。

しかし、総合討論はその環境をいとも簡卖に崩し去り、普段ニュースや新聞では得られない外国の方の本物の声

を聞くことができる。その点で、このプログラムは多国籍合宿のスローガンである「多文化共生社会構築への挑

戦」を象徴しているのではないだろうか。私自身も、準備段階でインタビューやパネリストの方々との話し合い

を通じて様々な価値観を学んだ。今年は、「壁」というテーマで外国人と日本人の間にある壁、また外国人同士

で感じる壁について話し合ったが、最も多い意見は言葉の壁についてであった。私も留学生の方にインタビュー

をする時に英語を使わなければならない時は、自分の言いたいことが上手く伝えることができず、言葉の壁は思

った以上に大きいと感じた。しかし、壁を取り払うには、まず壁にぶつかり経験し、「壁」とは何かを知ること

が大切だと思う。 

今回の総合討論では、学んだことも多かったがその他にも反省すべき点が多々あった。私たちの計画性の無さの

ため多大な迷惑をおかけしたにも関わらず、先輩方やパネリストの方々、通訳の方々には本当に親身に手伝って

くださいました。本当にありがとうございました。そして、最後に私と多くの時間を共有してくれた総合討論ス

タッフの皆さんにも心から「ありがとう」と言いたいです。 
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アンケート集計結果 

ここでは、総合討論のアンケートで挙げられた参加者の方々の意見をいくつかまとめる。 

（1）①受付の際にお配りした事前資料を読まれましたか（総回答者数 242 人） 

Yes No 無回答 総回答者数 

172 49 21 242 

 

②あなたの評価に最も近い番号にチェックを入れてください。 

（回答）1：全くそう思わない 2：そう思わない 3：そう思う 4：とてもそう思う 

No.1：テーマ「壁」を理解することができましたか？ 

No.2：パネリストの話しを理解することができましたか？ 

No.3：討論は興味深いものでしたか？ 

 

（2）テーマについて事前に考えたことや期待していたことは何ですか？ 

・様々な国の方々の「壁」についての考え方、感じ方を知る良い機会だと思い、どのような感じ方の違いがある

のか期待していた 

・壁というテーマは総合討論をするテーマとして広く大きすぎて難しいのではないかと思った 

・壁を乗り越えるためにはやはりコミュニケーションの重要性に行き着くと思うのだが、そのベースとして他人

への敬意、違いを受け入れること、それだけでなく、“どんな人間も持っている宗教、文化は違えど同じ人間で

ある”そこまで行き着くような討論になることを期待していた 

・「壁」については個人個人によってとらえ方、感じ方が違うと思うので、どんな議論になるのか興味がわいた 

・壁とは何か。実際にそれほど自分が壁があると感じた事がなかったので、壁を壊す目的は何か。そこに何があ

るのか。 

・壁を壊す具体的な方法が存在するかどうか、また、今回の討論でそんな結論が出るのかどうか期待していた 

（3）総合討論の中で、特に印象深かったこと・さらに学びたかったことをお書き下さい 

・「壁を取り払うこと」＝「同じことをすること」ではないということ 

・最初は日本人の消極さが目立っていたけど除々に様子が変わっていくのが印象的だった 

・日本人の方から外国の Student に対し、日本に入れば日本語を学ぶべきだ、という意見がでてきたこと。この

意見を掘り下げていけば、なぜこういう考えが生まれるのか？本当の日本人の心が見えるはずだ。 

・まとめの中の「宗教や文化的背景は変えられないけど、皆人間であることは同じだから、それぞれが壁に感じ

ていることを認め合えばいいのでは」という発言は印象深かった 

（4）進行の仕方について、評価できる点・改善点をお書き下さい 

・進行は良かったと思う。ただ、英→日の通訳、訳もれが気になるところが尐しあった 

・何度も手を挙げていた人に結局発言の機会が与えられていなかった所は改善点だと思いました。去年と違って、

事前にテーマが分かっていたのは良かった 
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総合討論書き起こし 

司会： 

今年の総合討論のテーマは壁です。留学生や日本に住

んでいる外国人の方々が、日本に住んで感じる壁は何

なのかについて話したいと思います。言語の壁、宗教

の壁、習慣の壁など個人によって感じる壁は様々です。

今回、外国人の参加者の皆様には、日本に来て感じた

壁、そして、日本人の参加者の皆様には外国人の方と

接する上で感じる壁について意見を述べて頂き、何が

壁となっているのか、そして、壁を取り払うにはどう

したらいいかについて考えてください。では今日のパ

ネリストを紹介します。右からクウェートから来たユ

ソフさん、日本の高山さん、中国から来た董斌さん、

タンザニアから来たベンジャミンさんです。それでは、

クウェートのユソフさんから自己紹介お願いします。 

 

ユソフ（クウェート）： 

皆さんおはようございます。あー、わたしの名前はユ

ソフです。クウェートから来まして、1 月から現在ま

で 6 ヶ月間日本に住んでいます、鹿児島大学水産学部

で勉強中です。よろしくお願いします。 

 

高山（日本）： 

皆さんこんにちは。紹介された、高山栓と申します。

日本人です。自分は今 25 歳で一回働いて、日本へ戻

ってきて、また学生としてここにいますが、今回は壁

ということで自分の意見を話していきたいと思うの

で、皆さんも意見があればどんどん出してください。

お願いします。 

 

 

董斌（中国）： 

皆さんおはようございます。中国から参りました董

（トウ）と申します。鹿大生でしたが、今年の３月に

鹿大を卒業して、今は鹿児島で働いています。普通の

中国人のサラリーマンです。よろしくお願いします。 

 

ベンジャミン（タンザニア）： 

わたしの名前はベンジャミンです。タンザニアから来

ました。今年の 4 月に日本へ来ました。水産学部所属

で、この総合討論のパネリストになることができて本

当に嬉しいし、実のある討論になるよう祈っています。

積極的に意見を出してください。協力をよろしくお願

いします。ありがとうございます。 

 

司会： 

ありがとうございました。 

それでは、パネリストの方に日本で感じた壁について

話して頂きます。各パネリストからのご意見を頂いた

あとに参加者の皆様にも意見を述べて頂きたいと思

います。まずは各パネリストの方が日本で感じた壁に

ついてスピーチをお願いいたします。スピーチは一人

２分以内です。なお、スクリーンにも内容を載せてお

りますので、ご覧下さい。まずはクウェートのユソフ

さんお願い致します。 

 

ユソフ（クウェート）： 

そうですね、文化、言語、宗教、そして性差について、

これらすべてが、まずみんなが話す壁というものだと

わたしは考えています。わたしの意見としては、イス

ラームはわたしたちムスリムにとって卖なる宗教と

いう位置づけだけではないから、おそらく一般的に、

ムスリムはこれらの壁には関連性があると言えるで

しょう。イスラームは、すべて文化のなかに根付いて

いるものであり、異性と交流するときにも、関連して

くるものであります。わたしは、それら異なる壁にお

ける、イスラームからの視点になるであろうことにつ

いて話したいです。さて、ここからわたしの、言語、

文化、その他もろもろの間に生ずる壁についての意見

なのですが、この討論で最も重要な部分であると言え

るのは、言語の壁に打ち勝つということです。それは
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卖純なことなのですが、もしわたしたちがお互いに理

解すれば、コミュニケーションをとることができれば、

文化におけるすべての未知な点で、誤解することはな

くなるでしょう。例えば、あなたがわたしの文化を知

らなければ、あなたにとってわたしの文化は未知なも

のです。未知のものは、時に恐怖と関連性があるでし

ょう。未知のものと恐怖との関連性は多数あります。

もしあなたがわたしを知らず、わたしの文化を知らな

ければ、その時あなたに生まれるであろう感情は、あ

なたにとって未知なものであるでしょう。そしてわた

したちが言語を知らず、あなたがわたしの文化を理解

することができなければ、未知のものは存在し続ける

し、恐怖も存在し続けるでしょう。今わたしには恐怖

の感情があります。絵を見せてもらえますか？わたし

の描いた絵が見えるかと思いますが、左にいるのがわ

たしで、右にいるのが誰か日本人もしくは別の人間で

す。このように言語の壁は巨大なものです、なぜなら、

わたしたちは宗教をもっているからです。わたしたち

が経験する他の問題は、実際には小さなものなのです

が、言語の壁があるせいで大きく見えてしまっている

のです。巨大な壁とは、言語の壁だけなのです。あり

がとうございました。 

 

司会： 

ありがとうございました。では、次に日本の高山さん

お願いいたします。 

 

高山（日本）： 

まず、日本人と外国人の間にある壁ということで、あ

えて自分は日本人について思うことを話したいと思

います。それは、日本人が持つ消極性、簡卖にいうと

個人の意見が言えないとか、多数の意見に流されてし

まうというものがあります。私は働くことがあって、

長い間外国生活をしていたので、そういうのをよく感

じています。よく外国の友達から言われるのは、なぜ

会議があるのに、自分から進んで意見を言わないのか、

ということです。ただうなずいていることが多かった

り、分からないことに対しても笑顔でいたりして愛想

笑いをしている。外国の方にとって愛想笑いというの

はあまり理解されていないので、よくこのことは話題

に上がります。私はこのようなことは海外においてだ

けだと思っていました。それは僕自身が、自信が持て

ないからです。でも、日本に帰ってきてからも同じよ

うなことを感じています。それは日本の文化なのか、

習慣なのか、社会の成り立ちによって生まれたのかな

とは思いますが、これでこの話を終わらせてはいけな

いのではないでしょうか。例えば、日本人の中で外国

に興味がある人がいるとします。その人は外国の人に

話しかけたいのですが、なかなか言葉が出てこない。

そういう経験をしたり、そういう友達を見たりしたこ

とはありませんか？外国人である留学生からすれば、

なぜ日本人は声をかけてこないのだろうと思ったり

して、それが外国人にとっては壁になっていると私は

考えています。終わります。 

 

司会： 

ありがとうございました。それでは次に中国の董斌さ

んお願いします。 

 

董斌（中国）： 

先程ユソフさんは、言葉の壁ということを述べました

けれども、私は自分の感じた壁を言う前にまず、会話、

コミュニケーションの違いについて自分の考えを説

明したいと思います。会話は言葉ができれば言葉のキ

ャッチボールですが、コミュニケーションはなんでし

ょうか？コミュニケーションは心のキャッチボール

かなと思います。そして、心の交流を図るために何が

必要なのか。私の考えは、まずお互いに偏見を無くし

て、お互いに心から本当に相手を尊重してみることだ

と思います。特に、日本と中国は昔の戦争の歴史があ

ります。また、現在では日中経済は共通関係がありま

す。だから両国民の気持ちを感じました。日本に来て
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主に感じた壁というものは、2 つあると思います。1

つは、日中戦争の歴史、もう一つは、相互理解の不足

と偏見の存在です。皆さんがご存じの通り、昔、中国

は日本に占領されて多くの中国人が日本人からの偏

見を受けたことがあります。ああいう歴史があるから

こそ、今の中国で、日本が嫌い、日本人が嫌いという

人が多いという話はちょっと極端かもしれないです

けれども、尐なくないということは事実です。だから、

日本にいる中国人としても、すごく簡卖にこういう気

持ちからは解放できません。日本にいる中国人は何か

不満なことがあったら、すぐに自分は中国人だからと

いう偏見を感じて、いじめられたという考えを生みや

すいかなと思います。だからこういう精神的なストレ

スが毎日毎日、日々積み重なった結果、日本人とコミ

ュニケーションしたくないという壁が生じたかなと

思います。あともう一方はですね、日本では今の中国

の発展を認めずに、中国人に対してまだ偏見を持って

いる人も確かにいます。自分が感じたことはですね、

中国人は日本にいるときも愛国心が強いですよ。だか

ら例え中国が本当に色々な社会的な問題があっても、

中国人は自分で分かっています。だから勝手に中国の

事情は知らないのに、中国を批判する人とコミュニケ

ーションあまりしたくない。これが、ナンバー2 です。

はい、終わります。 

 

司会： 

ありがとうございました。それでは最後にタンザニア

のベンジャミンさんお願いします。 

 

ベンジャミン（タンザニア）： 

ありがとうございます。わたしは、文化の壁と、人種

差別について話したいと思います。そしてその問題は、

遠い昔から人間にとって深刻な脅威であったと、断言

されてきました。わたしがここでのこのスピーチを準

備する時、ケーススタディとしてアメリカを取り扱お

うとしたわけですが、そこにおいてマーティン・ルー

サー・キングジュニアは重要な人物なのです。わたし

たちは、彼がアメリカで人種差別を受けた側の、偉大

なリーダーであったことを知っています。そして彼は

尐年時代に、学校で、レストランで、病院で、公共交

通機関や公共の施設で、人種的偏見のたぐいを経験し

ました。 

1963 年、マーティン・ルーサー・キングは、25 万人

を超える観衆を前にして、ワシントン・DC で有名な

演説を、わたしたちが誰でも知っている、「わたしに

は夢がある」の演説を行いました。この演説で、彼は

すべての人間は平等につくられているという、人権に

関してうたい、また、違いというものはわきに置いて

おくべきであることについてもまた、言及しました。 

そして彼の苦闘の成果として見られるのは、アメリカ

は、現在黒人のアメリカ人、バラク・オバマが、国の

代表である大統領であるということと、結果的に、37

歳という短い生涯を終えることとなったことです。 

では、日本人の観点についてお話したいと思います。

日本人は、国際社会、また地域社会間に壁が存在する

という事実を、無視することはできません。わたした

ちは歴史的にも、文化的にも、宗教的にも、そして伝

統的にもとても多くの違いを持っています。何でもか

んでも知る必要はありません。壁を壊すことを達成す

るためには、3 通りの方法があります。まず初めに、

国際社会はすべての面における日本人の生活様式に

ついてより深く理解すべきであること、次に、日本人

も国際社会において日本人の生活様式を明らかにす

べきであること。そして最後に、互いに違いをもつ中

でも、共通の背景の中で平等な状況を作り出すことで

す。ありがとうございます。 

 

司会： 

ありがとうございました。それでは、次に参加者の方

から壁についての意見を出していただきたいと思い

ます。発言は一分以内でお願いします。どなたかいら

っしゃいますか。 
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フロア（エジプト）： 

このような討論の機会を作っていただきありがとう

ございます。まず、日本人のみなさんは本当に親切で、

礼儀正しくて、協力的な人々だということを言わなけ

ればなりません。しかし壁のことを考えると、もちろ

んユソフが言ったように、性差、宗教、習慣、言語が

あるわけですが、それらすべてに言語が関わっていま

す。そして、言語について考えてみると、日本ではか

なり限られた人数しか英語を話すことができないと

言わなければなりません。 しかし、世界中のどの国

も、1 つの言語だけを話す国はありません。私の国エ

ジプトのように、そんなに発展していない国でも、す

べての人々が尐なくとも 3 言語、アラビア語、英語、

そしてフランス語を話すよう義務付けられています。

さて、日本では、小学校から大学まで、英語を学ぶと

いうことに関してもっともっと協力的であるべきだ

ということが言いたいです。２つめに、鹿児島大学を

考慮してみると、実際鹿児島大学は留学生を受け入れ

ていると言っているし、そうなのですが、鹿児島大学

の学長はなぜ鹿児島大学のホームページを日本語で

作っているのかが疑問です。そして、その日本語しか

扱わないということは、わたしとわたしの妻にとって、

多くの柔軟性のない教授とのかなり深刻な問題が生

じる形で降りかかってくるのです。彼らの多くは日本

語でメールを送ってきて、結果としてわたしは、理解

できずに返答ができません。非常に怒りを覚えますし、

そのようなことはわたしが日本で勉強することにお

いて、とても危険なことで、あってはならないことだ

と言えます。鹿児島大学には、ホームページは英語表

記であるべきだと言いたいし、すべての教授は留学生

の状況を理解しなければならない、と言いたいです。

ありがとうございます。 

 

司会： 

ありがとうございました。この意見に対して何か意見

のある方はいますか。 

 

フロア（ナイジェリア）： 

おはようございます、みなさん。わたしはナイジェリ

アから来た留学生で、天文学を鹿児島大学で勉強して

います。高山さんが言ったことについてコメントした

いと思います。あなたが言った、日本人は意見や表情

を隠すということに完全に賛同します。しかし、主な

要因の一つとしては、彼らが何を言いたいか、という

よりは、どう言えば良いのか、を考えているというこ

とが言えると思います。それらの言葉は、聞こえがい

いか、もしくはわたしが聞いていて感じが良いなと感

じるものでしょう。日本語でやると、何と言えば良い

かという気持ちが入っているので、だから、なかなか

言葉がでてこないので、外国人にとっては、あなたが

何を言おうが OK なのです。 

外国人は攻撃的なところがあります。日本は、おそら

く最も礼儀正しい文化をもつ国です。もしヨーロッパ

やアフリカや、アメリカに行くとしたら、日本人と同

じような礼儀正しい文化を垣間見ることはできない

でしょう。だから、もしあなたが外国人に、「出て行

って」といったことを伝えたとしても、日本人が感じ

るようには外国人は感じません。あなたが感じること

はなんでも、あなたが外国人に言いたいことはなんで

も、遠慮なく言って、答えを見つけてください。終わ

らないといけませんね。ありがとうございました。 

 

司会： 

ありがとうございました。今の意見に対して、何か意

見のある方はいらっしゃいますか。お願いいたします。 

 

フロア： 

わたしは、小学校の

英語の先生です。そ

して、みんないつも

考えているんです、

あなたは外国人で、

卖にアメリカから

来ただけの、日本に

きた人々の中のよ

くいる一人なんだ

って考えているん

ですね。そして実際

には自分たちが聞

いていることを彼ら自身理解していない、卖純にリピ
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ートするだけ。そして、それは中学校であろうが高校

であろうが、わたしは同じように感じるのです。彼ら

に何かを教える存在であるというよりはむしろ、ただ

彼らを楽しませる存在であるかのように見えるので

す。 

わたしは、数尐ない日本人しか、自分とは違う文化に

対して本当にはオープンになっていないと思います。

日本人は、実際には、ただ英語を勉強して繰り返すだ

けじゃだめなんです、「わたしの名前は…です、元気

ですよ、あなたは？」「今日の調子はどう？わたしは

元気よ、あなたは？」というような感じでは。本当に

何回もこんなやり取りを繰り返さなくちゃいけない

んです、まったく。わたしたち外国人はみんな、かな

り違う文化からやってきているという事実に対して、

心を開くべきだし、あなたがやらないといけないこと

は、ただの繰り返しだけでなくて、他国の文化を学ぶ

べきだ、ということなのです。まぁとにかく、わたし

が言いたいことはこういうことです。ありがとうござ

います。 

 

司会： 

ありがとうございました。他に参加者の方から意見は

ありますか。 

 

 

フロア（フィリピン）： 

みなさん、おはようございます。わたしは、日本人に

ついて、別の外国人の方がおっしゃった意見に付け加

えたいと思います。人々は英語を勉強しますし、受身

であり、まあこれはあなたがたの文化だとは分かって

いますし、これはあなた自身の一部である、例えば私

の例で言うと、わたしの村ですが、スペインに占領さ

れませんでした。そして、わたし達はわたし達自身の

文化を保護守ることができたし、わたしたちが他の場

所へ行くときは、もちろんシャイになりがちなのです

が、しかし今、多文化共生に向けて、自ら行動できる

のかどうかという部分は重要であると思います。そし

て、それに伴ってもちろん、いくつかの言語を学ばな

くてはならないでしょう。あなたがた日本人が英語を

学び、書き方や話し方も知っているということは分か

りますが、わたしたちは先に進まなければならないし、

より広い世界へと進まなければならないのです。わた

したちはガラスを見ているみたいに、見えることがで

きるけど、感じることはできない、触れられない、だ

からお互いの文化を混ぜ合わせる、そうですね、混ぜ

合わせるためにまた混ぜ合わせて、互いに良さを認め

合い、互いの文化の価値を、より深く学ばなくてはな

らないのです。そして、わたしの国では、わたし達は

他国の人々と交流できるように 3言語を学ばなくては

いけないし、日本人の皆さんは本当に英語を勉強して

います。しかし、かつてある外国人がわたしに言った

んですけど、わたし達は「こんにちは。元気ですか？」

とただの挨拶からより先に進むべきなんです。お互い

をより深く知るためには、本当に深い友情を築かなく

てはなりません。えー、ありがとうございました。 

 

司会： 

ありがとうございました。他に参加者の方から壁に関

する意見のある方はいますか？日本人の方がまだ意

見が出ていないので、もしよければ日本人の参加者の

方にも述べていただきたいです。 

 

フロア（日本）： 

わたしは、日本人が小学校から外国語を勉強するとい

う意見に、断固反対です。なぜなら、わたしたちの言

語である日本語を、勉強すべきだと考えるからです。

まず、日本語で理解することができる。それでまだも

し時間があるなら、外国語、おそらくは英語を勉強す

ればいい。もしあなたがたが日本で勉強したいのなら、

日本語を勉強すべきなのであり、その逆は言えません。

あなたがたがもし日本に来て、日本で勉強するなら、
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日本人に英語を喋らせることはできないのです。だか

ら、あなたがたは英語を勉強しなくてはならないので

す。以上がわたしの言いたいことです。ありがとうご

ざいます。 

 

司会： 

ありがとうございました。今の日本人の方の意見に対

して外国人の参加者は何か意見はありますか。よろし

くお願いいたします。 

 

フロア（バングラデシュ）： 

 みなさんこんにちは。すいません、英語で失礼しま

す。知る限り、わたしが知る限りでは、日本人は本当

にかなり親切だし、本当に礼儀正しい人たちです。し

かし、たいていわたしが日本人に会う時はいつも、た

だ挨拶だけ、「こんにちは。おはようございます。お

やすみなさい。」こんな感じで挨拶するだけですが、

わたしは外国人として、日本人と同じように特有の文

化や、伝統や言語を持っているわけですが、もし外国

人と日本人双方が理解する姿勢を持っているのなら

ば、理解するのはより容易になるし、だから相手を受

け入れる姿勢をもつということは大事なのです。言語

と文化だけが壁なのではない、その姿勢をもたないこ

と壁であるとわたしは考えます。相手を受け入れる姿

勢は重要なことです。わたしは、すべての外国人と日

本人のみなさんに、もっとお互いに交流する努力をし

てみてくださいと言いたい。そうすれば、もっと互い

が明快に理解できるでしょう。 わたしは、すべての

壁が解決できるとは思いません。良い言葉だけでなく、

良いコミュニケーションから始めるべきです。日本人

は、たいてい日本人の友達と話すときは、思いやりの

ある感じでコミュニケーションをとっています。わた

しは卖に外国人として、もし日本人学生すべてがわた

しと友情を深めたいとするなら、それは難しくなく、

簡卖であるべきだとおもいます。以上がわたしの意見

です。ありがとうございました。 

 

司会： 

ありがとうございました。他に参加者の方から意見は

ありますか。はい、よろしくお願いいたします。 

フロア（ナイジェリア）： 

2 度目の発言で

すが、さきほど

の日本人の「日

本に来る外国

人は日本を勉

強し、日本語で

自分の専門の

研究を行う」と

いう意見に尐

しコメントさ

せてください。

私個人的には、

日本語を勉強

して全ての漢

字を習得して、自分の研究を日本語で行いたいと思っ

ています。しかし、よく考えてみてください。日本人

が新聞を読めるようになるまでどれくらいの時間が

かかりますか？まず、幼尐期に戻り、「月」「日」のよ

うな簡卖な漢字を勉強します。その 6 年後でもまだ新

聞を読めるようにはならないでしょう。誰が「あまの

がわぎんが」という言葉を漢字で書けるでしょうか？

日本人でさえ、読み書きをする前に辞書を見なければ

ならないほど複雑な漢字もあります。だから、全く言

語の異なる国から日本へ来た外国人が天文学や化学、

数学などを勉強するため日本語を学ぼうとすると、必

要な言葉は専門用語であることは明らかです。という

ことは、日本語（専門用語）を習得するのにかなりの

時間を要するわけです。もし、その外国人が 20 年間

日本に滞在する予定なら、6 年間いや 10 年間を言語

習得のための時間にあて、その後の 4 年間で自分の専

門の勉強をすることができます。もちろん、これには

長い時間が必要です。私たちは、たいてい４、５年の

予定で留学生として来ています。そして多くの人が国

に帰っていきます。なので、外国人が日本語を習得し

て、自分の専門分野を日本語で勉強するというのは明

らかに合理的ではありません。ありがとうございまし

た。 
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司会： 

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 

フロア（バングラデシュ）：  

バングラデシュ出身です。言語について話をします。

日本語は日本人にとっても難しい言語ですよね。世界

で使われる公用語は、今もこのパネルディスカッショ

ンで日本語とともに使われている英語です。つまり、

私の言いたいことは、日本人も尐なくとも一つの公用

語を外国人とコミュニケーションを取る際に使うこ

とが大切だということです。これが私の意見です。さ

もなければ、日本人は外国人とコミュニケーションを

とることができないでしょう。もし、今日のこの討論

で、日本語と英語二つの言語がなければ、お互いの意

思疎通ができていないでしょう。だから、尐なくとも

１つの公用語を持つことは、非常に大切なのです。こ

れは、どの国にも言えることです。私の国で使われる

言語は２つです。そして英語を国際的なコミュニケー

ションのために勉強します。ありがとうございました。 

 

司会： 

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

フロア（ネパール）： 

こんにちは、みなさん。私はネパール出身です。日本

人と留学生の間には壁があります。私もそう感じてい

ます。最も大切なこと、そしてこの壁の問題を解決す

るために必要なことは、コミュニケーションです。私

たち留学生は４、5 年ここで勉強してその後自分の国

へ帰ります。日本語を完全に習得することはできませ

ん。しかし、大体の外国人にとって英語は出来るもの

だと思います。 なので、留学生とコミュニケーショ

ンをとる際に優先順位を与えられるべきものは英語

であると思います。私のナイジェリアからの友達も先

ほどの発言でそういうことを意味していたと思いま

す。ありがとうございました。 

 

司会： 

ありがとうございました。すいません、お願いいたし

ます。 

 

フロア（日本）： 

今、言語の話になっていて、私もあまり英語ができな

いので、とても身につまされる思いです。勉強する必

要もあるし、同時に日本語についてもっと学ぶ必要も

あると思っています。その話もいいんですが、私は、

先ほどトウピンさんが言って下さったような相互理

解の問題などについてもちょっと是非みなさんに聞

いてみたいなというふうに思っています。たとえ、お

互い言語の問題がクリアできたとしても、じゃあ、あ

の、先ほどの歴史問題認識のように、いろんな弊害が

あるわけで、お互い理解できないとか、そういうのが

あるので、そういう、たとえば各国から見て、その日

中間の弊害がどう見えているのかとか、日本人の方自

身どう思うのか、中国人の方、中国の留学生の方はど

う思うのかなど、そういった意見も是非会場から聞き

たいなというふうに思います。みなさん、よろしくお

願いします。 

日中間に限らなくてもいいんですが、いろんな国の方

がいらっしゃると思うので、たとえば、私の国と、ど

こかの国では、こういう弊害があります、というよう

な紹介でもいいですし、もしそれを乗り越えた例があ

るのなら、是非お話してほしいですし、いろんな例を

聞きたいと思います。 

 

司会： 

ありがとうございました。今、日本人の参加者の方か

ら、言語だけではなくて、相互理解、言語を越えて、

相互理解を深めるためには、どうしたらいいか会場の

方から聞きたいという意見がありましたけれども、何

かその意見に関して、参加者の方の意見はありますで

しょうか？ 

 

フロア（日本）： 

壁ということを言ってたんですが、中国の方やクウェ

ートの方が言っていることが割と同じ面があってで

すね。イスラム教に関して、豚肉を食べたらいけない

ということが、科学的か、非科学的か、などという話

はできないですよね。そういう禁止事項をもう、ご自

分の中に持っていらっしゃる。それで、中国に関して
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は、共産主義が正しいか、っていうような話はできな

いわけですよ。現実的に。おそらく、ご本人もそうい

うことを分かってない、というか自覚がなくなってる

面があると思う。ネットの社会でもそういうことが話

せないもんだから、その壁が高くなってしまう、と思

うんです。 

 

司会： 

ありがとうございました。パネリストの方から意見が

あるようですので、よろしくお願いいたします。 

 

董斌（中国）： 

すいませんね。今日はちょっとマイクの調子が悪いの

で迷惑かけました。さっきもずっと聞いて、ずっと聞

いて、ちょっと感じたことですね。今日はこういう場

で感じたことをまず１つ言いたいです。今まで、こう

いう場面で日本人の方は外国人の方の内、何人だと思

います？さっきは皆の発言はたぶん 12 名の中に日本

人はただ 1 人。じゃあ、得点は日本人が 1 人しか入っ

てない。これはおかしいかなと思います。あともう 1

つは、最初の日本の方から意見を頂きまして、日本人

はまず日本語をちゃんと勉強して、あとは時間があっ

たら英語勉強してください、という話がありましたね。

私は、あれはいいんだけど、例えば自分は中国人で日

本で中国語も喋れないし、何で外国語を勉強するわけ、

と思っているとします。その場合、この考えは有り得

ないです。では、何で外国語を勉強するのか、目的は

何でしょうか？目的は外国人と交流したいと思って

るじゃないですか。言葉はただの道具ですよ。あれは

勉強したら、使わないと意味がない。今日言いたいの

は、外国人とコミュニケーションしたいなら外国語を

ちゃんと勉強してくださいということです。勉強した

くない人は、私の考えでは、そういう人たちは外国人

とコミュニケーションしたくない人だと思います。だ

から、そういう人たちは、こういう今日討論する壁を

感じられない。あとは、さっきの日本人の方から意見

を頂きまして、ありがとうございます。共産主義とイ

スラムのことはもうすでに決まった既存的なもので

すから、あまり意識してない部分があると思います。

共産主義も私はもう中国人ですけど、本当に共産主義

という中国語で 4 文字ですけど、共産主義だという言

葉を聞いて、本当に何年ぶりですよ。普通は、みんな

は中国にいる中国人も言わないです。今の中国人は、

アジアは日本、中国、韓国がどういうふうに仲良くし

て、どういうふうに自分の国、経済をちゃんと発展さ

せて、自分の国民を幸せにするように、今後はどうい

うふうにお互いに連携させるのか、こういうことも考

えにすべきかなぁと思いますね。だから、国の連携は

まず、一般国民の交流のコミュニケーションの壁をつ

ぶさないといけない、と自分で思っております。はい、

回答になれるかどうか分からないですけど、はい、以

上です。 

 

司会： 

ありがとうございました。続いて、クウェートのユソ

フさん、お願いいたします。 

 

ユソフ（クウェート）： 

こんにちは。えっと、さきほどの日本人の発言にあっ

た「私たち（ムスリム）は豚肉を食べない」というこ

とについてコメントをします。私は、壁を壊すという

ことは、他の人と同じことをするということではない

と思います。例えば、多くの日本人またはイスラム教

徒ではない人はお酒を飲みますよね。しかし、壁を壊

すために、私も彼らと一緒にお酒を飲まないといけな

いわけではありません。私はあなた方がお酒を飲み何

をするかということを考えています。しかしあなた方

は私が何をするかということを考えます。これが壁を

壊すということです。同じことをするのではなく。分

かりますか？これが私の意見です。昨日の夜の話です

が、私の周りの人はダンスに行きたかった。ムスリム

としては普通は行きません。しかし私は「No」とは言
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いませんでした。なぜなら、お互いの壁を壊すために

そうあるべきだと思ったからです。私はダンスに行き

たくない。これが私であり、それが彼らの姿です。他

の人との違いを認めることで壁を壊します。言語も異

なりますね。だから私は、この言語を学びました。こ

れが壁を壊すということです。分かりますか？壁を壊

すということは、他の人と同じことをして、酒を飲み

ながら彼らと一緒に座っているということではあり

ません。壁を壊すということは、私たちの間には違い

があるということを認めることです。これが、真の壁

を壊すということです。どうもありがとうございまし

た。 

 

司会： 

ありがとうございました。今のパネリストの方の意見

に対して、参加者の方から意見がある方はいらっしゃ

いますか。よろしくお願いいたします。 

 

フロア（日本）： 

すいません、鹿児島大学から、日本人としての意見な

んですが、先ほどおっしゃっていただいた方とほとん

ど同じような意見です。僕はあの、大学に入ってまと

もに勉強を始めました。英語に関してですね。日本で

はまず、英語を勉強する理由はただ試験に受かるため、

大学に入るためっていうスタンスが主です。で、大学

に入ってちゃんと、国際交流をやろうとすると、やっ

ぱり発音で英語が喋れないという壁が１つあると思

うんですよ。ただ、英語をちゃんと学んでれば発音を

矯正することはちゃんとできると思うんですね。日本

人がいろんな外国の人と交流しない理由はたぶん英

語が通じないからだと思う面もあると思うんですよ。

で、英語が逆に通じさえすれば、いろんな所に行って、

いろんな人たちと交流して、いろんな人たちの、その

文化を知ることができると思います。日本人も完全に

日本語が全部わかるわけではありません。例えば僕は

熊本出身ですけど、熊本人の使う方言と秋田、北海道

の使う方言は違います。食べ物も違う。でもそれがで

きる理由は日本語のベースとなる標準語があって、そ

れを知ってるから、そこの言葉を、それはどういう意

味ですかとかいうことを知ることができる。英語をち

ゃんと話すことができれば、そこに行って、その独特

の言葉、その所々にあるスペシャルな文化を何かしら

の英語を介して知ることができる。で、それを知れば、

また意見が変わって、見方が変わるんじゃないかと思

います。別に、先ほどユソフさんが言っていた通り、

知ったからそれをしなければいけない、ということで

はないと確かに思います。それを知って偏見をなくせ

れば、その人にとってのバリアが崩されたと思います。

別にスタイルを変える必要は僕はないと思います。以

上です。 

 

司会： 

ありがとうございました。タンザニアのベンジャミン

さんから意見があるようですので、ベンジャミンさん、

よろしくお願いいたします。 

 

ベンジャミン（タンザニア）： 

ありがとうございます。もっと日本人の方からの意見

が聞けると嬉しく思います。私は、相互理解について

話します。私たちは、共に生きるパートナーについて

知るため、日本語、日本の文化などを理解しようとか

なりの努力をします。そしてこれは日本人にとってイ

ニシアチブになるべきです。私は日本語の発音がうま

くありませんが、日本人とコミュニケーションをとる

ために、かなり努力をします。このイニシアチブ、こ

の努力から日本人にも学んでほしいのです。次に、効

果的な状況を作るために、共通の環境を作ることは、

非常に大切です。理想的な変容というものはあり得ま

せん。私が完全な日本人になるということは無理です

し、そのような理想はあり得ません。私が、自分のア

イデンティティを維持している間に、お辞儀をするこ

とでどれくらいの犠牲が生じるかあなた方には分か
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らないでしょう。しかし、環境調和のために、一度や

ってみればいいのです。そしてあなた方は私の文化に

ついて理解するようになります。私たちが相互に作用

しているというとき、これはどういう意味を持ちます

か？ これは、私たちの生活の調和、みんなが平等に

扱われる状況を可能にする共通の環境を作るためで

す。誰かが、あなたと違うことをしているからといっ

て、無視しないでください、それはもしかしたらその

人の文化的背景からくるものかもしれないのです。こ

れらのことを知ることによって、国際的なコミュニテ

ィとローカルのコミュニティが相互理解を持つこと

によって、この環境作りを可能にするのです。ありが

とうございました。 

司会： 

ありがとうございました。参加者の方から意見がある

ようですので、よろしくお願いいたします。 

 

フロア（日本）： 

私は小学校の教員をしています。で、先ほど小学校で

英語を教えていらっしゃるという先生が確かに、

Hello.とか How do you do?とか、そういう繰り返しで

す。で、確かに小学校の英語もそういう風な感じでな

かなか学習が進まないんですけど、さっき高山さんが

おっしゃったように、私たち教員が大変消極的なのに

反して、子供たちはとても積極的です。だからやはり

自分の今回子供をこの会に連れてきたんですけど、や

はり小さい時期からいろんな国の人と交流する、それ

から異なる文化について学習していくっていう、そう

いう多くの機会が私たち日本人にはすごく不足して

いるんではないかと思います。それで本当に今回この

娘を連れてきて良かったなーと思っているところで

す。で、やはり、自分がすごく消極的な日本人なんで

すけど、母親としての役割、それから、教員としての

役割っていうのは、やはり世界に目を向けられる日本

人になってほしいっていうのが私の本当の願いです。

で、ここでまた、あの英語でお話できれば良かったん

ですけど、私自身も今回このお互い、いろんな国の

方々の意見を聞く機会はとても大切な機会だったで

す。それで、私自身も本当それぞれの国の文化の理解、

それからお互いを理解できる人間にこれから尐しで

も成長していけたらと思っています。以上です。 

 

司会： 

ありがとうございました。他に意見のある方はいます

か。よろしくお願いいたします。 

 

フロア（エジプト）： 

みなさん、こんにちは。私はエジプト出身です。まず

初めに、ごく簡卖なことについて言わせてもらいます。

言葉の問題があるかないか。これは、外国人だけの問

題、日本人だけの問題ではありません。外国人が、あ

なたのところに来て、これをしろとかあれをしろとか、

他の言語について学んだほうがいいと言うとき、あな

た方のことを責めているわけではありません。あなた

方が英語を学ぶことで私たちが何らかの利益を得る

ということはないからです。私たちは日本に 4 年くら

いいてその後は国に戻ります。しかし、あなた方の言

語の問題は、解決しようとしなければずっと残るでし

ょう。私の同じ学部の友人で、アメリカに勉強しに行

った人が多くいます。言語を学ぶということは本当に

大変です。これは日本人にとって問題です。しかし私

にとって問題ではありません。国に帰れば、言語の問

題はなくなるからです。私は日本人とコミュニケーシ

ョンをとることがなくなりますが、あなた方に問題は

残るでしょう。この問題は即刻に解決しようと取り組

まなければ、永遠に残ることでしょう。ありがとうご

ざいました。 

 

司会： 

他に意見のある方はいらっしゃいますか。はいよろし

くお願いいたします。 
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フロア（日本）： 

こんにちは。日本語で話します。社会人です。今日は

「壁」について話そうということで、こうやって「壁」

について話そうとしてこんなにも数の人が集まって

いるのに、何で日本人がこんなに黙っているんだろう

というふうに外国人の方々は思われているのかもし

れないと思いながら発言をするんですけれども。さっ

きあのユソフさんが“breaking walls does not mean 

doing something.”ということをおっしゃったんです

けども。こうやって見ているとおそらく今日来られて

いる方々の日本人の方々の大半は、特にその自分がこ

うやって黙ってじっとこういろんな方々の発言をた

だ聞いているというあり方とか態度が別にその何か

「壁」と感じられるようなことではない。むしろどち

らかと言うと多くの日本人の若い参加者の方々は、気

持ち的な意味ではこう裸のような気持ちでどういう

ことを壁のように感じて思われるのか指摘をされる

のかということをこう聞いてらっしゃるのではない

かというふうに思っています。だからと言って黙って

いる事の方がいいというふうには僕は思っているわ

けではないんですけども。それとあと董斌さんの発言

が今日いろいろと面白いんですけども「愛国心なんて

当たり前のようにあるでしょ」っていうふうに先ほど

最初の発言にあったんですけど、「当たり前のように

僕はないんじゃないかな」と思いながら聞いていまし

た。僕はあの日本っていう国を愛するところもあり、

非常に心配して色々な事を考えたりするところもあ

るんですけれども。例えば、日本人の参加者だけじゃ

なくていいんですけれども、おそらく中国の方とも昨

日分科会をしながら話していて中国の方が思われる

ような愛国心は到底日本の同世代は持っていないだ

ろうなっていうふうに思って、最初今日は最初の発言

を聞いて日本人の参加者の方々で「愛国心俺は持って

る」っていう人がいたら是非こう何かどんな愛国心な

のか。ワールドカップで、愛国心でオランダに勝ちた

いっていうのはなくてですね、どういう愛国心がある

のか是非董斌さんからでも投げていただければなぁ

と思いましたし、あと共産主義のことはほとんど話さ

れないということでしたけども、日本でも日本が資本

主義だからどうこうと話す事はこれまでほとんどあ

りませんでしたけども、最近のグローバリゼーション

の広がりの弊害で、資本主義の在り方を話し合うこと

は非常に多くなってきましたし、あの社会民主主義的

な方法をもっと取り入れて、それこそこういう場でも

積極的に発言をする日本人がいっぱい出るようにな

るっていうのは、やっぱり社会がもう尐し日本の社会

は民主的ではないと僕は思っているので、そういう状

況を日本人が資本主義を話さないのと同じくらい別

にそれは絶対でも前提でもないし、中国の人が共産主

義が正しいと思って続けるのも変える所がある必要

性を感じて変えていくところがあればそれはやっぱ

り中国の人にとっても共産主義は口に出して話すべ

き事柄でしょうし、共産主義は絶対でもなくて前提で

はないのではないかな。そのように感じたところであ

の沈黙がいいとは思わないんですけど、こういう日本

の若い人が黙ってすごくその交流を求めて来られて

いて英語もよくわからない方もいらっしゃるでしょ

うけど一生懸命意見を聞くそういう裸の気持ちみた

いなそういう日本人のなんていうかな「空気」ってい

う言葉を日本人はよく使うんですけど、ここも「空気」

をもってして「壁」を崩そうとする姿勢があのあるの

ではないかと思って聞いていたところです。終わりま

す。 

 

司会： 

ありがとうございました。では董斌さんよろしくお願

いします。 

 

董斌（中国）： 
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すみません。さっきの 3 点ですね。自分の日本語レベ

ルまだ低いですけど、ちゃんと聞き取れるかどうかわ

からないです。自信がないですけど。まず 1点ですね。

さっき、今ここにいらっしゃる日本の方のそういう傾

聴の姿を心から受け止めます。さっきはああいう話を

投げて、自分でちょっと話しました。「何で今日は日

本の方は発言が尐ないかな」と思って、より多くの日

本の方は発言するようにわざわざそういうふうに申

しました。後もう一つね、共産主義に対して本当に僕

は、今日はここでただ自分を代表して発言します。全

部の中国人の考え方を代表できません。本当の自分の

考えですね。共産主義というものは実現できるかどう

か私は信じてない。これははっきり言えます。今の中

国の特に若者ですね。みんなは大学に入ってちゃんと

教育されました。だから何が正しいのか、何が正しく

ないのかちゃんとわかっています。私はそう思います。

中国は確かにああいう歴史があって、皇帝は１人トッ

プにいて、下の人に統治するわけ。日本もそういう時

代もありますけど、中国もそういう時代があります。

でもああいう歴史を見て日中戦争もあるし、日中戦争

の後は中国の内戦もあるし、いろいろ中国しかない、

そういう中国、いわゆる中国の事情はあります。だか

ら、今の中国そういう現状になっています。特に社会

問題はいっぱいあるということは自分で知っていま

すよ。だから今若者が考えているのはどういうふうに、

例えば日本に来てちゃんと留学して、日本の民主主義

とかちゃんと自分で吸収して、今度はいつか中国に帰

って、自分でできる部分はあるかなと思います。あと

もう一つは、何かな 3 点目。すみません忘れてしまい

ました。ありがとうございます。 

 

司会： 

ありがとうございました。時間の関係上あのー時間が

おしておりますので、最後にパネリストの方に意見を

伺いたいのですが。壁を今日いろいろ参加者の方々か

らも挙げていただいたんですが、その壁をどのように

して乗り越えることができるのかそれをパネリスト

の方に伺って最後のまとめに移りたいと思います。ユ

ソフさんからお願いいたします。 

 

ユソフ（クウェート）： 

質問は、実にシンプルですが、これに対する答えはも

っとシンプルなものだと思います。壁を乗り越えるた

めには、その壁について話しあうことです。今ちょう

ど私たちがしているように。昨日、先生が私たち 4 人

のパネリストにこの問題に対する答えをこの場で言

うように言われました。そして先生は多国籍合宿とは

何かと私たちに聞きました。私の答えは、多国籍合宿

とは様々なディスカッションを通して壁を壊すため

のものだと思います。分かりますか？ディスカッショ

ンすることで壁を壊す、今私たちがしていることです

よ。どうやって壁を壊すか？今日のこの討論で、他の

人の考え方、意見を聞き理解を深めることができまし

た。これが私の答えです。どうもありがとうございま

した。  

 

司会： 

ありがとうございました。続いて日本の高山さんよろ

しくお願いいたします。 

 

高山（日本）： 

壁を壊す方法ですよね？壁を壊す？ 

 

司会： 

どのようにして壁を壊すことが出来るのか。 

 

高山（日本）： 

わかりません。壁は個人によって様々あるし、壁を壁

と思わない人もいるし、話しあってもそれを理解する

ってまたそれを壁という人もいるし、ただ自分の中で

妥協、悪く言うと妥協、良く言うと尊重するっていう

考えを持って普通に社会を生きていければそれでい
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いんじゃないですかね。あと今日ずっと思っていたん

ですが、正直日本人の人が意見を言おうが言わないが

あまり興味がありません。最初からあんまり日本人は

意見を言うとは思ってなかったので、ただせっかくこ

ういうイベントがあって、で、前もって何を話すかっ

ていうのもパンフレットに載ってたので、もしこれを

チャンスと思える人がいれば意見を言う。それで何か

変わるっていう考え方を持ったら、またいろんなこれ

から色々自分が変わっていくと思うんですよね。だか

ら、これを押し付けるわけではないんで、こういう考

え方もあるんだっていうのを今日知ってください。終

わります。 

 

司会： 

ありがとうございました。続いて中国の董斌さんよろ

しくお願いします。 

 

董斌（中国）： 

はい。自分はシンプルな考えなんですけど。本当に人

間と人間の交流というものですね。本当にお互いに心

を開けて、そういう偏見というか、そういうものをち

ゃんと捨てて、お互いに尊重すること一番大事だと思

います。今日はこういう場を作って本当にいいと思い

ます。私も去年は申し込みをしたけど来なかった。今

年はやっと来れるように、いろいろ自分の時間段取り

して、今日ただ一泊二日間で時間的に足らないかなと

思って。鹿児島県の方が多いですけど、鹿児島の国際

交流課とか県の国際交流課とかたくさんのイベント

はあります。みんな興味持ったら是非参加してくださ

い。本当にたくさんの外国人とコミュニケーションで

きるし、相手の国のことちゃんとわからないと本当に

いろいろ誤解を生みやすいかなと思います。さっきも

おっしゃった通りに中国人はみんな共産主義を信じ

てるかなと思う方もいるし、ちょっと意外かなと思い

ます。はい。以上ですありがとうございます。 

 

司会： 

ありがとうございました。それでは最後にタンザニア

のベンジャミンさんよろしくお願いします。 

 

ベンジャミン（タンザニア）： 

ありがとうございました。各々のコメントやこの討論

に対する貢献にとても心打たれました。このイベント

は、異なる文化の人が交流するときに生じる問題を提

起し、どうあるべきか考えるものです。 私たちはみ

んな同じではなくみんな違います。その違う人々が集

まって、みんなが平等に扱われる共通の状況をつくり

あげるならば、私たちはみんな異なるという事実のも

とで、沈黙を破り、話しあいを通して相互理解に達す

るべきです。話しあい、周囲と調和し、みんなが平等

である状況を作り出さなければなりません。何か共通

点を持つということは、壁を壊すということです。み

んなが快適に、そして調和的に生活できる公平な環境

をつくるために、自分のアイデンティティを保ちつつ、

違いをあまり気にしないようにしましょう。ありがと

うございました。 

司会： 

ありがとうございました。それでは今日の総合討論の

まとめに入りたいと思います。今日のテーマは「壁」

でした。歴史の問題とか乗り越えないといけない壁が

たくさんありますが、宗教・文化など自分の守らなけ

ればならない壁もあるのではないかと思います。もし

かしたら、今日出た意見に関してあまり同意できない

参加者の方もいらっしゃったかもしれません。違いが

あるのは当たり前だと思います。でも私はお互いに理

解し合って、受け入れて尊重することですることが一

番だと思います。今日の討論では様々な意見が出まし

たが、この討論をきっかけにどうしたら個々人によっ

ても壁は違うと思うのですが、壁を乗り越えることが

できるのか考えてみてください。ありがとうございま

した。それでは、最後にシャフィクさんからお願いし

ます。 
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司会（シャフィク）： 

まとめとしては、今いろいろな意見が出ましたんです

けども、やっぱりその壁は変えられることができない

です。宗教の壁、私はイスラム。他の人は別の宗教。

変えることができないです。私は私の言語を使って、

他の国は他の言語を使って、それを変えることができ

ないです。私と他の国の歴史があってその歴史は変え

ることはできないです。私の国はこの国のマナーがあ

って、他の国は他のマナーがあって、そのマナーは変

えることはできないです。でも何が何を変えることで

きますか？何を変えることができますか？それは私

たちの考え方、私たちの偏見、私たちのマインド。そ

れは、私たちは変えることができます。なぜ？それは、

私たちは共通点があります。それは、私たちは人間で

すから。誰でも同じような気持ち、人間の気持ちを持

ってますから。その変える気持ちは、それこそ理解を

しようと理解をしてあげる、尊重してあげる、相手の

ことをわかってあげることが変えられることです。そ

して、私たちが今多国籍合宿やってきて、皆様の後ろ

にある「多国籍多文化共生社会構築への挑戦」があり

ますけども、やっぱりそれを実現するためにこれが一

番大事なんじゃないかなと思います。やっぱり皆がそ

んな気持ちをお互いに持って、一つの実現するための

方法だと思います。一緒に多国籍の目標を実現しまし

ょう。以上です。 

 

司会： 

これにて、総合討論を終わらせていただきます。2 時

間に及ぶ長時間ありがとうございました。最後に参加

者の方がどうしても発言したいということですので、

よろしくお願いします。今 11 時を回っておりますの

でアンケートを記入してください。 

 

フロア（日本）： 

ちょっとすみません。緊張していてなかなか自分の意

見が言い出せなかったんですけど。この話は途中で言

うべきだったんですけど。今回のテーマは「壁」と言

うことで、外国人と外国人の間の壁という話しだった

んですが、外国人同士でなくても、例えば自分の話な

んですが、自分は高校に通ってるんですが、同級生と

は気が合う人もいるんですけど、だいたいの人は気が

合わなくて、毎日その人達とは喧嘩ばかりしているん

ですけど、外国人同士でなくても、国の中でも同じ人

の中でも壁を作るというのはあるので、国同士じゃな

くても国の中でも壁を作っている。それはやっぱり自

分はちょっと変だから。この多国籍合宿が好きなのは

やっぱり自分を出せるから、表現できるから。昨日も

ダンスを夜遅くまで自分も一緒に踊ってたんですけ

ど、ああいうふうにいつもと違うことができるのは自

分の中でだけど、変なことをしても異文化で済まされ

ると思ってやってるから、だから変なことをしてもそ

れが違いだと思えばいい、と同級生の人には思って欲

しかった。だけど同級生の人はその違うのが嫌だから、

皆その違っていいと思うんだ。変なのでいいと思う。

だから変だというのはわかってて、変なのを受け入れ

てほしいなぁ。みんなみんな同じにしようとするから、

高校生の同級生は。よっぽどのことじゃない限り違う

のは受け入れて、その違いを活かして変な人も活かし

て欲しい。すいません。緊張して意見がまとまらなか

ったけど、最後に自分の意見を言わせてもらいました。

ありがとうございました。 
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5.全体アンケート集計結果・参加者感想 
*************************************************************************************************** 

全体アンケート集計結果 

 

1. この合宿を楽しめましたか？ 

 

はい：210 人  いいえ：2人  無回答：1人 

 

 

 

 

2. また来年も参加したいと思いますか。 

 

はい：202 人  いいえ：7人  無回答：4 人 

 

3. 特に心に残ったイベント、満足したイベントはなんですか。その理由を教えてください。 

アイスブレーキング：71 人   

・賑やかでゲームをしながらみんなと打ち解けることができた 

・人見知りが尐しなおった 

分科会：71 人   

・自分が知らなかったことを知ることができ、今後自分が考えていく課題が増えた。 

・自分が育った国と違う世界を見つけられる 

異文化紹介：121 人   

・留学生が芸達者であることに驚いた。まさにこれがコミュニケーション能力なのだと思い反省した。 

・様々な国の文化を見たり聞いたり踊ったりして、生で触れて満喫できた。 

・各国の衣装や踊りをみな誇らしくしていたこと 

ダンスの時間：74 人   

・知らない人と踊れたから 

・ダンスが好きで、色々な国の人と一緒に踊れた。体が動かして気分爽快だった。 

総合討論：56 人   

・多文化共生社会の構築への挑戦に対する「壁」がテーマであり興味があった 

・改めて日本人が外国人の視線でどのように思われているのか分かった 

・人の意見を自分の中に入れるのに必死で、なかなか自分の考えをまとめることができなかったから。 

・外国の方やまたは日本人同士でもいろんな考え方を持っていることが実感でき、印象的だった。 

みんなの時間：49 人 

・より仲良くなれるチャンスがあった 

・７・５ウイグル事件についての講演はとても勉強になった 
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・ジャンベがたたけた 

空き時間：24 人   

その他：8 人  

・友達が増え、心豊かになった。 

・他国の人の考えに触れるきっかけになった 

・ポスターがかっこよかった 

4. 改善すべきと思ったイベントはなんですか。その理由を教えてください。 

アイスブレーキング：22 人  

・到着後すぐにパンフレットの説明を見ることができず、一番近くのグループに入ってしまった。 

・周りの音が大きくて、自己紹介が聞こえなかった。 

・ゲームそのものは面白かったが名前、お互いを印象付けられずにそれっきりだった。 

分科会：25 人 

・テーマによってクオリティがまちまちであった 

異文化紹介：5 人  

・微妙な開始時間で、更に参加者の態度(マナー)についてもう尐し呼び掛けてほしかった。 

・何かもう尐し工夫したら興味が持てると思う 

ダンスの時間：14 人  

・内輪感が尐し否めなかった 

・ただうるさ過ぎるだけだった。飛び跳ねるばかりではなくもっとクールに踊った方がいい。 

総合討論：49 人 

・議論が上手く噛み合っていなかった 

・内容はとてもよかったが通訳のシステム、レベルを上げてほしかった。 

・人数が多過ぎ他人事のようなので、グループ作って意見を出し合った後、全体で議論した方がよい。 

・話の軸がずれた時に修正する人がいなかった 

・「壁」というテーマが抽象的すぎる 

・予想できる意見が多かった 

みんなの時間：16 人 

・ロッククライミングが中止になった 

・何をしていいのかわからなかった 

空き時間：8 人   

・合宿の最後の最後、打ち上げでするようなことをだらだらと時間を使ってやったのが理解できない。 

・宿泊施設にシャンプーやボディーソープが無いことを言った方がいい 

 

その他：18 人 

・食事の時間はもう尐し長くするべきだと思う。そうすればゆっくり色んな国の人とおしゃべりしながら食べら

れる。 

5. この合宿を通してあなたが学んだことはなんですか。 

・「異文化紹介」「ダンスの時間」など一歩勇気を振り出して自分の殻を破れば、性別や国籍の関係なく楽しめる

ということを改めて感じた。・異国の人とでも話そうとする勇気、異国の人の考え方。・文化事に習慣が異なるの

は当然であり、その違いを理解することが重要なのだと思った。・自己の主張力や英語力のなさ。Global に活動

することの嬉しさ。・日本人が自分自身を顧みる機会が、日本に住んでいるとほとんどないこと。・やはり第一に
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「英語」は基本であり、話せるようにならなければと思った。・海外の方とも積極的に話すこと。・相手の意見を

聞いてただうなずくだけでは、絶対に相互理解はできないということ。・「カベ」は国際的にもあるのかもしれな

いが日本人同士、友人・家族・人間、みんなにあるものかもしれない。・異文化理解の難しさ、エネルギーの必

要性。・人の考えは本当に一人一人違うということ。十人十色で聞いていてとても面白かったし、考えるきっか

けになった。・とりあえず話してみることの重要性。・人間は１人で生きられないことを感じた。・お互いを理解

するためにはコミュニケーションが大事だということ。世界で何が起きているか知らないことは恥ずかしいとい

うこと。 

6. その他、ご意見ご要望、ご感想があれば自由にお書きください。 

・本当に充実した 2日間でした。日本の大学で学ばれている留学生の方々がどのように日本や日本の生活につい 

て考えているのか、尐し感じることができました。友達もたくさんでき、楽しい時間を過ごせました。このつな

がりをこれからも大事にしたいと思います。・時間は限られているので総合討論ではもっと具体的なトピックを

挙げて参加者が一つの焦点をもって意見を述べられるようにするべきだ。・素晴らしいイベントだったと思いま

す。ずっと続けていってほしいと思います。・とてもあっという間に終わってしまった。スタッフとして参加し

改めて思ったのは、スタッフ全員で作り上げているということです。 
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参加者感想文 

多国籍合宿に参加して                         永川久美子 

普段大学や街で出会っても、すれ違ってしまう人々が、気軽に声をかけ合って、知り合う――多国籍合宿には、

それを可能にしてしまうような、どこかひらいていて、あったかい雰囲気がありました。正直この合宿に参加す

る前は、いろいろな国から集まった人々とうまく交流ができるかどうか不安もあったのですが、終わってみると、

１泊２日だったとは思えないほど充実していて、また、考えさせられることの多かった合宿でした。 

 「異文化交流における壁をどう乗り越えるか」について話合われた総合討論では、うまく言葉をまとめられず

にためらっている自分の横で、何度も手を挙げ発表しようとする留学生の友人を、すごいなともうらやましくも

思いました。みんなの意見を聞きながら考えたことは、一番の壁は、やはり人々がお互いのことを知らないこと

だということです。討論の中でも思想のことであったり、宗教についてであったり、他国の人が発表した意見を

その当時国の人が、そんなことはない、それは違うと訂正する場面が何回かありました。限られた情報のなかで、

私たちが相手のことを国のイメージで判断したり、誤って捉えてしまったりすることは仕方のないことです。大

切なのは、そのことを理解し、実際の触れ合いを通してお互いを知ることによって、イメージと現実のギャップ

を尐しずつ縮めていこうと努力をすることではないかと思いました。そして私は、相手のことを知りたいと思っ

たとき、そのための伝達手段としての言葉の大切さも痛感しました。 

完全に理解し合うことは簡卖なことではありませんが、それでもお互いに（話してみたい、仲良くなりたい）

と興味がありながら、なかなかきっかけが掴めずにいる私たちを引き合わせてくれる、多国籍合宿のような場が

もっと増えたらと思います。また、自分からそういうチャンスを嗅ぎつけて、積極的に異文化交流に関わってい

たいとも強く思いました。こうしたことを考えるきっかけを与えてくれたという意味でも、私は多国籍合宿に参

加して本当によかったです。 

 

多国籍合宿参加者感想文                          後藤あや 

いちばん最初はアイスブレーキング。みんな初対面だったけれど、司会の人たちのおかげですごく盛り上がった。と

くにジェスチャーゲームは、ジェスチャーする人も当てる人たちも真剣で楽しかった！友達も作れてよかったと思う。 

分科会では「不動産バブルと経済」「親日派」の二つに参加した。私は留学生と接する機会が結構あるのだが、こうい

う深いテーマについて話したり討論したりすることはあまりない。自分とは違う文化の中で育った人の意見を聞くと

いうのはとても面白いし勉強になると思った。また、「日本」に対する私の知識や認識の低さに気付かされた・・・。

日本のバブルの時はどうだったか答えられなかったり、親日派ができたしまった歴史的背景を知らなかったのは本当

に残念だったし、もっと頑張らないとなぁと反省した。 

民族のファッションショーから始まって、いろんな国の音楽や踊り、伝統文化を見ることができる異文化紹介。普段

はなかなかこうした文化に触れる機会がないのでとても面白いと思ったし、こんな風に様々な異文化を持つ人たちが

集まっているというのはすごいことなんじゃないかと思う。最後のダンスでは、国に関係なくみんなで踊って盛り上

がれて本当に楽しかった！！ 

総合討論の「壁」というテーマはとても難しい。けれど難しいからこそ、討論する意味も大きかったと感じる。外国

人の、日本（外国）に住んでいるからこそ感じる「壁」や自分とは違う意見を聞いて、なるほどなと納得することも

多かった。日本人の若い人にもももっと発言してほしいという意見があったのに、勇気がなくて発言できなかったの

が心残りだった・・・。来年は、積極的に発表しようと思う。 

みんなの時間ではホンジュラスに住んでいらっしゃった方のお話を聞いたが、日本では気づけない感覚だと思ってす

ごく新鮮だった。それに、こういう話を聞けるのは貴重な経験だと思う。 

今回の多国籍合宿では思いっきり楽しめただけでなく、たくさんのことを学べたし発見も多かった。 

普段ではできない経験ができるのも、いろんな国や日常ではあまり接点がない人とたくさん友達になれるのも多国籍
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合宿の素晴らしいところであると思う。参加して本当に良かった！！ 

今回できた友達とはずっと仲良くしていきたいし、もっともっと国際交流していきたい。 

最後に、こんなに素晴らしいイベントを行ってくれたスタッフの皆さんに心から感謝したいと思います。準備、運営

などすごく大変だったと思うけれど、スタッフの皆さんのおかげで本当に楽しめました！ 

本当にありがとうございました！！！ 

 

多国籍合宿感想文                                  Prakash Patil 

私は、多国籍合宿に参加して本当に楽しかった。どのイベントもよく考えられていて充実したものだった。そ

の中でも、ダンスや歌に溢れた異文化紹介が印象的だった。また分科会は本当にためになり、興味深いものだっ

た。総合討論は若い人にとってもこれからの国際的な協力を構築していく上でとても有意義なものとなったと感

じる。しかし、全体で議論するにはすこし時間が短かったのが残念だ。もっと事前に知らされた話題についてそ

れぞれの国の参加者から意見が出せたらより良くなるだろうと思う。それにしても、全体的に見て 2010 年多国

籍合宿は本当に素晴らしく、私の人生の中での大切な思い出の一つとなった。 

 

多国籍合宿感想文                      JOMANE  FORTUNE 

2010 年多国籍合宿は私にとって楽しさだけでなく、学ぶことも多くある充実したものだった。様々なイベン

トの中でとてもリラックスした雰囲気の中で国際的な知識を深めることができた。その知識というものは、時に

初めて出会う様々な国の人からその国の事等を直接聞くことによってえることができ、それがこの多国籍合宿の

良いところだと思う。イベント中、カンボジアの人と出会ったがそれまでカンボジアの事を全く知らなかったの

っで、とても貴重な機会となった。さらに、パキスタンにおけるテロリズムやその影響など、最近の深刻な国際

事情などの深刻な問題についての重要な情報を得ることができた。異文化紹介は若者の活気にあふれ、私は懐か

しい母国の音楽やダンスを楽しむことができた。 以下、それぞれのイベントについてコメントしたいと思う。 

アイスブレーキングは異文化、そして異なる世代の間の隔たりやそれに伴う緊張間を和やかな雰囲気のなかで

溶かしてくれたと思う。予め分けられたグループの中で自己紹介をしたりするゲームによって今まで全く知らな

かった人々と出会えたり友達になるきっかけができたのが良かったと思う。この時に出会った何人かの人とはそ

の後も行動をともにしたりと友情を深めることができた。私は、もともとあまり人の前に立つことは苦手だが、

World Word クイズで指定された言葉をジェスチャーをして皆に伝えているうちにそんな気持ちも薄れていった。

本当に楽しいひとときでこれから始まる合宿がより楽しみになった。.  

私は、韓国とパキスタンの分科会に参加した。特にパキスタンの分科会は啓発的で注目すべき分科会であった。

まず、｢テロに対する戦争におけるパキスタンの役割｣というそのタイトルに惹かれて参加したのだが、この分科

会を通して、パキスタンやアフガニスタンにおけるテロリストの活動などを映した写真等を見たり、その経済的

な影響等も知ることができた。質問するには時間が足りないくらいだったが、この分科会を通して今までのパキ

スタンに対する自身の誤解をとくことができたと思う。 

異文化紹介は私の人生の中で忘れることのできない体験となった。世界には本当に様々な文化が存在している

のだと言うことに改めて気がつかされた。それらの音楽やダンスは異なる言語や、人種が存在している中で、「皆

で知識を共有しよう、お互いの違いを認め合おう、そして尊重し合おう」というメッセージを投げかけているよ

うに見えた。 

総合討論では、｢壁｣と言うテーマに対して様々な人の意見を聞くことを通して知識を高め、国際社会の中で生

活していく上で表れるだろう障壁をどう乗り越えるかということを考える良いきっかけとなった。 

最後に、この多国籍合宿を企画してくださったスタッフの方々、そしてさらに多国籍合宿をより思い出深いも

のにしてくれたイベント中出会った多くの人々に感謝します。 
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6.多国籍合宿実行委員感想 
*************************************************************************************************** 

多国籍合宿というもの                  2010 実行委員長 小川裕也 

私たちは生まれた時からカテゴライズされている。国籍・民族・性別・宗

教・言語・年齢 etc…。そう考えると自由じゃない。しかし、やろうと思えば

国籍だって宗教だって、性別だって変えられる世の中でもある、やっぱり本

当は自由なのか。多国籍合宿では多様にカテゴライズされた 400 人が 1 つの

空間で過ごす。多種多様な文化が混沌とする大隅青尐年自然の家は、２日の

間、異様で、でも自然なことで、そんな「高揚感」に溢れていた。まず僕が

感じた多国籍合宿に携わる事につながる動機はこの「高揚感」であろう。 

 過去の報告書などを読んでいただければ、一人ひとりがどのような思いでこの多国籍合宿に携わっているのか

がわかる。その中で私が主に考えていることはまさに、一人ひとりの考えは違うのだ、ということ。そして、そ

のことを本当に「理解」しなければいけないこと。また、国籍や宗教によって考え方が違う、ということを誤解

してはいけない。違うのは、「一人ひとり」なのだ（そうだとも言えない事実もあるのだが）。思えば、日本人だ

から…、ムスリムだから…、という表現は固定概念によるレッテルのようにも感じる。結局のところ、私たちは

生まれた時から自分の性情をもカテゴライズされているのである。それでも何も思わない人もいるだろうけれど、

私はその分類からもがき、抗いたい。この世界に存在する分類という壁を乗り越えたい。そんな思いから今年の

討論のテーマ「壁」が生まれた。討論の内容としては抽象的なテーマであったが、フロアからの意見は多かった。

討論が終わったら、隣にいる人を「外国人だ」とか「言葉が通じない人だ」と思わずに「同じ人間だ」と感じる

人が尐しでも増えたらな、と願った。 

 実行委員長として運営について伝えたいことも多い。が、当報告書の「座談会」のページを読んでもらえば、

多国籍合宿運営、スタッフ、参加者が、どういう問題に直面しているかを察する事がでるので味読していただき

たい。運営中に私が感じたことは、「秩序化の暴走」を止めなければならない事である。私たちは何かに失敗す

る度にルール（秩序）を作る。ルールは細かくなり、細かい部分ばかりを気にするような私たちは大きな失敗を

する。秩序は正しいものだから逆らえない、支配的なものでもある。私たちはルールを「理解」して秩序化を抑

えなければならない。それは、小さな学生のサークルにも、大きな国の政治にも頻発していると思う。秩序で支

配してしまう前に、再考察することを勧める。また、苦しい事を「理解」しなければならない。自分と人の苦し

みを「理解」することは言わずもがな大切である。まさに苦行で悟りを得るように。 

 「理解」が必要である。多国籍合宿がどうして行われているのかを「理解」し、自分がやっていることも「理

解」していないと、本当の意味での運営は出来ない。生活していく中でも情報を「理解」しなければ、情報に流

される。ちょっと考えてみるだけでいい。例えば、誰もが戦争のない平和を願っている（とみんな思っているは

ず）が、現実では戦争はある。それは誰かが戦争を終わってほしくないからなのでは？とか。 

 後半は、多国籍合宿とは関係のない個人の訴えになってしまったが、このような考えをするようになったのも

多国籍合宿と繋がってからだ。多国籍合宿というものは、何のためになるのか一概には言えない。だからこそ、

「人それぞれ多国籍合宿をきっかけに多様な新しい考え方が生まれる」とも言えるのではないのか。そうして、

新しい考え方を持った、新しい人々が、新しい時代を、多国籍合宿から鹿児島へ、世界へ発信するという道筋が

あるのではないかと時折考える。 

 最後になりましたが、３年間ですが多国籍合宿に関わることで私自身成長する事が出来ました。未熟な私と一

緒に多国籍合宿を運営してきたスタッフ、留学生、主催者、参加者、先生方、両親（あぁ、分類しちゃった）に

感謝の言葉を述べたいです。ありがとうございました。 
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多国籍合宿を終えて                    分科会   坂口真美 

多国籍合宿のスタッフをしようと試みたのは、ただ「おもしろそう」と漠然としたイ

メージからの軽い気持ちであった。多国籍合宿が一体どういうものなのか掴めず、右も

左もわからない状態でのスタートだった。毎週の会議は夜遅くにまで及び、自分は分科

会を担当したが、仕事に対して指摘を受けても具体的に自分が何をすればよいのか、何

を求められているのかわからない。自分の無知、経験の無さに悔しさと恥ずかしさを覚

えた。軽い気持ちで自分の身の丈に合わないことに関わってしまったのではないかと感

じることもあった。 

 しかし、失敗を何度も繰り返し、その度に多くのスタッフに助けてもらい、暗中模索でがむしゃらに突っ走る

中、いつの間にか多国籍合宿というものに惹きこまれている自分がいた。「多国籍合宿は他の国際交流イベント

とは違う」初めは、会議の中で度々出てくるこの言葉の意味がわからなかった。他のイベントとは何が違い、何

を目的としているのか、多国籍合宿に組み込まれたからくりは何なのか、カベにぶち当たった度に何度も考え、

ぼんやりと自分の答えが見つかり始めた。時間がかかりすぎたが、多国籍合宿を終えた今、ようやく明確になり

つつある。率直に感じることは、この国際交流イベントは表面上の薄っぺらなものではなく、とても奥深いもの

であること。私が多国籍合宿から得たものは語り尽くすことができない。私の頭をスポンジに例えれば、水をい

っぱいに含んでびちょびちょの状態だ。スポンジが小さすぎて、吸収しきれなかったこともきっといっぱいある。

たった 1 回の参加では多国籍合宿の意義は確定できない。2 回目、3 回目を経験してから見えてくることもある

のだと思う。それが多国籍合宿の奥深さの秘めたからくりであり、魅力でもあるのではないだろうか。 

多国籍合宿に携われば、多種多様な人々の考え、生き方に触れることができる。国籍や人種に関係なくみんな

同じ人間であることを実感した。今までは机上の知識でしかなった宗教や異文化の問題が、友達の抱えている問

題となり、よりリアリティを持って考えることができた。私のこのスタッフの経験は、真の国際交流への大きな

一歩だ。もっともっと多くの人に多国籍合宿の魅力を知ってもらいたい。そして、関わってほしい。できれば参

加者ではなく、スタッフとして。スタッフ経験者として、いかにこの魅力を伝えていくか、人々を惹きこんでい

くのかが今後の課題である。 

最後に、多国籍合宿との出会い、これを通した多くの人々との出会いに感謝感謝で胸いっぱいです。皆さまに

この４ヵ月どれだけ支えられてきたことか、測り知れません。本当にありがとうございました。みんな大好きだ

ー！！ 

 

多国籍合宿感想                       会計   櫨山美穂 

多国籍合宿まで過ごした約三ヶ月間は、これまで私が大学で過ごしてきた二年半とは明ら

かに違う時間だった。自分にとって、この三ヶ月の経験を一言で言い表せば“無知の知”

であると思う。英語力不足で留学生に言いたいこともうまく伝えられず、会計の仕事をす

るにも一人では分からないことばかりで先輩方の手を貸して頂くしかなかった。自分自身

の無力さを思い知らされた。また、この準備期間を通して身の回りや世界で起きている

様々な問題を考える絶好の機会を与えられているにも関わらず、自分の基本的な知識不足

で、疑問を抱いたり意見を持ったりすることすらほとんど出来なかった。ここでもまた自

分があまりにも無知であることを思い知らされた。 

合宿を終えて、時間にゆとりのある生活を送れるようになった今一つ感じるのは、これまで耳で聞き流し、目に

留まることも無かったテレビのニュースや身の回りの出来事が自然と自分の目や耳に留まるようになったとい

うことだ。これまで興味の無かった海外のニュースも、自分の知っている留学生の母国の話だと思うと関心をも

って見ることが出来る。私にとって多国籍合宿は、これまで本当に何も考えず、そのことに気付くこともなく過
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ごしてきた大学生活を変えるきっかけを与えてくれた刺激的な経験であった。この経験で学んだこと、感じたこ

とを絶対に無駄にしたくないと思う。 

 

多国籍合宿感想                       広報   川本聡美 

 今回は私にとって２回目の参加となる多国籍合宿だった。１年の時もスタッフとして参

加させてもらったのだが、簡卖に言うと訳が分からないまま本番を迎え一般参加者のよう

に楽しみ、会場の雰囲気に圧倒されて帰ってきたことを覚えている。それが忘れられない

というか、その独特の雰囲気、解放感をまた感じたくて、多国籍合宿に関わりたいと思っ

て今年もスタッフをすることにした。 

 今年は広報・受付を受け持ったのだが、何も分からなくて先輩や一緒に担当していた友

達にかなり助けてもらった。問題も多尐あり、いま自分で思うことはたくさんあるのだが、

結果として無事に成し遂げることが出来て良かったと思う。 

 多国籍合宿を終えて私は、本番や準備段階も含め、一度も同じ多国籍合宿なんて無いし、誰しもがベストだと

思えるような多国籍合宿なんて無いと思っている。今回は楽しさばかりが目立ったと多国籍合宿だったと言われ

るが、楽しさを重要視したと人にとっては良かっただろう。また、その批判ももちろんあり得る。そのことにつ

いて今回の多国籍合宿で足りなかったものは上手く表現できないが、「多文化共生社会構築への挑戦」という莫

大なテーマに多国籍合宿が沿っていくように舵をとるためのスタッフ共通の認識であったと思う。悔しいけれど

結局、核となる部分に関しての話し合いやコミュニケーションが不足していたのかな、と今となっては感じる。 

そんなことを言い出せばきりがないので最後に、スタッフに関してだが、スタッフみなさんの取り組みや多国

籍合宿に対する姿勢には、心を動かされるものがあった。そういうことに出くわすたびに、自分の人間の小ささ

を思い知ったり、感謝の気持ちでいっぱいになった。私はスタッフみなさんのことを尊敬しているし、そんなみ

なさんと一緒に何はともあれ多国籍合宿を実行出来たことが凄くうれしい。スタッフだけと言わず、関わった人

みんなとの繋がりを途絶えさせたくない。 

とにかく、色々な経験をくれた多国籍合宿に感謝だ。 

 

２０１０年多国籍合宿を通しての感想             分科会   下酔尾 怜 

 多国籍合宿が終了して、私が感じることは安堵感と尐しの淋しさです。多国籍合宿は、

１泊２日で行われるボランティア事業で、その名の通り多国籍の方々が参加し、異文化に

触れるものです。その事前の準備は３か月前から始まっていました。この激動の３か月は、

自分にとって濃い３か月で、多くの問題を目の当たりにしてきました。やっと終わったと

いう安堵感。そして、今の空虚な時間から尐しの淋しさを覚えます。この３か月を振り返

りながら、感想を述べたいと思います。 

 私が多国籍合宿を知ったきっかけは、鹿児島大学の小林先生から勧めていただいたこと

によります。はずかしながら、その存在すら知らなかった私にとって、多国籍合宿は刺激

的な事業だと感じました。在学中、留学生との交流を持てず、海外には修学旅行で１度行く程度であったため、

外国の方との触れ合いはあまりありませんでした。したがって、浅はかではありますが、自分にとって良い体験

ができるという思いから参加するにいたりました。 

 多国籍合宿当日までは週一回のミーティングがあり、当日までの準備や報告をします。ミーティングは、多く

の関係者や先生、先輩方、スタッフ等が意見を出し合い、考えなければいけないことや問題が浮き彫りになりま

す。スタッフは、ミーティングを通して意見をぶつけあい、多角的な視野・考えの至らなさを実感したでしょう。

かくいう私も、ふがいない思いを幾度となくしました。そこで、燃えたと言いますか、やる気にさせられたもの
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です。手助けして下さった関係者の方には、本当に感謝しております。 

 合宿当日は、分科会の準備や後片付け、手伝いと奔走しましたが、各スタッフが努力した成果が表れていたの

ではないでしょうか。もちろん、予期しない問題が起こることも常でありますし、スタッフの至らなかった点も

ありました。しかし、それを含めよい経験となりましたし、各々感じるところがあるでしょう。 

 多国籍合宿は、初参加で不慣れなものでした。当日一週間前でも、イメージすることは難しかったです。今考

えると、難しく考えすぎていたのかもしれません。それを踏まえ、感じることは以下の３点としてまとめたいで

す。 

まず、スタッフはじめ、主催者、経験者等、多くの方と話ができ、つながりを持つことができました。多国籍

合宿を共に過ごし、経験できたことは何事にも変えがたいです。様々な考え方や視点を感じることができたと思

いますし、それを尊重することが大事だと再認識できたとも思います。これは、参加してよかったと一番に思う

ことです。しかし、まだ世界の異文化の一部にしか触れていません。加えて、本当に分かり合えたかということ

は誰も教えてくれません。継続的に付き合っていける関係から感じていくしかないと思います。来年、私は新し

い地で、多くのことに励む予定ですが、多国籍合宿で学んだものを活かしていけば道が開けていけると思います。 

 次に、多国籍合宿をする意義について考えることが重要でした。私は、軽い気持ちでこのボランティアに参加

しましたが、参加者４００人超といった規模の大きいことを尐ないスタッフで運営することは、非常に大変です。

つまり、やり遂げるには、ある種の覚悟のようなものが必要になってくるのです。私はプライベートを犠牲にす

ることも多々ありましたし、他のスタッフもそうしていたと思います。つまるところ、なぜそんな大変な思いを

して、多国籍合宿を行うのか、また行う価値があるのかということを自問自答することが大切なのです。当初私

は、周りのスタッフが熱い思いで臨んでいたことに感化されて、頑張っていましたが、次第に多国籍合宿を楽し

く、そして意味のある合宿にしたいと思うようになりました。どのような意味にしたいのかというと、１点目で

述べたように様々な背景を受け入れ、つながりを持っていくということです。目的を持って、目標を達成してい

くことは、自分のレベルアップになりますし、協力して行えば、大変意味のあることだと考えます。 

 最後に、多国籍合宿のスタッフとして感じることは、スタッフ同士の仲が非常によかったということです。ス

タッフの数は限られているため、どうしてもスタッフ同士の連携が必要になってきます。協力してほしいことを

嫌な顔せずやってくれる、分かってくれる関係は貴重だと思います。仲が良すぎることにも問題がありますが、

先生や先輩方のご協力により、よい関係で多国籍合宿を終えることができました。多国籍合宿を終えて、自分は

まだまだ未熟だと実感します。周りの方々の協力なしにここまで多くのことを感じることはできなかったでしょ

う。スタッフみんなもそれぞれの思いを胸に、「共生への挑戦」を続けていきましょう。 

協力してくださった関係者の皆様、繰り返しお礼申し上げます。これもひとえに、皆様が努力し、苦悩し、奮闘

した結果なのではないでしょうか。参加してくださった方にもお礼を言いたいです。参加者、関係者、スタッフ、

全員でつくりあげる多国籍合宿になりました。スタッフ全員にも本当に感謝しています。これからもこの関係を

続けていきたいと思います。 

 

多国籍合宿を終えて                     異文化紹介 國料 未貴 

 私と多国籍合宿との出会いは、Come Come Chat という鹿児島大学の留学生のための

サークルに入った事がきっかけだった。Come Come Chat は留学生のために週 1 日で日

本語教室を、月に１回日本の文化を伝える行事を開催するサークルだが、その活動の中

で、留学生と触れ合い仲良くなったことは、私にとって初めての国際交流だった。今ま

では外国については新聞やテレビ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなどメディアを通しての情報しか得られなか

った。しかし実際にその国の人と直接話をすると、偏見を持っていたことに気づき、新

しい知識が入りとても刺激があり楽しかったが、次第にこの楽しさを自分だけではなく、
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もっと多くの人々に体験してほしいと思い、多国籍合宿のスタッフを引き受けた。『多文化共生社会への挑戦』

という理念のもとこの多国籍合宿は開かれているが、『多文化共生社会』とはどのような社会なのかを考えるこ

とから活動ははじまった。私は多国籍合宿の１日目の夜のプログラムである「異文化紹介」の担当を受け持つこ

とになった。「異文化紹介」は各国の民族衣装のファッションショーやダンス、武道、演奏などを直接目で見て

耳で聞いて、異文化に出会う楽しみを味わうことができるプログラムだ。一晩で 10 数カ国以上の文化に出会う

ことが出来る。準備をする中で感じたことは、各国の出演者がそれぞれ自国の文化に誇りを持っているというこ

とだ。文化の一つ一つに歴史的背景があり、民族の思いが込められている。パフォーマーは本番まで一生懸命練

習していた。社会人の方で、他国の音楽やダンス、格闘技と出会い、その魅力に惹かれ、自国に持ち帰り、教室

を開いていらっしゃる方々がいる。彼らのその文化との出会いは十人十色だが、その文化のすばらしさを伝えよ

うと日々稽古に励み、時には発表されているということは、それほどその文化が魅力的で、心打たれたに違いな

い。私は、異文化紹介をそのように参加者にとって異文化との入り口になり、参加者の心に残るような時間にし

たかった。本番終了後、参加者がとてもすばらしい笑顔で会場を後にしていたところをみると、私の目標は達成

できたのではないかと思う。この数ヶ月の多国籍合宿の活動を通して、私が思う『多文化共生社会』とは、「異

文化を持つ人々が、自国の文化に誇りを持ち、お互いの文化を尊重しあう社会」だ。総合討論のテーマにもなっ

た「壁」だが、言語の壁、宗教の壁、これらはすべて文化の壁と言えるが、文化はひとつのアイデンティティで

ある。異文化との間に壁はあって当然なのだ。それまで出会ったことのないものを受け入れろと言われてもすぐ

に受け入れることはできない。自分の中に蓄積されたもの（言葉、考え方、習慣･･･）を変えろと言われてもす

ぐに変えることなんて出来ない。人々は壁を乗り越えようとするから苦労するのだ。まずは知ること。そして、

違いを認めること。尊重することだ。この多国籍合宿は、私にとって国際交流とはどういうことなのか考えるき

っかけとなった。これからもいろいろな方と出会い「共生」とは何なのかを考えていきたい。最後に、合宿の運

営上協力してくださったみなさんに心から感謝の言葉を伝えたい。 

「ありがとうございました。」 
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7.多国籍合宿を支えてくださった方々 

*************************************************************************************************** 

 イベントの見えないところで多国籍合宿を支えて下さっている方々がいる。 

 イベント中、小さなお子さんを預かってくれる託児スタッフ。彼らの協力によって年齢国籍を問わず様々な

人の参加が実現している。そして、放送部は華やかな異文化紹介の音響、総合討論のマイクなどの音響を担当

し、メインイベントを陰から支えてくださった。通訳スタッフは分科会の翻訳や通訳、そして、総合討論での

同時通訳など様々な場面で活躍し、どのイベントにおいても言語が異なる人々が同じ時間を共有することがで

きたのである。ここで全てを紹介することはできないが、このほかにも多国籍合宿は多くの方の協力により成

り立っている。改めて、これらの多くの方々に感謝の意を表したい。 

 以下は、上の３つの各担当スタッフの代表に直接インタビューをし、その率直な意見をレポートにしたもの

である。 

 

託児スタッフレポート（ちゃいころ）                松迫俊也、松山隆真 

 私たち「ちゃいころ」は、障害児と接することを普段の活動の中心

としているので、その際はいろいろ気を使い、ある程度の「枞」を意

識する必要があります。でも、多国籍合宿での託児はそういうものを

全て取り払って活動できるので、思いっきりしたいようにさせていた

だき、普段の活動にストレスがあるのを逆に発散するほど本当に楽し

かったという思い出しかありません。子どもたちと一緒に時間を過ご

していると、初日から二日目へと続くような流れができてきて、彼ら

の信頼を得られた実感が味わえたのは嬉しかったです。 

 結局は、分科会も総合討論も行く時間はありませんでしたが、私たちは託児をしに来ているというモチベーシ

ョンなので、分科会に参加できるのはプラスαだと思っていました。他の学校から参加している託児スタッフの

方たちとも仲良くなれましたし、全面的に託児を任せていただいたのだと自負しています。もちろん、参加しな

ければ実感しにくい内容の分科会などは全く感じることができませんでしたが、アイスブレーキングや異文化紹

介などは全面的に参加できたので、そういう時間のおかげで多国籍合宿そのものに参加しているという気持ちに

なりました。 

 ｢子どものためのプログラム」として用意した 1 日目の子どもサッカーと 2 日目の小麦粉粘土遊びですが、こ

れについてはなくてもよかったかもしれないと思います。実際にやってみたときに思ったのですが、そういうプ

ログラムがあれば楽しいですしメリハリがつくのでしょう。でも、子どもたち自身が二日間いろいろなことをし

て勝手に遊んでいましたので、特別なものは必要ないと思います。 

 また、託児室の環境についてですが、もし、今回の託児室の畳の間に子どもが全員入ったら若干狭いかもしれ

ませんので、できれば宿泊棟の広い畳の部屋で託児ができればいいと思いました。また、用意されたお菓子や飲

み物は、量が尐々多かったようですが、子どもには好評でした。託児を依頼される親御さんから、託児根本のこ

とに関するお願いもなく、順調な二日間だったと思います。 

 ところで、私たちも大隅青尐年自然の家を使い 2 泊 3 日の大掛かりな活動をしています。ですから、多国籍合

宿を参加する側でなくて、やる側の視点で自然と見てしまうのですが、もっと組織をカチッとすればうまくいく

のではないかと思うのです。 

 私たちの組織はかなり細かく決まっていて、いつでも組織図を描いて説明できるほどです。4 つか 5 つぐらい

のグループがあり、それぞれにトップがいて、その中に細かいグループがあり、またトップがいて、それを手伝
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うフリーさんと呼んでいるスタッフがいます。多国籍合宿は、むしろそれくらいきちんとすれば、さらにいい方

向にいくのではないでしょうか。 

 特に、スタッフの中のスタッフの位置づけ、例えば誰がスタッフの中で偉いとか責任者かというのが分かりづ

らく、スタッフ名札を下げていても、誰に聞いたら話が通るのだろうと疑問に思います。多国籍合宿は何回も参

加している方が多いと思うので、そのように慣れた方であればあるほど、偉い人に聞きたいと思うのではないで

しょうか。そうでなくて、初めての参加者でも、質問する上ではある程度答えが返って来やすいような人にした

いと思うはずです。割とスタッフがたくさんいるのに、実行委員長くらいしか前に出ていないし、実際に参加者

の質問に答えられずに終わってしまうスタッフさんを見かけたこともあります。 

 多国籍合宿は、私たちの活動より参加者が多い分、難しい面もあると思います。私たちは、普段そのような「作

る側」の体験をしているだけに、この二日間はゆっくりさせていただいたように感じました。余裕のあるスケジ

ュールでしたし、託児そのものも楽しかったです。ありがとうございました。 

 

放送部レポート                   山崎さん（参加 3 回目）、吉田さん（初参加） 

私たち放送部は毎年多国籍合宿の放送関係を手伝っていますが、放送に関しては去年と比べて今年は、準備も

はやく、私たちの意見も組んでくれたのでやりやすく、全体的に多国籍合宿を楽しむことができたと感じていま

す。 

 しかし、音響の方が 1 人増えることが事前に分かっていれば持ってくる荷物を半分に減らすといった対忚がと

れたので、そのような連絡をしっかりしてほしかったというのと、移動手段や荷物置き場をある程度明確に示す

などの配慮があったらと思いました。また、総合討論は資料が手元に一切届いていなかったため、大変でした。

もう尐しまとめてきてもらえればやりやすかったですし、マイクはずっとスイッチを入れっぱなしには出来ない

ので、司会が進行するのか、しないのかだけでも教えてほしかったです。 

機材に関しては、準備中に参加者がバレーボールをしていたりして、危険を感じることはありましたが、何年

間も多国籍合宿に関わっていると機材の心配をするだけでなく様々な国の人たちが交流している周りの環境を

楽しめる気持ちの余裕も出てきたと思います。 

 参加者としては、イベントも楽しめたのでよかったです。このように楽しめたら、より多くの参加者がまた次

も参加しようと思うと思います。 

 多国籍合宿の運営に関しては、スタッフ側のモチベーションを上げる工夫も必要だし、食事担当や、グループ

リーダーなどのボランティアスタッフの協力を継続して多く集めることが必要だと思います。 

また、だんだんと多国籍合宿はマニュアル化してしまっていると聞いて、私たちは、マニュアル化すること自体

は悪くないと思います。ある程度の積み重ねで効率はよくなるはずだし、毎年何か新しい部分を追加・入れ替え

などできたら、マニュアル自体も濃くなって新しいこともできると思います。段取りの付け方をマニュアル化し

て引き継いでいくことも必要なのではないでしょうか。実際、その方が私たちも仕事がしやすいところもありま

す。 

 また、スタッフは日本人が中心となってやっているように見えまし

たが、本来、多国籍合宿は留学生と一緒に作ることに意味があるので

はないでしょうか。スタッフに留学生を巻き込んで段取りの段階から

協力してできたら本来の趣旨を見失わず、かつ効率的に作業が進むと

思います。 

 参加者に関しては、最初は卖純に楽しそう、とか出会いを求める節

があって参加する人が多いでしょう。でも、二回、三回と参加してい

くうちに卖純な楽しさだけじゃなくてイベントの中で色々考えたり、
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新しい発見をして実はこんなことをしてるんだと本当の意味で楽しさを見出すのではないかと思います。実際に

知り合いにも別の用事があったけれど多国籍合宿の方にどうしても参加したくて参加した人がいました。そこま

での多国籍合宿の魅力をより多くの人に感じてほしいと思います。そのためには、参加者がどういうものを求め

ているのかということを再度確認する必要もあるのかもしれません。 

 異文化に触れ、相互理解について考えること、そしてなおかつ楽しむことのバランスが大切だと思いますし、

それが実現できたらより充実した多国籍合宿になると思います。 

 

通訳レポート                                 日高 葵、永田 勝彦 

私たちは、これまでに多国籍合宿スタッフとして企画・運営を経験し、

また留学生会館のチューターも務めることで外国語で意思疎通をとる

ための能力を身につけてきた。それを活かし、今年の合宿では分科会や

総合討論での通訳の一員となったが、やっていく上でいくつか感じた点

がある。 

 第一に問題としてあげられるのが「通訳」という一つの枞を作ってし

まったことである。これは毎年あげられることでもあるが、通訳者の中

には、いきなりの依頼を引き受けたものの、多国籍合宿とは何なのか、

どういうものなのかもよくわからないまま、当日を迎えた人が尐なくないように見受けられた。これは、スタッ

フ側が通訳者に「依頼する」という姿勢が強かったことに起因するものであり、通訳者が自身の担当する分科会

に興味をもっているかどうかや、分科会主催者の意図を正確に理解しているかどうかなどを確認するような、通

訳者への配慮の不足は否めないと思う。 

 さらに、通訳や翻訳に求められているレベルが明確ではなかったことから、打ち合わせもそこそこなまま事務

的に通訳・翻訳をすることになり、結果的に質の向上に向けてスタッフとして関わる余裕がなくなってしまった。 

 多国籍合宿の実際において、通訳者には技術を求めているのではなく、話し手が伝えたいことをどれだけ伝え

られるかが大切なのである。つまり、準備の段階で主催者と通訳者とが密にコミュニケーションをとり、信頼関

係を作る必要があって、そこから最終的な当日の成果が表れると思うし、それこそが多国籍合宿の醍醐味である

ともいえる。 

 したがって、通訳者に仕事を「依頼する」だけでなく、通訳者自身がもっと多国籍合宿に入りこんだ存在であ

るべきだと考える。たとえば、ミーティングに参加してもらったり、自分の担当ではないことについてのアイデ

アを出してもらったりして、通訳という枞を超える存在になってもらえるような働きかけをしていかなければな

らないだろう。 

 そこで別な問題としてあがってくるのが、合宿中のイベント、特に分科会の「数」と「質」についてである。

今年は例年に比べて分科会数が多く、それ故にスタッフ側は参加者の振り分けや開催そのものに追われ、分科会

それぞれの質を向上させるのが難しくなった。それと同時に通訳者数も十分ではなかったことから、一人で英

訳・和訳の両方を兼任する通訳者が多くなり、それが通訳者にとって大きな負担となった。通訳とはいえ、日本

語を英訳するのと英語を日本語訳するのとでは頭の切り替えが難しく、この二役を一人でこなすのは相当な労力

と予備知識が必要なのである。 

 したがって、今後は分科会を二人の通訳者で担当することを提案したい。二人いればお互いに相談もでき、英

訳・和訳の切り替えによる過剰な負担を軽減できるだろう。そのことが分科会主催者の意図を正確に伝えること

をより可能とし、最終的に通訳者自身も大変な作業の中にやりがいを感じやすくなると思う。 

 この提案を実現するには、分科会の数はもちろんのこと、全体として多国籍合宿自体の参加者総数を尐人数に

制限し、参加者のあり方を変えることも必要になるだろう。これは、十年来の懸案である「参加者とスタッフと
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の乖離」を尐しでも解消することにつながることだともいえる。参加人数を減らすことに対してマイナスのイメ

ージを抱くかもしれないが、合宿中のイベントの質を上げるためという前向きな規模縮小ならば、むしろプラス

に作用させうるのではないだろうか。私たちはこれまでの経験から、卖に合宿に参加するだけの方を、合宿の運

営により多く関わって作り上げる存在となってもらうことにこそ多国籍合宿の意義があると考えている。一泊二

日の合宿中にできることは、実はそれほど多くはない。だからこそ、イベント一つ一つはより質の高いものであ

りたいし、そのためには一分科会二通訳者体制や参加者総数の人数制限は必要であるだろう。 

 今回の多国籍合宿全体を通じて感じたのは、通訳者にスタッフや話し手から「何を伝えてもらいたいのか」が

明確に示されていなかったということである。そもそも、スタッフから通訳を務める人があまりおらず、その大

変さなどを知らないまま依頼しているように思われる。また、ミーティングさえも英語でできなかったが、それ

を実現するには、やはりスタッフ自らが分科会本番で通訳することを考えるべきではないだろうか。特に、和訳

することは、予備知識を得るという努力さえあれば比較的簡卖である。そのような実践は、多国籍合宿が掲げる

「多文化共生社会構築への挑戦」と、そこで直面する「言語の壁」を乗り越える歩みの一つになると思う。 
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8.座談会～２０１０年多国籍合宿を振り返って～ 
*************************************************************************************************** 

 これは 2009 年スタッフを経験し 2010 年もサポートしてくれたメンバーと、2010 年スタッフによる座談会で

ある。2010 年、多国籍合宿は発足から 10 年目を迎えた。そのつど刊行されてきた報告書だが、これまでは各イ

ベントの報告にとどまる傾向があった。そこで、違う視点から見た 2010 年多国籍合宿の姿について、お互いに

率直な意見交換をおこない今後の多国籍合宿運営の方向を打ち立てたい。 

  

司会：山下智恵 

記録：中島まどか 

2009 年スタッフ経験者：梶原莉那（実行委員長）、日高葵、永田勝彦、ユソフ、 

2010 年スタッフ：小川裕也（実行委員長）、シャフィク、森千秋、小田あさひ 

 

山下：まずは委員長に。今年の多国籍合宿は総括するとどうでしたか？ 

小川：僕個人では、運営上に問題があったと思います。会議の進め方とか、留学生への対忚の仕方とか、効率の

悪さを僕がしっかり指摘しなかったので、仕事が思うようにいかなかった。 

山下：運営上の問題として主に３点、会議の進め方、留学生への対忚、効率の悪さがありましたが、特に重点的

に話すことは何ですかね。 

 

～会議の進め方について～ 

小川：僕が気になったのは、やはり会議のやり方でした。留学生や英語の必要性について考慮しなければならな

いこと。また、役職の在り方や担当の分け方などを、何も考えずに決めてしまいました。 

小田：会議の進め方が細かいところまでいわなくてもいいところまで言っているから、時間がかかったと思いま

す。大きなイベントを企画するにはそれぞれの組織で事前に共通認識があれば、会議で細かいところまで話す必

要はなくなると思います。 

小川：あと、会議中の英語に関して、英語が話せるかは個人差があるので、話し合いは発言者が偏り、人数が多

いとなおさら偏るところが問題です。 

森：会議のレジュメ作成がその日までに間に合ってなかったので、レジュメ作りに追われていた感じがしました。 

小川：そう、多国籍合宿のためにじゃなく、会議までの一週間のうちは会議のための資料作りに一生懸命になっ

て、多国籍合宿当日のことを考える余裕がなかった。 

梶原：今年の多国籍と、去年の多国籍とかでレジュメの質とか量とか違った？ 

小川：量は多かったんじゃないですかね。 

梶原：詳細にする配慮がレジュメに表れていたのでは？2009 年はほとんど期日を守って用意できたからね。 

中島：レジュメの内容がいっぱい書いてあれば、発表する時に言わなくてもいいので会議の時に話すことが尐な

い分、レジュメは充実していていいのではないですか。 

永田：確かに、たくさん話すということとレジュメの中にたくさん書くということは別だよね。レジュメはメ―

リスで流せば、欠席者が後で読めるわけ。だから会議で細かいところまで話すかどうかということとレジュメに

どのくらい詳しく書くとか、英語で書くか日本語で書くかということは別の話だと思う。 

永田：ユソフは会議についてはどうしてほしかった？ 

ユソフ：んー、難しいね。まず、スタッフの皆は会議中、自信がなかったよね。 

山下：2009 年スタッフの方から見て、今年の会議はどうでしたか？主に会議の面だけにしぼりますけど。 
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日高：皆が怯えてた。シャイな面もあるし、意見を言うのをためらっていた。まぁ先輩がそういう空気を作って

いたと言うのもちょっとあるかもしれない。全然自信を持ってない気がして、自信がないからぼそぼそ話してま

た先輩に怒られるし、効率も悪くなるし、悪循環になって空気も悪くなって、みたいなのも多かった。あと、今

年は「ゼロから話し合おう」とする意味が良くわからなかった。会議にしてもゼロの部分からいきなり議題をも

ってきて、じゃあこれについて皆で話し合いましょうっていう感じで。事前にそれぞれでちゃんと話しあえてい

るのかな、各担当の間でまわってないのかなっていう感じがしたよ。 

小田：でも、今年は各担当の中であえて、リーダーみたいなのを作らなかったというところがありました。 

日高：それが生かせてなかったよね今年は。逆になぁなぁになってそれで、責任がどこにあるのかという部分も

あったかな。あと、留学生と一緒にやるならばそれなりの気配りがあってもよかったのではと思った。例えば、

会議中の発表の時の日本語での弾丸トークはやめたほうがいい。 

ユソフ：去年と比べて今年は会議に留学生があまり来なかったね。どうしてかな？ 

日高：逆に私が聞きたいんだけど。来たくなかったのでは？疲れるし、時間もかかる。 

梶原：じゃあ、2010 年はどうして一週間に一回会議をしたの？ただ「去年もしてたから。」とか言うのでは話す

こともアバウトになってしまう。会議で何をしたかったの？ 

森：情報交換。それぞれのコミュニティで進んでいる状況をメールと違ってダイレクトに伝えられる。 

小川：それよりも、自分達のコミュニティで決めかねていることとかを提示するために会議はあるのではないか

と。メールで情報は流せてもメーリスでのディスカッションはやりにくい。ディスカッションが会議ででやりた

かった。 

小田：やはり自分達の担当の事をしっかりすることも大切ですけど、全体をみながら自分達の事をやるのが大事

だと思う。そのために会議は必要じゃないかと思います。 

梶原：あのさ、会議の中でまず情報交換から始めて、そのあとに問題点を挙げるからうまくいかないんだって。

確かに、情報交換することも問題を解決することも大事だよ。だけど、その方法がちょっとまずいかなって思う。 

2009 年まず私が皆にレジュメに書いてって言ったことは、「今週やったこと」と、「来週やること」の 2 点なの。

今週こんなことやりました。来週こんなことやりますって書くだけで、今までの現状も皆に伝わる上に今後の段

取りも把握できるわけでしょ。それについて 2、3 点突っ込んでそれで一通り分科会、異文化紹介がそれぞれつ

っこみをしながら、1 時間半か 2 時間で終わる。会議後は来週やることにも突っ込みを得られたわけだから、皆

すぐ動くことができるでしょ。私が、2009 年委員長をやる時に思っていたのは、会議が終わったと同時に皆が

一斉に動き出すということ。そのために会議があると私は思ってたよ。そのために皆にお願いしていたのは、今

仕事がどれだけはかどっているか、これからやることの 2 つはレジュメに挙げてっていってたの。今までの仕事

量とこれからやることを上げるだけで、その問題点も自然と見つかってくる。2010 年みたいに自分が持ってい

る情報を全部出してから、問題を指摘する手間は 2009 年度にはなかったと思うよ。 

梶原：今年は会議に来る時点で「来週までにはこれをやる」って考えてきていた人はいたの？ 

小川：今回は途中から僕が梶原さんからそういったことを聞いたので、そこからはそのようになったと思います。 

梶原：それに気がつくのがかなり遅かったよね。 

森：それも含めてなぜだか分からないんですが、今年のスタッフは全体的に先輩達にあまり聞いていませんでし

た。去年はどういう風にしたのかっていうのを聞くのがすごく遅くて。広報とか総合討論とかもっとちゃんと去

年担当した人に聞いておけばよかったなと思います。 

山下：引き継ぎ不足っていうところがあったわけですね。では、次は留学生スタッフの参加について話しを進め

たいと思います。 
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～留学生スタッフの参加～ 

小川：なんで留学生が会議に来なくなったことについては、日本人スタッフの中で、留学生にも分かりやすいよ

うにって言う意識が薄かったからだと思います。例えば、時間的に英語のレジュメを作るのに至らない時があっ

たら、日本語の文章を分かりやすく作るとか、振り仮名をふるとか、留学生にもっと伝わりやすくする努力がな

かったと思います。だから、英語での伝え方不足っていうのがあると思います。 

小田：じゃあ、もしレジュメがちゃんとした英語だったら、会議に来たいと思いますか？ 

ユソフ：レジュメは日本語でもいいから、隣の人が概要を教えてくれれば大まかな説明でもいい。細かいところ

まで英語に訳さなくてもいいと思うよ。 

日高：でもね、それはどこまで留学生が運営に関わるかということだよね。なんか今年は留学生がお客さんみた

いなイメージがあったし。 

ユソフ：まぁ、ちょっと今年の留学生はスタッフをしたいという思いを持った人があんまりいなかったというの

もあるかな。だいたい去年は、留学生は日本人と連携していたよね。一番問題なのは、留学生に今年はあまりや

る気がなかったということかな。 

小川：それは、やる気が最初から無かったのか、それとも会議に参加してやる気がなくなったのかな？ 

シャフィク：人によると思う。だけど、たまたま今年は国際的なイベントにあまり興味のない留学生が多かった

のかもしれない。会議に来てから興味がなくなったということはないと思う。 

梶原：実際、留学生スタッフと一緒にやっていて、仕事をお願いすることはできた？一週間のうち残りの 6 日間

の間で留学生と一緒に活動したりできたの？ 

森：総合討論ではシャフィックは積極的に関わってくれました。だけど留学生に何を頼めばいいとかいうのがあ

る程度はっきりしていないと、留学生も忙しかったり、時間に制限があったりするからなかなかうまくはいきま

せんでした。 

シャフィク：そう。僕も多国籍合宿の全体の流れと言うのがあまり見えていなかったから。最初からもうちょっ

と把握できればよかったなと。 

梶原：去年はなんか留学生が持っているネットワークがあったよね KUFSA とか。 

日高：だから多国籍合宿の役職に KUFSA 担当っていう新しい部署を作ったんだよね。留学生に「一緒にやろう

よ」って勧誘するみたいな。まぁ皆それぞれ悩んでたみたいだし私も悩んでたこともあったんだけど。でもそれ

こそ、今年は留学生ともっと一緒に悩めば良かったのにって思った。仕事を「頼む」前提で留学生に入ってきて

もらっているっていう時点でもうあんまり深いところまで留学生と「一緒にやろう」っていう姿勢がないわけじ

ゃん。今年は「やってください」っていう姿勢だったのかなって思う。「一緒に作ろうよ」って言うんじゃなく

て。一緒に悩むとかいう訳でもなく。でも、シャフィックとかユソフ、柳くんとかは一緒に悩んで作っていた貴

重な留学生だったわけだけどね。留学生に対して遠慮があったのかなって思う。日本人と留学生との間に遠慮が

かなり見られて、あんまりぶつかってなさそうだし、喧嘩もそんなにしてなさそうだったし。だからあんまりう

まく留学生と一緒にやっているって感じがしなかったんだよね。トラブルを避けてるっていうか。それは、先輩

と後輩との間でも言えたことだけどね。 

日高：だからもし留学生が多国籍合宿をやらなくてもいいっていうんだったら、やらなくていいんじゃない。や

っても意味がないんじゃないって思う。日本人だけでやっても意味がないから、やめてもいいのでは留学生も多

国籍合宿をやりたかったら、KUFSA とかそういうのも関係なくやりたい人が集まってくる。だから、多国籍合

宿を運営するにあたって理想としては委員長とか会計とか総務とか事務作業の色が強い担当であろうがどの担

当でも日本人と留学生を交代することができるのが当たり前の状況であって、この担当は留学生 1 人だけでやら

せたらでめだよねっていう状況だったらそれはやり方の方が間違っていると思う。だって、KUFSA がやってる

インターナショナルナイトは会計も、記録もいるけどどの担当を留学生がやっても日本人がやってもうまくいっ
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てるわけでしょ。留学生が自発的にやりたいと言わないんだったら、多国籍合宿の意味はないし、留学生のそう

いった声で多国籍合宿は 10 年前に始まった。多国籍合宿が潰れそうになった時も KUFSA から 15 人くらいの留

学生が潰さないでくれっていってきて、じゃあもう一回話し合ってやるかどうかを決めようかってなった経緯が

ある。そう言えば今年ある留学生に言われたんだけど、「多国籍合宿は日本人が開催するイベントでしょ」って。

「それは絶対違う」っていったんだけど、そういう意識が留学生の中にあるのは致命的な問題だし、日本人の場

合も日本人が主体的に運営をして事務作業をして、留学生にはこの作業を頼むみたいな限定的な考え方もおかし

いと思う。だから、本来求めていた形にもどらないんだったら、多国籍合宿はやる必要はないんじゃない。 

小川：留学生と一緒に作り上げるというのがもともと多国籍合宿の本来の考え方ですよね。でも、それは僕が

2008 年 2009 年、2010 年スタッフをやってもあまり感じられなかったですね。僕が入って来た当初も日本人が

主体でやって、留学生も手伝って入ってきてくれていると感じでした。もちろん 2010 年も。だから、また本来

の多国籍合宿の意味を考え直さなければいけないと思います。 

日高：でも、それも含めて 2009 年でできなかったことを、2010 年でやろうとしているから 2010 年は「ゼロか

ら作ろう」って言っていたと思っていたよ。 

小川：「ゼロから日本人で作ろう」と思っていたんです。「ゼロから留学生と作ろう」っていうか。留学生とも作

っていこうと思っていたけど、やっぱり留学生は多国籍合宿は日本人が作るものなんだと言う意識があるような

気がして。 

永田：だから、そういう風な意識があるのは留学生が悪い。だけど、日本人も日本人が作ると思っている。とい

うことはお互いに致命的な方向に行っているんだね。だから、留学生にもちゃんとその説明をして意識が変わら

なかったらもうやめるべきだと思う。 

日高：伝える努力はしなきゃいけないし、どういう風に作り上げて行くかはまたその年々によると思う。例えば、

「留学生はスタッフには呼ばずに日本人だけで作ろうよ」って言うのもカラーだし。そういうコンセプトで多国

籍合宿を始めるっていうのもありだと思う。今年の問題はその軸がぶれてたんじゃないかなって思う。結局先輩

たちから「留学生と一緒に作るってどこに行ったの？」って聞かれたりしたら、軸が大きく動いたりして「2010

年のスタッフの子たちはいったい何がしたいんだろう」っていう感じだった。自分を見失ってるように見えちゃ

ったんだろうね。2009 年は最初から「留学生と一緒にやる！」っていう、本来の目的を実現させようとする意

識があった。その軸は最後まで私の中でずらすつもりはなかったし。2009 年スタッフにおいて確かに言えるこ

とは、皆それぞれに軸を持ってたってことかな。 

永田：不十分にしても 2009 年の留学生はかなり取り込めたと思う。かといって、委員長や会計等の仕事を急に

留学生にバトンタッチできるほどに仕事に入り込めてもらっていたかと言ったらそうではなかったけど。 

山下：留学生がスタッフとしてやらないのだったら、多国籍合宿はもうやらない方がいいのではないかという意

見が出ていますが、そこを留学生はどう思いますか？ 

ユソフ：integration とはどう意味ですか？統合と言う意味ですよね。日本人だけでそれができますか？出来ま

せんよね。だから、一緒に作り上げた方がいいと思う。2009 年と 2010 年を比較するとそれぞれポジティブな面

とネガティブな面がある。例えば、2009 年は留学生がいっぱい来た。そして色々な意見が出た。今年は、留学

生が尐なくて意見も尐なかった。日本人スタッフにも自信がなかった。それは、2010 年は初めてスタッフをす

る人が多かったから。経験がなかったからその状態は当たり前だった。来年のためには、去年と今年の多国籍合

宿を比較してみてください。今年のスタッフは留学生と積極的にぶつかることがなかった。例えば、私に会議に

来てと言うけれど、実際私が会議に行っても何をしているかが分からなかった。 

日高：留学生に対して配慮が足りなかったのね。 

ユソフ：そう。もし、会議に誘ってくれた人が隣に来て、概要だけでも説明してしてくれて意見がほしいところ

は、自分にも意見を求めてほしいと思った。レジュメに英語が書いてなくても大丈夫だけど、会議の流れの説明
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がなかったら何を話しているかが全く分からない。それと、決めたことを何回も話し合わないことだね。今から

出来ることは、多国籍合宿を作ることからじゃなくて、毎日の留学生とのリレーションシップを強めてほしいと

思う。先輩達は、多国籍合宿の前にリレーションシップが強かったから、会議の時も話がスムーズにいったし、

留学生のやる気や自身にも繋がる。私は去年、永田さんや葵さんと仲良しになったから、やる気が起きた。だか

らスタッフをやろうと思った。留学生は今、日本に住んでいます。多国籍合宿を一緒に作り上げて行こうとする

にも、日本人のサポートが必要です。遠慮はいらない。本当に多国籍合宿がしたいのならやってください。最初

から、留学生があまり来ないということばかりに捉われなくてもいいです。大切なことはやりたいと言う気持ち、

そしてそれからどうやったら作ることができるのかを考えてください。その中で、どうやったら留学生と仲良く

なるか、魅力的な多国籍合宿にするかということを考えたらいい。もし、日本人が留学生と一緒にやりたいと思

うんだったら、ぜひサポートしてください。もし、留学生たちが多国籍合宿のスタッフをやる気があまりない人

が多かったら難しいけど、私は、留学生がたくさん来ればいいという問題ではないと思います。たとえ留学生が

尐なくても良いアイディアが出てくればそれでいいと思います。留学生が日本に来る一番の目的はまずは勉強。

だから無理にスタッフの仕事を強いることはできないでしょ。 

永田：でもそれは、日本人学生にも言えることじゃない。私たちは勉強をしに大学に来てるんだから。 

ユソフ：そうだね。でも日本人次第だと思う。 

永田：日本人次第というけど、10 年前に多国籍合宿が始まった時は留学生が自分たちの手で作り上げたいと思

っていたし、日本人も同様に留学生と一緒に作りたいという思いがあった。そして、それが次の年もそれからも

ずっと続いていくことを願っていたんだ。でも今は、留学生の中で自分たちの手で作り上げるという意識が薄れ

てきているように思うよ。 

ユソフ：もう皆がイベントも全部失敗だったからやめた方がいいと言うならばやめた方がいいけど、足りないこ

とがあったことが分かっているなら、次の年にその足りないことを生かしてやればいいと思う。あと、もっと準

備の時間を早めた方がいいかな。というのは会議の回数よりも、会議の前に留学生とも話し合っておき、何が大

事か、決めたことを会議で話し合えば時間も短くてより充実した話し合いができるよね。会議の質を高めてほし

い。あと大切なことはコミュニケーションとトレーランスが大切。先輩達、卒業してもよろしくお願いします。 

 

～引継ぎについて～ 

永田：多国籍合宿は去年と同じことをやった方がいいと思う？ 

シャフィク：私は、マニュアル的にやった方がいいと思うけど。 

永田：引き継ぎはした方がいいの？マニュアル化してこういう風やるんだと言うことを示した方がいいのか？そ

れとも小川が言ったようにゼロから自分たちのやりたい多国籍合宿をするのがいいのか。2006 年だって多国籍

合宿を再び始める時もマニュアルはなかったわけでしょ？ 

小川：それは、その年のスタッフによるんじゃないですか？ 

永田：だから、今年はどうしたかったの？ 

小川：僕が 2008 年と 2009 年を経験したことがある立場だったから、冬ぐらいからすでに「ゼロから多国籍合

宿を作るんだ」と言っていましたけど。 

小田：でも、引き継ぎをするのと新しく作るということは別の話なんじゃないですか？ 

森：前の情報を受けて共感する部分とかがあれば、それを取りいれるということもあるわけじゃないですか。 

永田：それは、自分たちのアイディアのベースがあっての話でしょ。アイディアがあって、追加で「去年の事を

生かしましょう」っていうんだったら、どこが良かった悪かったっていうのを盛り込めばいいけど、先に引き継

ぎありきだと、そこから、また新しいアイディアを出すことは難しい。 

梶原：永田さんにとっては、そんなに今年は去年や一昨年の多国籍合宿と似たものでした？ 
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永田：総合討論のスタイルはほとんど一緒だった。内容の変更はあっても結局ゼロから作ったわけではない。 

日高：確かに私も最初に皆が言ってたコンセプトが作り上げていく過程で変わっていって「結局この人たちは何

がしたいんだろう」ということを感じたわけ。言ってることと現状がずれてるから、何がしたいのか周りの人は

分からない。先輩の言ってることを流してもよかったのに、皆が一個ずつ全部受け止めようとしていたり、かと

思えば、受け止めたように見えたことも中途半端にそのままにされてたりとかして、「結局どうしたいの？」っ

ていうのが私の中では色濃くて。例えば去年は KUFSA を巻き込んで留学生と一緒に作ろうと言う思いが軸とし

てあったから。できたかどうかは置いといて、やろうと言う気持ちは決して曲げなかったよ。今年を否定するわ

けではないけど、「多国籍合宿を本当にやりたくてやってたのか」というところに私は焦点を置いた方がいいと

思う。 

森：梶原さんに会議の時に「何を伝えたいんだ」と問われた時に「私たちって何が伝えたいんだろう」と頭がパ

ニックになったことがあります。葵さんさんが言う軸っていうのが自分の中になかったって思います。 

日高：たぶん皆こうやりたいことは何となくあるんだけど、それをお互いに共有する時間がなくてそれぞれが迷

路の中に入っていって、そこで先輩からも色々言われてあれもこれもやらなきゃいけないんだってなってたと思

うし、ユソフが言っていたように、自信がないっていうのが一番大きいと思う。 

山下：軸がないとぶれるんだよね。去年の総合討論を担当してみて思った。なんとなくやりたいことはあるんだ

けど、いろんな人からの助言を受けてその都度納得していたら最後までまとまらなくて結局どうなっちゃったの

って感じだったけど、それが今年は全体的に見受けられたような気がする。 

森：確かに、先輩たちが言ってくださることを受け入れるなら、全部受け入れればいいものを中途半端にしてい

ることも多かった。 

小田：吸収しようとしてもしきれていなかった。吸収してから判断するための軸もなかったからだと本当に思う。 

梶原：多国籍合宿で求められるのは、最終的に自分で判断するっていう「考えること」だからね。 

日高：でも、そう言うのは、多国籍合宿を作っていく中で養っていけばいい部分もあるんだよね。今年のスタッ

フだって三皮ぐらい向けたと思うけどね。 

永田：それで結局多国籍合宿は去年を踏襲してやりたかったのか、それともゼロから作りたかったのか？ 

森：理想は、ゼロから作ることでしたが、やはりやってるうちに去年のことも聞けばよかったなって思うところ

もあって。 

永田：だから、そうそこまでいってから聞くことはいいと思う。自分が必要だと思った時は聞けばいいし、必要

じゃなかったらつっぱしればいいと思うよ。 

小田：せっかく去年の経験があるんだったら去年の悪い点、良い点と比較することが大切だと思う。 

永田：それは、経験者にとっての話だよね。 

梶原：ゼロからやろうと去年を踏襲しようと自分がやりたいことをやれば、結果は同じだと思うよ。 

 

 

 ～多国籍合宿を終えて～ 

梶原：ところで先輩方の多国籍合宿スタッフになった動機って何ですか？ 

日高：ラオスに行った経験があって、日本でなんか自分ができることはないかって思った時に多国籍合宿があっ

たというのもあるけど、大前提としては、楽しそうだったからだし、やるんだったら楽しくなければつまんない

じゃんと思ってやっていた。先輩達ともぶつかったりしながらも、やりたいことやれたらいいじゃんって思って

た。 

山下：私は、実は全然乗り気じゃなくて、だけど、新聞部ばかりだったので「違う世界を見てみたい」「違う人

間関係が築きたい」という思いがあったのは事実だね。海外に興味はあったけど、楽しそうと思ったことはなか
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った。あんまり、留学生と交流を深めようというたちでもなかったけど、勉強を進める中で国際交流って何だろ

うとか、日本人のナショナリズムというところに興味はあったし、そういうのが実際にどういう働きをしている

のかっていうことは分かってきて、やっていく中でモチベーションは上がった。 

梶原：それぞれ目的は違っても自分がこういうものを求めているものはしっかりしていたということだよね。 

森：私もカムチャしかしていない時とは違って人との付き合い方が変わった気がします。 

梶原：留学生とケンカするからね。多国籍合宿は。 

 

 ～多国籍合宿のこれから～ 

日高：来年本当に残すつもりがあるんだったら、2010 年のスタッフがやるしかないと思う。 

森：やりたいっていう思いもあるけど、3 年生ですから、勉強も頑張らなきゃいけない。多国籍合宿が片手間で

できるとは思っていないから。両立してやっていきたいです。 

小田：規模を考えないといけないのではと思います。 

永田：吉野での規模が小さかった時は、やっぱり楽だったと思う。 

日高：今年の反省を生かして多国籍合宿をやるんだったら留学生にも真剣に話しをしてスタッフになる子を探し

た方がいいと思う。 

・スタッフと参加者のかい離について 

梶原：参加者の多国籍合宿に参加する動機ってやっぱりエンターテイメントを求めていると思った。例えば、分

科会の選び方は題名を見てそれだけしか見ないで選んでる人が多いわけじゃん。スタッフが思っていることと参

加者の感覚ってづれているよね。そんな中でこれから多国籍合宿はどうあるべきなのかな？ 

小川：エンターテイメント感覚の参加者にも多国籍合宿に参加してもらう中で、気づいてもらうということが大

切なのではないですか。 

梶原：2005 年の総合討論を見ても分かってもらえると思うように、昔はモチベーションの高い参加者が多かっ

たけど、今それが変わって来たということはエンターテイメント感覚の参加者により気づいてもらえるようにス

タッフがもっと工夫しなければならないという面もあると思う。日本人のアプローチとかが原因で留学生のなか

で多国籍合宿を日本人と留学生が一緒に作るという意識が薄れているのが現状があるといったけど、実際は留学

生がそう言う事を求めていないという面もあるのかもしれない。昔とくらべて日本人と留学生の求めているもの

が変わってきている中で多国籍はどうあるべきだと思う？スタッフに限らず日本人や留学生参加者の求めてい

るものが変わってきているなら多国籍合宿とはまた別の国際交流イベントとかやったがいいのかなと。 

中島：参加者が求めるエンターテイメント性っていうのに対忚してはやり方を変動しなくてもいいのではと思い

ます。多国籍合宿はまじめなイベントとしてあるのが大きな特徴であるし、インターナショナルナイトなど楽し

いイベントは他にもある。 

梶原：それでも総合討論では参加者が寝てしまうんだもん。 

中島：そこが難しいんですけど、それなら規模の変更を考えてもいいと思います。 

日高：逆に参加者に勉強するきっかけを多国籍合宿で与えるっていうのも一つあるんだと思うんだよね。きっか

けの一つとしてとらえてもらうというのもあるし本質的な部分というのは変えてるべきではないと思う。今年参

加してまた来年スタッフをやってみたいと思ってくれることは、合宿が続いていく力になる。 

日高：学生の領域を多尐越えてる部分もあると思うけど。学生の特権を生かしてこその多国籍合宿でもある。た

だ、かかってくる比重が大きいよね。 

永田：イベントの準備と多国籍合宿のポリシーみたいなものを両立させることが難しい。もともと持ってる感覚

が違うから、皆スタートラインが違う。イベントの準備だけだったら、そんなに悩みはないだろうけどね。 

梶原：今年はスタッフの人数が尐なかったから大変だったっていうけど、そうじゃなくて多国籍合宿の準備自体
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が個人に負担がかかってくるような性質のものじゃないですか。だって異文化紹介とかそうでしょう。一人でや

った方がやり易い面もあるし。 

中島：人数が多くなったからって変わるわけじゃなくて、仕事の質によって変わってくると思います。 

日高：でも、やっぱり伝え続けるっていう意味でも多国籍合宿を続けることには意味があると思う。勉強しよう

としない人たちが増えているのが目に見えている中で、今ここでこれをやめてしまったら結局もっと勉強しなく

なるわけじゃん。留学生は自分の勉強のことだけ考えて、日本人はそんなに留学生の事気にしないでいると、ま

た 10 年ぐらい経った時に、皆がこれじゃいけないと考えて、多国籍合宿のようなものが出来るのだと思う。 

梶原：実際今の多国籍合宿が参加者に対して与えている影響が小さくなっているのは現状だから、なにかしらの

対策を練らないといけないと思う。 

永田：参加者のニーズを考えることも大切だけど、こっちの意図するところに引っ張り込むという意識は忘れて

はいけない。参加者の思い入れとスタッフの思い入れが違うのは当たり前なんだから。 

森：私は、エンターテイメントに走ったら多国籍合宿ではなくなるのかなと思います。 

小川：くる人は来る、来ない人は来ないってしないためにも、エンターテイメント性と勉強のバランスを考えな

いといけないと思います。 

小田：エンターテイメントだけが悪いっていう訳ではなくて、楽しい時間を共有するっていうのも交流において

大切なことだと思いますね。 

・プログラムについて 

小川：僕も最初プログラムもゼロから作りたいって言ってやり始めた多国籍合宿だったですけど、結局去年まで

の形式になったんですよ。だから、どれが欠けてもだめなのかなって。 

梶原：プログラムに関しては、2009 年の時も毎年常連の参加者から、「毎年一緒だよね」という意見がでたりし

たよ。私は、今のプログラムで十分いいと思うけどね。 

森：でも毎年一緒っていうことは絶対ないですよね。だってアイスブレーキング一つとっても去年と今年じゃ全

然ちがったし。 

永田：新しい大きなプログラムが出てこないんだよね。例えば、分科会を前半だけにしてなんかやるとかね。 

梶原：逆に今のプログラムが良すぎるんじゃないですかね。スタッフにとってもやりやすいっていうのが正直な

ところだよね。だけど、参加者に変化を感じてもらうためにはプログラムを含めて検討をする必要があるという

ことだね。 
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9.編集後記 
*************************************************************************************************** 

 多国籍合宿は今年で 10 年目を迎えました。参加者には 10 年来参加して下さっている方、今年初めての方など

様々ですが、その声や多くの写真から、学び、知り、感じる｢楽しさ｣と言うものが伝わってくるように思います。          

｢楽しさ｣の感じ方は、個人個人で異なると思いますが、果たして多国籍合宿の求める本当の｢楽しさ｣とは一体何

なのでしょうか。 

私は、今年スタッフとして初めて多国籍合宿に携わりましたが、最初は卖純に「色々な国の人たちに出会えて

楽しそうだな」と言う考えで始めたのですが、いざ企画を進めて行くとなると初めて会う人や社会人の方々に出

演の依頼をしたり、インタビューにいくことがあり、今まで経験したことのないことばかりで戸惑い、時に悩む

ことも多々ありました。しかし、他のスタッフと協力してやっていく中で何かつかむことができたときに「喜び」

や「楽しさ」を感じたことを覚えています。企画の段階で悩み、苦しんだことは私だけでなく全てのスタッフに

言えることだと思うのですが、それでも最後まで成し得たのは｢楽しさ｣があったからであり、またその｢楽しさ｣

を参加者に感じてほしい、共有したいと言う思いがあったからだと思います。 

ただ、報告書内でも示唆されている近年の参加者とスタッフ間の意識の差は、この「楽しさ」の共有の意識が

薄れつつあるというのも一つあると思います。そのため、今後はまずスタッフが自らの企画の段階で得た｢楽し

さ｣を参加者に｢伝える｣努力、そして長年参加して下さっている方々も多い中で、企画の段階からより参加者に

積極的に介入してもらう機会を増やす必要があるのではないかと感じます。それを繰り返していくことによって

参加者とスタッフ間の距離は縮まり、より一歩踏み込んだ｢楽しさ｣を参加者と共有できるのではないかと思いま

す。またそれが｢多文化共生社会構築への挑戦｣を掲げた多国籍合宿の醍醐味ではないでしょうか。 

 私も編集にあたって多国籍合宿を振り返りまた、様々な人にインタビューする中でやっと多国籍合宿というも

のを消化できているところです。しかし、多国籍合宿のイベントの内容をその場で理解、吸収することはとても

難しいと思います。であるからこそ、多国籍合宿で感じたことからまた自ら学んでいく「きっかけ」となればと

思います。そのきっかけとなった感動をいつまでも忘れないためにも、スタッフ、参加者ともに今年の多国籍合

宿でそれぞれの心に刻まれた｢記憶｣を確かな「記録」としてこのような報告書に残しています。この｢記憶｣がこ

れからの多国籍合宿に生かされることを、そして地域の中で多文化共生社会が広がっていく足がかりとなること

を願っています。 

最後になりましたが、翻訳の方をはじめ編集に携わって下さった多く方々に感謝致します。 

 

                                    報告書編集担当 小田 あさひ 
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10.参加者名簿 

************************************************************************************************** 

番号 名前 国籍 
 
番号 名前 国籍 

1 彭 立君 中国 
 

36 鎌田 悠幹 日本 

2 野口 英一郎 日本 
 

37 包 桂蘭 中国 

3 野口 香英 日本 
 

38 包 宝林 中国 

4 Melody Muguerza フィリピン 
 

39 宮崎 祥典 日本 

5 Christine Baransano インドネシア 
 

40 橋口 冴 日本 

6 小川 景一 日本 
 

41 平原 由貴 日本 

7 西原 薫 日本 
 

42 李 淑双 中国 

8 加藤 泰久 日本 
 

43 佐野 李奥 日本 

9 西原  誠司  日本 
 

44 Syed Muhammad Syafeeq マレーシア 

10 柳田 泰 日本 
 

45 刘 楚枢 中国 

11 柴山 てるみ 日本 
 

46 内田 貴志 日本 

12 國料 未貴 日本 
 

47 有江 憲吾 日本 

13 井手迫 美紀 日本 
 

48 廣野 悠太 日本 

14 鶴田 恵子 日本 
 

49 児玉 香織 日本 

15 宮下 美希子 日本 
 

50 永山 加奈子 日本 

16 永井 久美子 日本 
 

51 吉田 若菜 日本 

17 前迫 いづみ 日本 
 

52 中原 樹里 日本 

18 櫨山 美穂 日本 
 

53 松本 梨奈 日本 

19 川本 聡美 日本 
 

54 橋本 瑠奈 日本 

20 甲斐 千尋 日本 
 

55 植村 葉月 日本 

21 小田 あさひ 日本 
 

56 西上 裕士 日本 

22 神薗 よしの 日本 
 

57 宮本 圭慈 日本 

23 森 千秋 日本 
 

58 山 眞 日本 

24 勝羽 佑貴 日本 
 

59 遠城 美乃里 日本 

25 牧野 美紀 日本 
 

60 遠城 健吾 日本 

26 坂口 真美 日本 
 

61 山田 隼 日本 

27 Muhammad Farhan マレーシア 
 

62 何 龍 中国 

28 田尻 麻美子 日本 
 

63 古田 信一 日本 

29 Yusuf Bohadi クウェート 
 

64 謝 新 中国 

30 Fortune Jomane ジンバブエ 
 

65 ムジャンガ ベンジャミン タンザニア 

31 Mohd Hazwan Bin Yusof マレーシア 
 

66 曹 寧 中国 

32 Nur Syajaah Binti Shahrin マレーシア 
 

67 Anis ur Rehman パキスタン 

33 西元 裕美 日本 
 

68 峯 奈々子 日本 

34 永田 勝彦 日本 
 

69 永川 久美子 日本 

35 Hafizuodin Bin Mohamed マレーシア 
 

70 坂下 昌三 日本 
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番号 名前 国籍 
 
番号 名前 国籍 

71 今井 貴大 日本 
 

109 板敷 春香 日本 

72 藏薗 千尋 日本 
 

110 松岡 朝子 日本 

73 原口 智衣 日本 
 

111 後藤 真里奈 日本 

74 宋 チョイ 韓国 
 

112 永峯 知明 日本 

75 宋 潤姫 韓国 
 

113 吉原 直樹 日本 

76 濱屋 啓太 日本 
 

114 紙屋 貴浩 日本 

77 胡 夢雲 中国 
 

115 藤本 美姫 日本 

78 朴 成愛 中国 
 

116 茨木 智華子 日本 

79 劉 昭君 中国 
 

117 Lee Kah Kheng マレーシア 

80 SWACHCHCHANDA Songmen ネパール 
 

118 鄭 裁允 韓国 

81 Bimika Pati ネパール 
 

119 李 賢雄 韓国 

82 Manoj Bohara ネパール 
 

120 肱黒 香里 日本 

83 西 香穂里 日本 
 

121 谷丸 友介 日本 

84 辻 修子 日本 
 

122 佐野 由季 日本 

85 加藤 晃子 日本 
 

123 岡村 佳奈 日本 

86 田中 聡美 日本 
 

124 南郷 彩 日本 

87 濵田 かおり 日本 
 

125 上野 真理衣 日本 

88 長濵 奈央子 日本 
 

126 小野 裕佳 日本 

89 横山 由美子 日本 
 

127 城之園 真代 日本 

90 島井 亜衣未 日本 
 

128 手島 道男 日本 

91 草場 香穂 日本 
 

129 植木園 麻美 日本 

92 Prakash Patil インド 
 

130 平田 杏菜 日本 

93 牧原 知宏 日本  
 

131 西原  千夏 日本 

94 中谷 純江 日本 
 

132 向江 親太郎 日本 

95 中谷 真生 日本 
 

133 迫田 紋奈 日本 

96 小林 基起 日本 
 

134 木場 彰一 日本 

97 除川 創 日本 
 

135 今村 奏恵 日本 

98 Hafeza Akter バングラデシュ 
 

136 松永 仁 日本 

99 Farhan Ahmed バングラデシュ 
 

137 中島 まどか 日本 

100 Himawari Ahmed バングラデシュ 
 

138 岡野 匡陛 日本 

101 上田平 成美 日本 
 

139 末廣 恵 日本 

102 陳 琳 中国 
 

140 和田 あやの 日本 

103 林  思成 中国 
 

141 相良  かおる 日本 

104 崔 艶麗 中国 
 

142 山本 佳奈 日本 

105 金 曜担 韓国 
 

143 Prayoga Patrick インドネシア 

106 金 ハンウール 韓国 
 

144 小川 裕也 日本 

107 Mohammad Mejbah Uddin バングラデシュ 
 

145 Gyolemetou Nikolay ブルガリア 

108 片平 美紀 日本 
 

146 植田 沙世 日本 
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147 合志 美希 日本 
 

185 平田 貴裕 日本 

148 池上 彩 日本 
 

186 小平田 太地 日本 

149 黒川 恵理菜 日本 
 

187 木場 和香 日本 

150 帖佐 卓寛 日本 
 

188 児玉 康之 日本 

151 全 在胤 韓国 
 

189 郡山 愛子 日本 

152 梶原 莉那 日本 
 

190 郡山 要 日本 

153 吉永 なつき 日本 
 

191 諏訪 江美 日本 

154 渡邊 紗代 日本 
 

192 永野 哲矢 日本 

155 坂本 悠三 日本 
 

193 中原 舞 日本 

156 麦 冠霖 マレーシア 
 

194 前田 志保 日本 

157 Nurul Izdihar Muktar マレーシア 
 

195 原 啓悟 日本 

158 田原 佳亮 日本 
 

196 高橋 真弓 日本 

159 小山 遥子 日本 
 

197 小幡 順子 日本 

160 上村 花子 日本 
 

198 蕈 思 中国 

161 土屋 宏剛 日本 
 

199 劉 小渓 中国 

162 川崎 智佳穂 日本 
 

200 白木 覚 日本 

163 高見 愛子 日本 
 

201 福元 俊 日本 

164 吉富 玖美 日本 
 

202 児玉 あゆみ 日本 

165 劉 揚 中国 
 

203 Kheradmandsarokalaei Motahareh イラン 

166 銭  亮 中国 
 

204 Mohammad  SAIFUL ISLAM バングラデシュ 

167 繆 欣欣 中国 
 

205 Athira NANOAKUMAR インド 

168 仇 露露 中国 
 

206 Juliet DAVID パキスタン 

169 張 宵玲 中国 
 

207 Noureen AFSAR KHAN パキスタン 

170 谷口 晴夫 日本 
 

208 通 拉嗄 中国 

171 南 はるか 日本 
 

209 白 雪蓮 中国 

172 大久保 里恵 日本 
 

210 高徳 恵美子 日本 

173 湖(示) 河 ベトナム 
 

211 高徳 萌花 日本 

174 ＮＹＬＶＹＮ ＭＡＹＥＲ ＰＥＴＥＲ マレーシア 
 

212 山之内 卓也 日本 

175 南  恵子 日本 
 

213 奥山 健司 日本 

176 中馬 勇作 日本 
 

214 轟木 克也 日本 

177 山田 拓矢 日本 
 

215 Md. Abdul  Kader バングラデシュ 

178 松山 安理 日本 
 

216 Mobashera Kader バングラデシュ 

179 丸野 瑞貴 日本 
 

217 Mahbuba Bulbul バングラデシュ 

180 竹中 伸巧郎 日本 
 

218 柳 泳兆 韓国 

181 吉川 百合子 日本 
 

219 Ragaza Janice フィリピン 

182 THI AUNG KATHY ミャンマー 
 

220 Sarno Brian John フィリピン 

183 岩崎 勇気 日本 
 

221 Janice Rabor フィリピン 

184 堀米 顕久 日本 
 

222 Hazem Adbullah エジプト 
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223 Nashwa Abdelbary エジプト 
 

261 山元 與一 日本 

224 shaimaa Abdullah エジプト 
 

262 嶋崎 智晃 日本 

225 Basmla Abdullah エジプト 
 

263 城山 綾美 日本 

226 梁 瀟 中国 
 

264 吉永 早弥華 日本 

227 岡 あかね 日本 
 

265 源 和日奈 日本 

228 迫地 陽平 日本 
 

266 辻 さとみ 日本 

229 牧瀬 大輔 日本 
 

267 松山 隆真 日本 

230 河野 悠 日本 
 

268 寺田 智大 日本 

231 須藤 加澄 日本 
 

269 張 旭潔 中国 

232 申 ジエ 韓国 
 

270 満 香廷 中国 

233 刘 格日楽 中国 
 

271 林 明翰 中国 

234  文学 中国 
 

272 朴 晶 中国 

235 Ruth Chibueze ナイジェリア 
 

273 張 永浩 中国 

236 James Chibueze ナイジェリア 
 

274 孫 静 中国 

237 柳田 真規子 日本 
 

275 張 艶波 中国 

238 石田 裕晶 日本 
 

276 田実 真似子 日本 

239 倉野 智代 日本 
 

277 橋本 里美 日本 

240 新留 和海 日本 
 

278 石田 譲 日本 

241 東 憲太郎 日本 
 

279 西村 圭史 日本 

242 佐藤 光将 日本 
 

280 後藤 あや 日本 

243 越間 健一郎 日本 
 

281 張 会敏 中国 

244 Katie Michel アメリカ 
 

282 孫 敬遥 中国 

245 前川 由紀子 日本 
 

283 朴 孝珍 韓国 

246 吉田 直樹 日本 
 

284 関 美穂子 日本 

247 池田 隆太郎 日本 
 

285 幸福  香里 日本 

248 Shimoeno Ryo 日本 
 

286 大迫 つばさ 日本 

249 谷口 美由紀 日本 
 

287 小麥田 茉美 日本 

250 山口 亜由美 日本 
 

288 松岡 亜紀 日本 

251 松迫 俊也 日本 
 

289 宮崎 章子 日本 

252 金澤 伯弘 日本 
 

290 三原 里桜 日本 

253 藍 嵐 中国 
 

291 劉 美含 中国 

254 宮城 美幸 日本 
 

292 Menchie Montecillo フィリピン 

255 谷口 美帆 日本 
 

293 前原 恵理 日本 

256 沖 百恵 日本 
 

294 山下 大輔 日本 

257 中島 光海 日本 
 

295 福井 海世 日本 

258 UEZONO LIE ブラジル 
 

296 八田 陽介 日本 

259 KAGAJO MEGUMI ブラジル 
 

297 山口 洋和 日本 

260 羽生 大仁 日本 
 

298 金 宗訓 韓国 
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299 大久保 昌 日本 
 

336 日高 叶子 日本 

300 松迫 洋憲 日本 
 

337 原園 美穂 日本 

301 川畑 知穂 日本 
 

338 原園 心優 日本 

302 長浜 安妃子 日本 
 

339 岡元 あずみ 日本 

303 Yusof shuaib  Ibrahim マレーシア 
 

340 Ali Ｍutungirehi ウガンダ 

304 楠田 有希子 日本 
 

341 Ｈｕｙ Ｃｕ Ngo ベトナム 

305 土崎 秀平 日本 
 

342 Samreth Kuch Vuthy カンボジア 

306 田中 杏里 日本 
 

343 前田 傭兵 日本 

307 田中 悠希 日本 
 

344 神野 典子 日本 

308 季 財元 韓国 
 

345 生駒 尚子 日本 

309 金 ジナ 韓国 
 

346 蓑田  智恵 日本 

310 Fazli Arsyad Ｂａｋｔｉａｒ インドネシア 
 

347 島 さほ 日本 

311 Faras Ulirrana Ｂａｋｔｉａｒ インドネシア 
 

348 久永 朊靖 日本 

312 Yuriz Ｂａｋｔｉａｒ インドネシア 
 

349 横山 桃花 日本 

313 Nurjannah Ｂａｋｔｉａｒ インドネシア 
 

350 春山 雅司 日本 

314 Kamil  Muhammad インドネシア 
 

351 河口 文伸 日本 

315 山路 周太 日本 
 

352 Tasnoova Shuraya バングラデシュ 

316 有村 和代 日本 
 

353 Iqbal Khan M バングラデシュ 

317 肥後 景子 日本 
 

354 Nawmi Khan  バングラデシュ 

318 藤元 幸子 日本 
 

355 山崎 憲 日本 

319 水谷 成美 日本 
 

356 渡辺 大祐 日本 

320 桑元 眞由美 日本 
 

357 平岡 彩子 日本 

321 小原 せつ子 日本 
 

358 櫻井 夏菜 日本 

322 藤崎 ゆみ子 日本 
 

359 中岡 志織 日本 

323 Purna Ｍａｗａｔｉ インドネシア 
 

360 ユン へジョン 韓国 

324 岡村 由美子 日本 
 

361 Mohammad Mustafizar RAHMAN バングラデシュ 

325 松山 洋子 日本 
 

362 Ishrat AKHTER バングラデシュ 

326 里園 直美 日本 
 

363 TAKIA MUSTAFIZ バングラデシュ 

327 中村 ももえ 日本 
 

364 AKIM MUSTAFIZ バングラデシュ 

328 Tommy Jansen インドネシア 
 

365 榊 将和 日本 

329 Arthur Thambus インドネシア 
 

366 松田 節郎 日本 

330 Ｌｉｄｅｍａｎ  インドネシア 
 

367 高山 栓 日本 

331 トゥティ  インドネシア 
 

368 黄 恵顕 台湾 

331 Saksono Bud インドネシア 
 

369 董 斌 中国 

332 Ｃｈａｍｐｂｅｌ Ｍａｒｉｏｎ ニュージーランド 
 

370 山崎 修輔 日本 

333 Ａｎｕ Ｌｕｓｉａ インドネシア 
 

371 廣佐古 晃 日本 

334 Mokolensan Jefferi インドネシア 
 

372 芳田 真澄 日本 

335 日高 淳子 日本 
 

373 大山 由起子 日本 
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374 恐田 悠理 日本 
 

412 田中 健太 日本 

375 何 雨云 中国 
 

413 立元 則行 日本 

376 曹 巧平 中国 
 

414 田中 直子 日本 

377 林 光云 中国 
 

415 西 剛徳 日本 

378 Duong Hong Quang ベトナム 
 

416 橋口 裕一 日本 

379 張 友花 中国 
 

417 段村 文規 日本 

380 徐 文強 中国 
 

418 梁 艶萍 中国マカオ 

381 王 有利 シンガポール 
 

419 Nathan Bastin オーストラリア 

382 サンジブ ブタトキ ネパール 
 

420 山下 いのり 日本 

383 クリスナ スベディ ネパール 
 

421 小林 明日香 日本 

384 ラダクリスナ ビスタ ネパール 
 

422 日髙 未希 日本 

385 潘 桂云 中国 
 

423 新 正満 日本 

386 バイ ガリ 中国 
 

424 日髙 葵 日本 

387 雷 偉杰 スティーブ 中国 
 

425 久保薗 唯 日本 

388 ニサント コイララ ネパール 
 

426 呉 明亮 中国 

389 陳 文涵 台湾 
 

427 王 北平 中国 

390 高祖 美樹 日本 
 

428 向 群華 中国 

391 細坪 佑惟 日本 
 

429 李 冬 中国 

392 川畑 杏子 日本 
 

430 鄭 玉清 中国 

393 竹井 梨紗 日本 
 

431 清 裕行 日本 

394 大久保 由起子 日本 
 

432 呉 迪 中国 

395 入来田 亜矢 日本 
 

433 福嶋 沙由美 日本 

396 大内田 祥子 日本 
 

434 Ｍｉｌｉｃａ Milenkovic ニュージーランド 

397 酒井 マリ 日本 
 

435 Hien Do ThuThi  ベトナム 

398 吉松 円 日本 
 

436 森園 しずか 日本 

399 丸田 隆弘 日本 
 

437 勝田 真理 日本 

400 村上 瞳 日本 
 

438 増田 淑子 日本 

401 南島 亜寿美 日本 
 

439 Riz Tian インドネシア 

402 出口 祐子 日本 
 

440 早川 由美子 日本 

403 櫻井 弘美 日本 
 

441 Rouzi Sidik 米国 

404 松田 篤子 日本 
 

442 Kutluk Kadeer 中国 

405 林 美代子 日本 
 

443 岡部 里美 日本 

406 田中 洋子 日本 
 

444 坂本 彩夏 日本 

407 安藤 有子 日本 
 

445 中野 真帆 日本 

408 高森 美由紀 日本 
 

446 森 貴士 日本 

409 馬場 加代子 日本 
 

447 花木 かおり 日本 

410 川辺 直子 日本 
 

448 坂元 茜 日本 

411 下野 いずみ 日本 
 

449 吉元 千穂 日本 
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450 松山 あゆみ 日本 

451 前田 隆秀 日本 

452 田中 元気 日本 

453 満塩 佳輝 日本 

454 Carlos Shiotuke ブラジル 

455 耿 瑞 中国 

456 蘇 頴 中国 

457 山下 智恵 日本 

458 白澤 愛里 日本 

459 岩屋 依莉 日本 

460 南須原 正純 日本 

461 越智 信一郎 日本 

462 ERICA NAKASHIMA フィリピン 

463 伊地知 周作 中国 

464 許 守智 韓国 

 


