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●第一部 

◇◆多国籍合宿２００９◆◇ 

多国籍合宿当日の朝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備に追われるスタッフたち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音響担当も準備ＯＫ                                 実行委員長の緊張も高まる… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間もなく参加者到着                              参加者を会場へ案内 



5 

 

アイスブレーキング 

合宿最初の企画。参加者の緊張し固まった心(ice)をほぐしていく(breaking)。 
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分科会 

文化、音楽、ダンス、人権、地球…様々な内容について、 

参加者と主催者が共に考え、感じ、そして意見を交わすワークショップ。 
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託児所 

ちゃいころのみなさんと一緒に、子どもたちも合宿を楽しみます♪ 
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食事 

一緒に参加した友達、そして新しく出会った友達と過ごすおいしい時間。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

異文化紹介 

異文化紹介を楽しい時間へと導いてくれた MC のふたり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ダンスや歌、音楽を通して多文化を感じる夜 
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各国・各地域の民族衣装による Fashion SHOW 
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     セネガル             フィリピン              ブータン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミャンマー                         ラオス 
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       ブルガリア              韓国               中国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     内モンゴル                日本                エイサー 
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総合討論 

「共生とは。共存とは。そして多文化共生を目指す社会づくりとは。」という 

多国籍合宿の軸となるテーマに基づいた参加者全員による総合討論。 

今年のテーマは「Justice」 
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国籍・性別・人種に拘らず、忌憚ない意見が交わされる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正義とは何か。公正とは何か。 

時には自らの環境では想像のつかない世界の真実を目の当たりにする。 

各々が悩み、考え、そして気づきを得る場となっただろう。 
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退所式 
1 泊 2 日共に過ごした仲間との最後のまとめ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“2 日間ありがとう” 
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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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4．2009年第 9回多国籍合宿の概要―目的とスケジュールー 
************************************************************************************************ 

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 

多国籍の友達つくり 

異文化を実際に体験する 

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 

 

概要(スケジュール) 

１日目 

 ７：２０～７：５０  鹿児島大学図書館前集合・受付 

 ８：００～１０：３０ バス移動 

１０：５０～１１：００ 入所式 

１１：００～１２：００ アイスブレーキング 

１２：００～１３：１０ 昼食＆自由時間 

１３：４０～１５：００ 分科会前半 

１５：００～１６：５０ 分科会後半 

１７：００～２１：１５ 夕食(１８：００～１９：２０)入浴(１８：１０～２１：１５) 

１９：１０～２１：４５ 異文化紹介 

２２：００～      就寝・消灯 

２２：００～２３：００ ダンス 

２日目 

 ６：００～７：３０  起床・清掃 

 ７：３０～８：４５  朝食 

 ９：００～１０：５０ 総合討論 

１１：００～１２：２０ みんなの時間 

１２：２０～１３：３０ 昼食＆自由時間 

１３：４０～１４：１０ 退所式 

１４：１０～１４：４０ 写真撮影・移動準備 

１５：１０～１７：１０ バス移動 

１７：１０        鹿児島大学図書館前到着 
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5．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 前川菜々・Niang Mohamed Oumar・Villamor Shiela     鹿児島国際大学 濱屋啓太 

●目的 

参加者たちの緊張をほぐし、参加者同士の友達作りのきっかけを作る。 

●内容 

 1．自己紹介：自分の名前と出身国名をいう。 

 2．モノマネクイズ：グループで輪になって、様々な動物が書いてあるカードが入った箱を音楽が流れている 

間回す。音楽が停止したら箱を止め、その時に箱を持っている人がカードを引く。そして、カードに書かれ 

た動物のモノマネをする。 

 3．伝言ゲーム：ある１つの言葉を色々な国の言葉に訳し、各グループでその中の 1 つを隣の人に伝言してい

く。そして、最初の人と最後の人が壇上に立ち、それぞれ自分の伝えた言葉を発表してもらう。 

●当日の流れ 

10:30~10:45   各グループリーダーとの最終確認・打ち合わせ 

10:45~10:55  自己紹介 

  10:55~11:15  モノマネゲーム 

  11:15~11:35  伝言ゲーム 

  11:35          終了 

●反省点 

・バス以外でいらっしゃった方々のネームカードを用意していな

かった 

・スタッフ同士のチームワークが取れていなかった 

・各グループリーダーへの連絡が行き届いていなかった 

・入所式が終わってからの待ち時間が長かった 

・ネームカードが小さくて、自分の班の人のネームカードが見えなかった 

・自己紹介のときに、いっせいに始めたので、自分の班の人の声が聞こえにくかった 

●次回気をつけること 

・ゲームの内容を早く決める 

・スタッフ・協力してくれる人たちにアイスブレーキングでするゲームの説明をじゅうぶんに行う 

・始まるまでの待ち時間を作らないようにする 

●当日の参加者の反忚 

当日はモノマネクイズ、伝言ゲームとともに上手くいった。動物のモノマネをしたあとに笑いが起こったり、

最初と最後の人の言葉の違いで盛り上がったりした。ゲームが終わった後、参加者同士でご飯を食べている姿な

ども見かけた。 

●感想 

準備不足で、当日は不安だったが、他のスタッフの助けやアドバイス、各グループリーダーや放送部の方々の

助けもあり、最終的に成功した。右も左も分からなかった自分達にとって、それが何よりの喜びだった。この場

を借りて、アイスブレーキングに関わって下さった全ての皆さんに感謝します。ありがとうございました。 
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*************************************************************************************************** 

②分科会レポートとアンケート結果 

実施された分科会一覧 

番号 タイトル 主催 ページ 

1 フィリピンの伝統的なダンス Shiela Sibugan Villamor 25 

2 和の音色 ～和楽器・邦楽の紹介～ 鹿児島大学邦楽部 26 

3 コロンビア： 多文化パラダイス Francia Campos 28 

4 アフリカの太鼓と木の話 Danka Danka 29 

5 マレーシア～真のアジア Mohd Hazwan Bin 

 Yusuf Shuaib Bin Ibrahim 

30 

6 バングラデシュの伝統スポーツ BAK-Japan 31 

7 パキスタンの子供の教育と児童労働問題 Anis Ur Rehman 

Anila Nas Somroo 

32 

8 インドネシアに行こう！ Yuriz Bakhtiar 

Patrick Prayoga  

33 

9 韓国人が思う変容しつつある韓国 李 ミンジュ 35 

10 エコビレッジと社会企業家を増やして 

放射能を出さないエネルギー社会をつくる 

野口 英一郎 37 

11 北米の現代技術と料理及び草創期 Ty O.Murphy 39 

12 仏教と多文化共生 鎮国寺 40 

13 カンボジアでの土着菌普及活動 柳田 泰 42 

14 仙巌園検定 鹿児島外語学院 43 

15 私たちから始まるフェアなトレード フェアリス 44 

16 “ちがいのちがい” ～じゃっどの活動を通して～ NPO 法人じゃっど 45 

17 カリフォルニア・ドリーム J.Smith 47 

18 焼酎 de 分科会 山下 いのり 48 

19 Let’s have 合コン！ 国際交流会館チューター 50 

20 言論の自由 鹿児島大学中国留学生学友会 

鹿児島市日中友好協会学生部 

53 

21 グローバル時代における韓国経済について 韓尚均 54 

22 アジアのアート 小川 景一 56 

23 ランゲージマーケット 有隣館 57 

24 ソマリアから考える紛争の構造と平和 石原 寛樹／越智 信一朗 59 

25 セパタクローを楽しもう 鹿屋体育大学教員 61 

26 原子力発電ってホントにエコ？ NPO 法人天文館アトムズ 63 

 

 

http://www.facebook.com/patrick.prayoga


25 

 

1．フィリピンの伝統的なダンス 

主催者：Eugene Bacolod / Brian John Sarno / Shiela Villamor （フィリピン） 

●参加者の方に伝えたかったこと 

 この分科会のメインテーマは、ダンスと音楽を通してフィリピン

の文化や慣習、伝統を共有すること。 

●当日の概要 

＜分科会の構成＞  

1．導入 

 フィリピンのティニクリンダンスの歴史や発展などフィリピン

に関する短めのプレゼン。ダンスの基本的な道具は竹のようなもの

であると紹介した。 

2．ダンスの実演 

 参加者が分科会で習得することが何かを知るために、フィリピンのダンサーがティニクリンダンスを披露した。 

3．個別指導 

 初めに音楽に合わせて、基本的なステップを参加者に個別に教えた。他の人がダンスを習っている間、残って

いる人には、竹の棒をどう叩くかを教えた。 

4．団体指導 

基本的なステップを使いながらペアになって踊り方を教えた。上達したステップは紹介した。当日の夜の異文

化紹介でフィリピンのダンスに参加するために、参加者の中で上手なダンサーが選ばれた。 

●うまくいったこと／うまくいかなかったこと・次回の改善点 

 参加者のほとんどがダンスの基本的なステップを習得できた。はじめ、参加者の何人かは竹の棒が原因で踊る

ことを怖がっていた。彼らの足は２本の竹の棒の間に挟まれそうだった。私たちは参加者に個人指導することで、

彼らをやる気にすることができた。その結果、参加者全員がティニクリンを踊る楽しさと興奮を経験することが

できた。 

●アンケート結果・講評 

参加者の多くがダンスを愛していて、フィリピンに興味を持っていたので、分科会への参加を楽しんでいた。

彼らは、踊ることがリズムと熱狂を求めるということに気づくことができた。 

 

① この分科会を選んだ理由 

 ・ダンスが好きで、楽しそうだったから ・フィリピンのダンスに挑戦してみたいと思ったから 

② 理解できなかったこと 

 ・ダンスの本当の意味 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

 ・リズム感の重要性 ・参加者全員が優しく、熱意があって感動した ・ステップの多さ  

 ・バンブーダンスには悲しい歴史があったと知り、大変勉強になった 
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 ・もっとダンスを習いたかった、また歌があれば覚えたいと思った 

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

 ・音楽やダンスには国境がないということがわかった ・悲しい罰もやり方ひとつで楽しくなるということ 

 ・以前よりフィリピンの人が好きになった ・植民地の中でも人は明るい考えを持っていることを知った 

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点  

 ・充分にダンスのできる時間があって良かった ・もっと練習の出来る場所があれば良いと思った 

⑥ その他 

 ・とても良い時間だった ・もう一度やりたい 

●感想 

この分科会は、参加者と主催者双方にとって楽しみでいっぱいの経験だった。私たちは、音楽とダンスを通して、

フィリピンの文化や伝統を共有することができた。私たちは多国籍合宿に参加する目的が、共有によって達成さ

れ、ダンスと音楽は共有のひとつの手段であると確信した。 

 

 

2．和の音色～和楽器・邦楽の紹介～ 

主催者：鹿児島大学邦楽部 （日本） 

●参加者の方に伝えたかったこと 

和楽器の演奏や体験を通し、日本の文化に触れてもらいたい。

そして、これをきっかけに、和楽器に尐しでも興味を持ってい

ただきたい。 

●当日の概要 

・邦楽の DVD を流し、邦楽がどのようなものであるのかを紹介 

・邦楽器の紹介をスライドで流し、邦楽器の仕組みやその特徴につ

いて紹介 

・実際に楽器に触ってもらい、音を出したり、演奏をしてもらう 

・邦楽部員が演奏を披露 

●当日の様子（印象深かった意見や、参加者の反忚） 

日本の方が多く目立ちましたが、国籍に関わらず、楽しんでもらえた。邦楽器の紹介が尐し不十分で掘り下げ

て紹介することが出来なかったのが残念だ。実際に音を出したり、演奏をしてもらうときなど、特に琴などはみ

なさん興味深く触っていたように思う。琴の音色が「綺麗」という声や、八尺の音を出すのに苦労していたりと

いった様子が見られ、私たちの楽器に興味を示してもらっているようでうれしかった。 

●うまくいったこと 

みんな積極的に楽器にさわってくれたので、進行がしやすかった。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

聞き馴染みのある楽曲を弾けたらもう尐し興味を持ってくれたと思う。また、楽器の成り立ちや楽器にまつわ

るエピソードなども交えて発表ができたらよかったと思う。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

邦楽や邦楽器の紹介をすること自体の楽しさを学んだ。もう尐し早い段階から取り組み、準備に時間をかける

ことができたら、よりよい、満足のできる分科会ができたと思う。 
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●アンケート結果 

 

① この分科会を選んだ理由 

 ・日常生活では、中国の古典音楽、軽音楽などをよく聞きます。日本音楽の和楽器は、楽器からみると中国の   

  ものと非常に似ているから、実際弾くのはどんな感じか知りたかったから。また、音楽から文化が体験でき  

  ると思ったから選んだ ・日本の伝統文化を知りたかったから ・民族楽器に興味があった 

② 理解できなかったこと 

 ・専門的な説明がちょっと分からなかった。でも楽しかった ・尺八の吹き方 

 ・すごく演奏してみたかったが、音痴だからなかなか難しかった ・楽器はどうして音がでるのか 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

 ・意外に手作りだったり、身近なチューナーでのチューニングだったりと親しみやすかった 

・楽器を弾く姿、手の使い方、付きもの(例えば、三味線、筝の付きもの)の持方が最初とても難しくて、普段 

テレビなどで見ていた簡卖にできるイメージが無くなった ・三味線をいつか真剣に学びたくなった 

 ・フルートと尺八は似たようなものだと思っていたけど全然違って尺八を吹くのが難しかった。音が出た時は  

  とてもうれしかった ・尺八が全く吹けなかったので、もう尐しやって音を出したかった  

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

 ・邦楽について思い込みや勘違いをしているところがあって、ちゃんとした話を聞いて、新しい知識が増えた 

 ・和楽器は堅苦しいと思っていたけど、触ってみると意外に面白かったし、かっこいい楽器だと思った 

 ・楽器に触れてみると、きちんとした音を出すだけでも実は大変なのだとわかった 

 ・今の日本の若者たちは、伝統文化を捨てていないことがわかった 

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

・説明→体験→演奏を聴くという流れが良かった 

 ・できるだけ、外国の人達とも積極的に交わりつつ教われたらなお良かったと思う 

 ・楽器の数が尐なかったから、待つ時間が長かった 

⑥ その他 

 ・最後の六段のしらべが素敵だった ・楽器を演奏することが出来てとてもよかった 

 ・楽器の数が尐なくて楽器を弾く時間があまり無かった 

●感想 

自分たち自身が、すごくいい経験になった。この機会を、来年の後輩たちにもぜひ引き継いでいってもらいた

い。 
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3．コロンビア：多文化パラダイス 

主催者：Francia Campos / Julian Rodriguez （コロンビア） 

●参加者に伝えたかったこと 

 コロンビアの文化・お祭り・伝統料理や衣装を紹介することにより、コロンビアに知識を深め、興味を持って

もらう。コロンビアの国を違う視点から見てもらい、コロンビアと自分の国の違いを一緒に考えていきたい。 

●当日の概要 

 35 分：コロンビアの歴史・地理・文化・伝統料理をパワーポイントでプレゼンテーション 

 10 分：コロンビアのコーヒーを飲む 

 15 分：DVD で伝統衣装と有名なお祭りの紹介 

 20 分：議論 

●当日の様子（印象深かった意見や、参加者の反忚） 

・コロンビアコーヒーをおいしそうに飲んでいた 

●うまくいったこと 

・プレゼンテーションを通して、私たちの国を理解してもらえた 

・コロンビアコーヒーを味わってもらえた 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

・DVD がうまく再生できなかった 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

・私たちも、違う視点からコロンビアを見ることができた 

●アンケート結果 

 

① この分科会を選んだ理由 

 ・コロンビアに興味があったから ・コーヒー以外の、有名なものが知りたかったので 

② 理解できなかったこと 

 ・独立戦争について ・インフラ設備、住まいなどのこと ・食べ物についてあまり分からなかった 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

・アリを食べることと、そしてそれがピーナッツ味であることに驚いた ・内戦について 

・コロンビアは暑いイメージがあったが、涼しい場所もあるのだなと思った 

・都市が予想以上に発展的であったこと ・アマゾンがあって、多種多様な動物がいること  

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

 ・单半球の国でも多くのビルや建物が建っていて、発展していることを知った 
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 ・コロンビアの子供たちは家の手伝いが大変で、日本の教育環境の豊かさを知った 

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

 ・もっとみんなが参加できるかたちにしたほうが良い ・音楽が流れているとよかった 

・フェスティバルの動画がスクリーンに映らないトラブルがあった ・コーヒーを作る時間が無駄だと思った 

⑥ その他 

 ・コーヒーがとても美味しかった 

●感想 

 参加者の皆様と楽しむことができました。ありがとうございました。 

 

 

4．アフリカの太鼓と木の話 

主催者：Danka Danka （日本） 

●工夫したこと 

全体を３つのパートにわけ、それぞれを受け持ち、参加者の思考が流れていくように

した。 

●準備段階で行き当たった問題 

開催直前に帰国したため発表内容のチェックと全員での打ち合わせができなかった。 

●解決方法  

通訳ではなく、参加者の側に座り、誘導質問と補足説明を加えることにより進行を管

理しようとした。 

●参加者の方に伝えたかったこと 

西アフリカの伝統太鼓ジェンべは日本でも広く知られており、いろいろなイベントの景気づけに使われている。

特に、鹿児島にはジェンベスクールなどもあり、ジェンべは日常生活のなかで身近な存在となっている。一方、

ジェンべの母国西アフリカに対する人々の関心は薄いように見える。 

“アフリカ”と聞くと人はライオンや象、サファリで有名な東アフリカを想い浮かべる。ジェンベはこんなに

身近なのに、もっと西アフリカをアピールしよう！そこで“アフリカの森にジェンべの木を返そう！”のメッセ

ージのもと、西アフリカの最西端セネガルで、ジェンベの素材となる木を再生している地元 NGO、DANKA 

DANKA とセネガル人留学生２人が西アフリカの“豊穣な文化”と“知られざる深淵な太鼓文化”を紹介し、参

加者に“セネガルに行ってみたい”という気を起させること、そして、関心を持った人には、すぐ身近にアフリ

カとつながる方法があるんだよということを伝えたかった。 

●当日の概要 

開始 10 分前には、参加者の大半が集まっているようで、すぐ始めて欲しいという声があがった。待ちきれな

い参加者には、アフリカの太鼓、ジェンべを叩いてもらい定刻に開始した。日本滞在 4 か月目のセネガル人留学

生がセネガルの一般情報をパワーポイントで説明した。滞在 2 年目のセネガル人がアフリカ人の生活のなかで、

太鼓がどのような意味をもっているのかを説明した。その後に DANKA DANKA の活動をビデオで紹介した。

パワーポイントでプレゼンを行ったセネガルの留学生は参加者からの質問がない事に落胆していた。「質問がな

いのは寂しいね。」と問いかけると、「僕たちが一所懸命にやったのに、面白くなかったという事だよ。質問して。」

と参加者に積極的に呼びかけた。活発なセネガル人からすると日本人の反忚は物足りないのだと思われる。太鼓

を叩いてみたいという希望があり、ジェンべが回された。予定には入っていなかったが、セネガル人留学生がジ
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ェンベを叩きだし、それに呼忚して、もう一人も踊りを披露するというハプニングがあった。 

●当日の様子（印象深かった意見や、参加者の反忚） 

「今まで内側だけ見て生活していたが、外の世界にも関心が出てきた。自分に手伝えることがあるだろうか。」

などの申し出があり、メッセージは伝わったと思う一方で、踊りを披露した留学生は「ジェンべをエンジョイす

るだけで、あまり、僕たちの国などへの関心はないみたいだな。」という感想を持っていた。 

●うまくいったこと 

準備不足が露呈し進行がスムーズでなかったが、その分、参加者の反忚などを見ながら臨機忚変にサービスし

ていくセネガル人たちの姿に何かを感じてもらえたのではないかと思う。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

・PC の事前準備が不充分だった ・映像が不鮮明であった ・時間配分を守れなかった 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

パワーポイントなどに頼らないよりダイレクトな伝達方法を探る。 

●感想 

ジェンベのワークショップと勘違いして参加した人も多かったと思われるが、種はしっかり撒かれたような気

がする。若い層のアフリカや海外協力への関心を育んでいけたらと思う。 

 

 

5.  マレーシア～真のアジア～ 

主催者：Mohd Hazwan Bin / Yusuf Shuaib Bin Ibrahim （マレーシア） 

●参加者の方に伝えたかったこと 

 私たちは、マレーシアが「真のアジア」と呼ばれる理由や王政の下での私たちの国のユニークさを参加者と共

有したいと思っている。マレーシアの王政では王様は 9 つの各州の王様の中から交代で 1 人選ばれるといった、

ほかの国にはない独特なシステムをとっている。マレーシア人はマレー系だけでなくインド系や中華系の人々も

いる。知ってのとおり、中華系とインド系は世界で最も大きな民族である。このようにマレーシアはマレー系、

インド系、中華系が共存することによって、アジアの縮図のようになっている。また、ちょっとしたマレーシア

語やマレーシア独特の面白い文化をいくつか紹介したいと思う。また、より参加者に楽しんでもらえるようにミ

ニクイズを用意する。プレゼンテーションの後にはマレーシアの伝統的なゲームも体験してもらい、マレーシア

についてより深く学んでもらいたいと思う。 

●当日の概要 

 最初の 40 分は参加者によりマレーシアについて理解してもらえるようにパワーポイントとミニクイズを交え

たプレゼンテーションを行った。このプレゼンテーションは 2 人のマレーシア人（ハズワン、シャフィク）によ

って英語と日本語の 2 か国語で説明した。そのあと、マレーシアの伝統的なゲームを行ったが、参加者は大いに

楽しんでいるように見えた。最後の 10 分はアンケートを取った。 

●当日の様子(印象深かった意見や、参加者の反忚) 

 2 人の通訳によって、日本語と英語でプレゼンテーションを参加者に楽しんでもらえたと思う。そのほかの 6

人のマレーシア人学生の協力もあり、分科会はとてもうまくいったし、参加者からもとても良い反忚を得られた。 

●うまくいったこと 

 時間配分はうまくいって分科会は最初から最後までスムーズに進行することができた。パワーポイントの説明

の中に動画などをたくさん導入したため、参加者はより理解しやすかったと思う。私たちの分科会では参加者は
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本当の意味で「参加」できていたのではないだろうか。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

ゲームをするには、部屋が尐し狭かったように思う。予定とは異

なることもあったが、楽しく進行することができた。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

次回はマレーシアの伝統的な文化についても説明したい。分科会

はとても興味深く、私たちの知識も深まったと感じる。 

●アンケート集計結果・講評 

 プログラムは成功だった。参加者にもきっと楽しんでもらえたと

思う。 

●感想 

   分科会は様々な国の人たちにマレーシアについて紹介することができるとても良い機会だった。そして何よ

り参加者に楽しんでもらえたことはよかったと思う。 

 

 

6．バングラデシュの伝統スポーツ 

主催者：BAK-Japan （バングラデシュ） 

（Bangladesh Association in Kagoshima-Japan） 

●参加者に伝えたかったこと 

楽しいスポーツやゲームを交えてバングラデシュの余暇の過ごし方や文化を参加者と共有したい。 

●当日の概要 

最初の 15 分はパワーポイントを使って、バングラデシュの簡卖な紹介（地理、人口、気候など）、今や世界中

で行われるようになったバングラデシュのゲームやスポーツ、15 つの伝統的なゲームなどについて説明した。 

次にその中から 3 つのゲームを選び実際に参加者にやってもらった。どのゲームもルールの説明を含め 20 分

かかった。途中 5 分の休憩をとり、最後の 5 分から 10 分はアンケートをとった。 

●当日の様子(印象深かった意見や、参加者の反忚) 

年齢を問わず、すべての参加者がとても積極的にゲームを楽しんでいた。皆さんこれらのゲームをするのは初

めてだと思うが、勝ちたいという気持ちが伝わってきた。まるで参加者は子供に立ち返ったように終始楽しげな

様子だった。 

●うまくいったこと 

 参加者は複雑なゲームのルールをすぐに理解してくれたのでよかった。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

分科会の場所がとても狭かったので、参加者が思いっきりゲームをするこ

とができなかったのが残念だった。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

分科会を主宰することによって私たち自身がほかの国々の人にバングラデシュの文化を工夫しながら伝える

ノウハウを身に着けることができてよかった。 

●アンケート結果・講評 

 参加者がゲームを楽しんでくれたようでよかった。この貴重な参加者の意見を生かして次の分科会をより良い
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ものにしたい。 

●感想 

私たちは、このような大きなイベントの中で自分たちの文化について紹介できて光栄だ。素晴らしい働きをし、

このようなイベントを実現してくれた多国籍合宿のスタッフにとても感謝している。 

 

 

7．パキスタンの子供の教育と児童労働問題 

主催者：Anila Nas Somroo / Anis Ur Rehman （パキスタン） 

●参加者に伝えたかったこと 

(1) 主なトピック 

1.．パキスタンの子どもたちが直面している問題 2．学校教育の問題 

3．健康および教育における貧困の影響 4．児童労働およびその原因 

(2) 内容 

1. Q. なぜパキスタンはコーラン教育だけではないのか。A. コーラン教育を終えて、現代の教育が必要だから。 

2. Q. 学校教員になるために必要な資格は何か。A. 教職課程の卒業。 

3. Q. 教育制度を監視する組織機構はあるのか。A. ある。省や教科書委員会など。 

4. Q. だれがタリバンの活動を支援しているのか。A. 私たちの隣国や西欧諸国などがタリバンを支援している。 

5. Q. 学校教員の給料はいくらか。A. 位や年齢によって異なる。 

(3) 私達の意見 

・問題解決に向けパキスタン人がするべきことは、全員が読み書きできるようになることである 

・私たちは世界の超大な力に押しつけられてはならない 

・私たちは経済を高めるために、内なる資源を生産しなければならない 

●当日の様子（印象深かった意見や、参加者の反忚） 

1．参加者全員が真剣に聞いていた 

2．システムをイスラムと混同することは正しくないということ 

●うまくいったこと 

非常に明確に上記の問題をプレゼンすることができた。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

参加者の質問を通して、イスラムとパキスタンに対する日本人の

理解を知ることができた。 

●アンケート集計結果 
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① この分科会を選んだ理由 

 ・テレビで最近よく取り上げられていたから・児童労働問題や貧困、教育について興味があった 

② 理解できなかったこと 

 ・ゲームのやり方が分からなかった ・たくさん数字が出てきたが、その出典を明記してほしかった 

 ・タリバンのことがよく分からなかった ・給料の話が分からなかった ・英語が理解できなかった 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

 ・政府がどのように教育に関わっているのかもっと学びたかった ・教育や医療制度の問題点の多さ 

 ・報告者たちが真剣に自国の抱える問題に取り組んでいたこと ・死亡率について驚いた 

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

 ・タリバンの問題について興味を持った ・日本がどれだけ幸せで安全な国かを再確認した 

・医療施設の不足についての意識が強まった ・これからの国際協力の在り方を考えさせられた 

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

 ・通訳がしっかりしていて良かった ・現地の映像を見せてくれた方が、現状の理解に役立ったと思う 

 ・パワーポイントの表示の切り替えが速かったので、ゆっくり進んで欲しかった 

⑥ その他 

 ・パキスタンの現状を聞く機会はあまりないので、聞けてよかった。その後の報告が作成されたらうれしい 

●感想 

パキスタンが抱える問題を伝えることができてよかった。尐数の日本人の質問・意見を聞いて、彼らはパキス

タン人全員がこのような最悪の状況にあると考えているように感じた。私たちは問題についてだけ繰り返し話し

ていたが、パキスタンの子どもたち全員がこの問題に直面しているわけではない。特有の数人の人々がタリバン

とイスラムを過激化しており、彼らは、事実が情報欠如しているかもしれないということに関して全く明確な考

えを持っていない。それは、西欧メディアのプロパガンダが原因ともなっている。 

 

 

8．インドネシアに行こう！ 

主催者：Yuriz Bakhtiar,Patrick Prayoga（インドネシア） 

●参加者に伝えたかったこと 

インドネシアは「多様性の統一」というスローガンを持っている。様々なものを基礎にして構成されているイ

ンドネシアが 1 つにまとまっていることについて、我々インドネシア人は全ての参加者に伝えたかった。 

●当日の概要 

・30 分：インドネシアの基本的な情報と多様性統一の説明 

・40 分：ポチョポチョというインドネシアダンス、アンクルンというインドネシア楽器、子供の遊びを実際に

体験してもらい、インドネシアの食べ物を味見してもらう 

・10 分：アンケートの記入 

●当日の様子（印象深かった意見や、参加者の反忚） 

うれしくて感動した。 

●うまくいったこと 

我々の文化をただ説明するだけでなく、実際にダンスや楽器を交えること

で、この分科会の参加者が我々の文化に親しみを感じてもらうことができたと思う。 
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●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

インドネシアのスローガンのビデオを見せることができれば、さらに良くなったと思う。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

多国籍合宿全体のシステムが分科会を開くことにおいて、いいシステムだと思う。次回もこのままでお願いし

たい。来年の合宿が今回よりもさらにいいイベントになることを期待している。 

この分科会で、インドネシアという国や文化を紹介することができた。今後もこのスタイルで分科会を開催し

ていけたらよいと思う。 

●アンケート結果 

 

① この分科会を選んだ理由 

・実際にインドネシアに行く予定があるから ・日本と異なる国についてもっと深く理解したいから 

・テレビで見たりして、海の美しさ、食べ物などに興味を持っていたので 

・インドネシアに興味があったから。インドネシアの歴史や文化が好きなことも理由の 1 つ 

・海洋関係の勉強をしていて、その関連で以前からインドネシアに興味があった 

・他国の楽器や遊びに興味があったから ・先輩が研修で行ったり、津波などで知って、興味があったから 

・この分科会を選んだのは、今度で 2 回目。ダンスがとても面白かった 

② 理解できなかったこと 

・インドネシアの人々の暮らしについて、実際に伝統的な行事などが今も行われているのか疑問を持った 

③ 分科会で学んだことの中で、特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

・ポチョポチョという踊りは楽しく、インドネシアのお菓子もおいしかった。楽器できらきら星を一丸となっ 

演奏している様子はとてもよかった。インドネシアのことがわかり、とてもいい勉強になった 

・国旗の意味。様々な文化があるのに統一されていること 

・意外に知らなかったことは、人口が世界 3 位で 200 近い民族がインドネシアに住んでいること 

・島毎に様々な文化があること。食文化も興味深かった。インドネシアの美術にも触れてみたい 

・ゴム飛びなどは日本と共通だと感じた ・国旗の意味。様々な文化があるのに統一されていること 

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

・インドネシアの人に対するイメージが変化した ・遠い世界だと思っていたが、近くに感じた 

・文化の違いでけんかしている国はたくさんあるのにインドネシアはしてなさそう 

・“カリマンタン”という地名を最近耳にして、インドネシアとわかって良かった 

・日本と共通した、もしくは似た遊びがあったことに新鮮さを感じた ・民族のゲームは世界中ほとんど同じ 

・アジアに目を向けることが尐なかったのだが、インドネシアのように独特の発展をしている国もあることが

わかって興味が湧いた ・インドネシア人は踊りが好きだということが分かった 
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⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

・短い時間だったので仕方ないとは思いますが説明文を読む時間が欲しかった 

・p.p.t を使っていて視覚、聴覚的にひきつけられた ・インドネシアならではのマメ知識などの紹介 

・私は昨年も今年のも好きだが、今年より昨年のほうがいいと思う。楽しかった 

・進行の方のトラブルにも一生懸命対忚していて好感が持てた ・もっと体を動かす時間が欲しかった 

・合間に食べものを配ってくれたり、体験（ダンス、楽器）もあってとても楽しく、わかりやすい発表だった 

⑥ その他 

・歴史的なことが尐しわかった ・ココナッツのお菓子がおいしかった 

・実際に体験して一緒に参加し、インドネシアに親しみを感じた。お土産までもらえて嬉しかった 

●感想 

インドネシアのことを紹介させていただく、いい機会を作っていただいて、感謝したい。 

 

 

9．韓国人が思う変容しつつある韓国 

主催者：李 ミンジュ （韓国） 

●参加者に伝えたかったこと 

・韓国の文化について：韓国でしか見ることができないものではな

いですが、韓国人だけが感じやすい点や、韓国独特だと思う文化

の中から三つを選びました。他の国でも見ることができるものは

ありますが、その中の韓国的な面を伝えることで、「こんな面も

あるんだなー」とわかってもらい、良い面・悪い面共に、あまり

知られていない面も知ってもらいたいと思いました。つまり、表

面だけではない、もっと深い面の韓国を知ってもらいたかったの

です 

・外国にいると自分の国を改めて見るようになると思います。そのため、自分が日本に来て感じた、韓国と日本

の違いを他の外国人、韓国人、日本人にも伝え、韓国をもう尐し深く知ってもらい、それと同時に自分の国と

何が共通するか、何が違うかということを話し合いたかったです 

●当日の概要 

韓国の文化的なものの中で、インターネット文化、3 縁（学縁、地縁、血縁）、火病（怒り病）を選んで紹介し

ました。50 分程紹介をして、その後質問を受ける形でやりました。紹介するときはプレゼンテーションを準備

し、最初は韓国の観光広告を見せ、表面上の韓国を見せました。その後、選んだ分野について三人が考えたこと

や、分析した部分を紹介形式で発表しました。当日は 15 名くらいの方が参加してくれました。 

尐し重い主題もあったので、静かな雰囲気でしたが、思ったより真剣に聞いてくださって、嬉しく思いました。

しかし、隣の部屋がうるさすぎて発表への集中力が低くなり、参加者にも申し訳なく感じたので、マイクがあっ

たらよかったと思います。 

●当日の様子（印象深かった意見、参加者の反忚） 

あまり面白くない内容だったので、真剣に参加する方もいましたが、寝る方もいて、面白く発表ができなかっ

たことが尐し残念だと思いました。 

●うまくいったこと 
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思ったより時間がかからず、発表自体はスムーズに進み、よかったと思っています。練習のときには、時間が

ちょっとかかりすぎて心配していました。また、質問がでて、参加者と話せることができたのもよかったと思い

ます。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

・意外な点で質問を受けたり、ちょっと難しい質問もあって、良い返事ができなかったです。質問に対する返事

をよく調べておいて、その資料を集めていたらよかったなと思っています 

・当日前の打ち合わせのとき様々なシナリオを考えておいた方がいいと言われましたが、その準備をあまりしな

かったので、うまく参加者の方に内容を深く理解してもらえなかった感じがします。 

●アンケート結果 

 

① この分科会を選んだ理由 

・近くて遠い国のことをもっとよく知りたかったからです。「韓国人から見た」というタイトルが面白そうで

した。韓国の表面的な部分しか知らないと思ったので深い部分を学べたらよいなと思い選びました 

・母が韓国人なので、韓国人から見る韓国というものに興味を持ったから 

・私は韓国人なので、2 つ選べる分科会の内 1 つは韓国に関連があるのを聞きたかったのでこれを選びました 

・韓国人なのに韓国について間違っているところがあるから 

・自分の国のことをよく考えてみるという発想がおもしろそうだからです 

② 理解できなかったこと 

・恨(ハン)についてみなさんが質問していましたね。”恨”といっても、日本での”恨み”とはちょっと違う

感じでひとことで説明できないものだと思います 

・韓国の方と日本の方のインターネットのサイトの数でみれば韓国の方が多いがこれはなぜか 

・3 縁について説明しましたが、それは日本の場合もひどいと思います。たとえば、日本とアメリカでは政治

家の中で父子関係とか父女、夫婦の場合があるのに韓国の方が血縁が強いというのは無理があると思います。

問題だけではなく解決法とかも紹介したらよかったのではないかと思います。それから、日本の政治家の出

身大学を見たらだいたい東京大学です ・感情を抑えることを重視 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

・韓国のドラマ映画を観たとき韓国のお母さんはいつも怒鳴っていて怖いなとよく思うのですが、それは、文

化的なことから来た火病というものが関係しているということが分かりました。これは、とても納得できま

した ・印象に残っているのは結束意識が強いということ(三血など) ・韓国と日本の集団主義の違い 

・韓国の紹介ビデオを見てなんかなつかしかったです。そして、血縁、学縁、地縁についてもう 1 度考えるこ

とができたのでよかったと思います ・火病の原因。内向的なのになぜ発展できたか？ 

・韓国は愛国心が他の国よりつよいということ 
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④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

・韓国のお母さんはこわいと思っていたけど、これには様々なことが関係していると知ったので、ただ卖にこ

わい人だなと思うことはやめようと思いました ・抑圧された感情が火病に至ってしまうということ 

・韓国人の中にも日本人と同じような「礼儀」や「感情をおさえるという概念」があることを知りました 

・今まで自分は、韓国の社会的な部分や韓国の人々の考え方についてまでは興味を持ったことはなかったので

すが、今日の分科会に参加して、そういう面にも興味を持った方が良いと思いました 

・悪いところや良いところ、あるひとつのところに集中するより、どっちも”韓国”というまとめの内容がよ

かったです ・国と国の違いを感じなかった。心の問題は同じ 

・地元をひいきにするのもよいことだけじゃないと思った。どの国もストレスが多いと苦しむようだ 

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

・この発表者の責任ではありませんが、隣の音がうるさくて、発表と Q&A が聞きにくかったです。マイクが

あればよかったかもしれません。または部屋のアレンジを工夫する(会場の割り振り) 

・誠意を持って一生懸命答えてくれる姿がとても良かったです ・もう尐し準備したらよかったと思います 

・韓国人からみた韓国と、日本人(外国人)からみた韓国、韓国人同士でも意見が違ったりするので、日本人が

理解しにくいのかなと感じました ・3 人がとてもがんばっているのが伝わり、聞く方もうれしかった 

・絵等に韓国語が多すぎて外国人にとってはちょっと絵の理解ができなかったと思います 

⑥ その他 

・恨などの感覚は、韓国という国に行くことや、もっと韓国の方と接する必要があると思った。理解しようと

思えば行かなくてはならないと思った ・もっとお話ししたかったです 

・やはり、日本人から見る韓国と、韓国の人々が見る韓国は違うのだなと改めて知ることができて、楽しかっ

たです。韓国の社会状況も、文化ももっと知りたくなりました 

・3 人方みんな頑張っていらして、いい発表だったと思います。火病は知らなかったので、へぇと思いました。

はっきりとではないけど、言いたいことは分かる気がします 

●感想 

・全体的に良い経験になったと感じています。このような経験をする機会はあまりないし、準備をしながら、自

分の国についても、日本についてもさらによくいろいろな面を勉強することができてうれしいです 

・自分の分科会以外の分科会も見て、比べることで、もっと良い勉強になったと思います。本当に自分にとって

良い機会であったと思います 

・「ハン」というものについて様々な議論をしました。自分達は子供の頃からよく聞いていた言葉だったので、

その意味の深さについてあまり感じることはなかったです。この機会に改めて感じました。また、この感情を

うまく他の国の人に伝えることの難しさもわかりました。それを文化と言うのかなとも思いました。自分の国

についても他の国についても改めて考えることができたので、1 年間の経験の後、来年もまた参加して新たに

考える機会を作りたいと思いました 

 

 

10．エコビレッジと社会企業家を増やして放射能を出さないエネルギー社会を作る 

主催者：野口 英一郎 （日本） 

●参加者に伝えたかったこと 

昨年の「持続可能な社会や地域」といった、漠然とした概論段階から踏み込んだ。この持続可能な社会や地域

の実現のための手段として「エコビレッジ」と「社会的な起業」の 2 つがある。しかし、鹿児島において、この
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2 つはまだ馴染みがあるものとは言い難いものではないかと思う。この分科会が、エコビレッジや社会的な起業

について考えていく場になればと思い、企画した。 

●当日の概要 

参加総数が、当方の希望を大きく上回ることが事前にわかったので、事後に読み返す価値がある、大量の配布

資料を準備して臨んだ。当日は当方希望と異なり椅子の部屋ではなかったが、壁際に参加者の方々には出来る限

りリラックスした状態で座ってもらい、分科会のねらいを簡潔に話した後、それぞれに名前程度の自己紹介をし

てもらった。その際に和英通訳をしっかりいれていく必要性を感じ、ある程度の区切りで進行をするように心が

た。ひと通りの説明と配布物の案内を行った時点で、時間はほとんどなくなった。せめて参加者全員に一回だけ

でも発言や質問の機会を確保することに努めた。参加者からの発言一つ一つに答えていくことに時間を使いきっ

たため、フォローアップができなかった。心残りを感じる。 

●当日の様子（印象深かった 意見や、参加者の反忚） 

  様子をじっくり観察する余裕がなかった。アンケートご参照。 

●うまくいったこと 

伝えたかったことに即した展開をある程度達成できたと感じた。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

参加人数を 20 人と想定し、和英通訳を前提にもっと練る必要がある 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと  

昨年の分科会から経過したこの 12 ヶ月の中で大学生にふさわしい・伝えたい最高の素材と調査収集資料の収

穫を共有したいという思いで臨んだが、最新かつ最高を初めて会う若い方々に提供したいという思いが強すぎて

若干、主催側に咀嚼不足を残したままの開催となった。きっちり噛み砕いた上でピークオイル時代の若い方々の

サバイバルを継続して扱っていきたい。 

●アンケート結果・講評 

欲張りすぎて詰めが甘かったことがアンケートの答えには出てきている。議会山場と分科会にかかわる時期が

毎回完全に重なる。なかなか質の向上を実現できていないことが悩みである。それでも分科会主催に声をかけて

いただきありがたく思う。 

 

① この分科会を選んだ理由 

・エコという部分に興味を持った。持続可能、再生可能なエネルギーの利用について勉強できると思ったから  

・“社会企業家”という言葉をテレビで知り、環境や人々に良い環境を与えながら、企業として成立していく

という夢のような形を更に詳しく知りたかったから 

・環境に優しいことはエネルギー節約の話題かもしれないと思い、今の中国の経済発展に伴う環境問題の改善

に役立つと思ったから ・起業という言葉に興味があったから。今それをしている状態だから 

② 理解できなかったこと 
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・エコビレッジというものが具体的に何をしているのか、どういった現状であるのかということ  

・エコビレッジに関しては学べたが、社会企(起)業家に関しては理解できなかった 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

・エコビレッジというのは 0 から建設し始める村ではなく、どこであっても自分の暮らし方から改善するのだ

ということ ・温暖化は本当に悪いことなのかについての説明 

・実際にエコビレッジというコミュニティに参加してみたくなった。「自分にできることなんてないのではな

いか」と考えていたので、自分が考えてできることを実行することが大切だとわかった。実際に自分が何の

役に立てるのか真剣に考えてみようと思う ・木の花ファミリーについて 

・ゴミをほとんど出さないエコビレッジの暮らしをもっと知りたいと思った ・自給自足と地球温暖化 

・持続可能な社会を目指す考え、それに対する行政の支援などを理解できた。また、既存の地域のエコビレッ

ジ化を推進させることについて、エコビレッジに住みながら一般企業に勤めている方もいると知り、とても

面白かった ・つながりをどうつくっていくか 

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

・エコビレッジについて調べようと思う（地域コミュニティでの暮らし方、地産地消、物々交換など） 

・将来のエネルギーについて他人事ではないので、尐しずつでも考えながら行動しようと思う  

・エコビレッジというのは必ずしも農家の村だけで行われるものではなく、コミュニティであるということが

わかった ・自分のことだけでなく、他人のことを考えていくこと ・自分の暮らし方から変えようと思う 

・私は鹿大法文の法政策の学生なので、法律の面でどのようにしたらよりよい社会をつくっていけるかを考え、

今後勉強していきたい ・良い勉強として、知識を頂いた ・まず、今住んでいる回りを愛したいと思う 

・エコビレッジというものを知らなかったので、それを知ったということが大きな変化だと思う 

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

・たくさんの情報量をこれだけの時間に伝える方法をノウハウとして学びたい 

・みんなの意見を聞いて、それについて考えるという方法 ・様々な事例の紹介がなされ、視野が広がった 

・野口さん自身がエコビレッジに対して持っている意見も聞きたかった 

・ある一つの論点に向かってみんなで話し合っても面白かったのではないかと思う 

⑥ その他 

・先日初めて「ビックイシュー」を天文館で購入した。読んでみると、内容的にもすごく濃くて、他の雑誌に

はない“リアル”を感じた。今後、自分でできることを考えてボランティアや講演会などに積極的に参加し

ていきたいと思う。ありがとうございました 

●感想 

大変、緊張はするものの、何一つ遠慮することなく心から伝えて共有したい硬い話をさせていただく貴重な機

会をもらえたことに感謝したい。フォローアップをしたい気持ちがある。ありがとうございました。 

 

 

11．北米の現代技術と料理及び草創期 

主催者：Ty O. Murphy（アメリカ合宿国） 

●参加者に伝えたかったこと 

 フロリダの歴史と社会への認識を深めてほしい。植民地化の影響について議論をし、フロリダの伝統的な食べ

物と、超近代的な食べ物を試食してもらう。 
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●当日の概要 

 10 分：紹介 

 20 分：簡卖な歴史のプレゼンテーション 

    ・かつてのネイティブアメリカンから NASA に至るまでの歴史と社会的変化を学び、議論する 

    ・急速な技術的な変化をどのように管理していくべきなのかについて、pros/cons の面から議論する 

 20 分：prep とワニの試食 

  5 分：休憩 

 20 分：arroz y frijoles negros の試食 

  5 分：宇宙食のサンプルの試食 

    ・石器時代、伝統的なスペインの食べ物、宇宙時代という流れで食べ物を試食してもらう 

●当日の様子(印象深かった意見や、参加者の反忚) 

 参加者は私が用意した料理に興味を示してくれた。 

●うまくいったこと 

 実際に試食してもらうことで、技術の流れを体感してもらうことができた。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

 あまり議論が深まらなかった。80 分という時間の制約があるなかで、いかにわかりやすく、かつ、参加者の

意見を引き出せるかがポイントとなる。次回はもっと内容を練って、プレゼンテーションを簡潔かつわかりやす

いものにし、議論する項目も何点かに絞り、議論する時間を十分確保したい。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

 様々な国籍の方々が集うなかで「参加型」の分科会をさせていただき、貴重な体験となった。 

●感想 

参加者の方々と一緒に試食し、意見を交換することは、私自身刺激となった。フロリダについて色々知っても

らいたいという思いから端を発したが、逆に私が多くのことを学んだ。 

 人類の歴史は技術の歴史なしには語れない。私の分科会を通して参加者の方々に、技術が人々に及ぼす影響に

ついて考えるきっかけを与え、「多文化共生社会」とどう関わっていくのかを考えて頂ければ幸いである。 

 

 

12．仏教と多文化共生 

主催者：鎮国寺住職 村井様 （日本） 

●参加者に伝えたかったこと 

 今の日本人は、昔の日本人の良さを忘れてしまっている。たとえば食べること。食事をする時、あなたは十分

に食事ができない人がこの世の中にいるということを考えて食べているだろうか？食べるということは、ほかの

命を奪うということでもある。あなたは、ほかの命を奪ってまで、一生懸命生きているだろうか？食べるという

ことは、生きるということだ。あなたは、何のために生きているか、考えたことがあるだろうか？ 

 このことは、食べることに限った話ではない。勉強する時、寝る時、話す時、あなたはその意味を考え、真剣

に取り組んでいるだろうか？ 

 留学生のみなさんには、今の日本人の悪い部分をまねせず、昔の日本人のよいところを学び、ぜひ母国に伝え

てほしい。 

●当日の概要 
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・昔の日本人の話 ・パンを食べてもらう ・質疑忚答 

●当日の様子(印象深かった意見や、参加者の反忚) 

 私の話を真剣に聞いてくださり、大変ありがたかった。 

●うまくいったこと 

・食べることを通して、昔の日本人のよさを伝えることができた 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

・日本語と英語で若干内容が異なることがあった 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

・みなさまにとって有意義な時間となるよう、もっといろいろなお話をしたい。 

●アンケート結果 

 

① この分科会を選んだ理由 

・日本人として昔はほとんどの人が仏教の教えの中で生活をしていたのに、今自分達が生活する中で何に感謝

して、何を感じて、何を考えて生きるべきなのかという事を仏教の考えから感じとりたいと思ったから 

・日本の仏教は中国仏教と違う方向に発展しているから ・ご住職の方が大変素敵な方と聞いたから 

・自分にとって多文化共生社会実現のために何ができるのか知りたかった 

② 理解できなかったこと 

・自分が食べるものを尐し残して、食べられない人にと仏様にお願いするとあったが、全部食べた後にお願い

するのは駄目なのだろうか 

・内容は理解できたが今の日本の状況とは全く違い、資本主義の日本は食べ物などただ利益のためではないか 

・お話の中で「日本人は」という主語が多かったことが気になった。仏教や自然崇拝の信仰がある人ならば、

国は関係ないのではないか 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

・パンを食べるときにそのパンの歴史について考えた後、そのパンを食べる価値が今の自分にあるのかどうか

考えるように言われたこと 

・コメなら粒ほど食べられない人にあげ、米の成育から出荷までのことを真剣に考えることが生活につながっ

ていること ・いろいろなことを同時進行する、効率性だけを求めてはいけないのだと思った 

・食べること一つとっても自分の生き方を反省させられ、これから先を見つめるよい機会だった 

・わかってきたのは普段食べ物を簡卖に考えているが、今日の分科会を通じて食べ物も意味が深く、命と命の

つながりになると分かってきた ・自分の日々のあり方を考えさせられたことが自分にとってよかった 

・食事など、日常一つ一つの行為に気を配ることの大切さがよく分かった 

・植物や動物も生命があり別の命をとって食べ物を作って大事にするべきだという話 

・食べ方から日本の文化、神道、仏教の教えに関連していて、とても興味深かった 
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・食するという行為は他の命を自分の中に取り入れることであり、生きる意味や目的を理解してこそその権利

があるのだと痛感した ・世の中生物とか大事に思わないと未来はない 

・欲を捨てるという考えが仏教の中にはあるが、「中村天風」という人の考え方に利他の精神も人に何かをし

てあげたいという考えも、もっと得を積みたいという考えも「欲」だというものがある。そしてその欲は捨

ててはいけないと言っているところを仏教ではどう考えるのか 

・残したお茶を撒く、など今まで知らなかった生活に根づいた宗教的行いなどがとても新鮮であり、仏教を基

にする様々な宗派について掘り下げて欲しかった ・この世界のすべての物は平等だということ 

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

・自分の人生、人間の存在について考えさせられた。ただあまり考えすぎると蟻地獄になりそうで恐い 

・食事を「ありがたい」と思うという当たり前の事を忘れていたことに気付いた 

・日本人が昔持っていた心を大事にしようと思いなおした ・食べ物は大切にするべきだということ 

・食物を卖に命のない食物に考えるのが浅いと思う ・集中して、やりたいことをやる、ということだ 

・食べるということについてと自分のこれからの人生、細かいことでさえ、気をつけなければならないこと 

・宗教、その中でも仏教というものが“宗教”という枠組によって社会、生活と切り放して考えるものではな

いということを理解できた ・これから食物をもっと大事に、まわりの生物をもっと重視したい 

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

・話の導入はやや入りづらかったが、尐しずつ聞き手をひきつけていく話術や全体的にテーマをしっかりと理

解できるようにまとまっていた ・話を聞きひとにぎりのパンを食べてというシンプルさがよかった 

・すばらしいと思う。短い時間で、このように深く発想させられて良かった 

・多国籍という性質上、訳をしていかなければならないのは理解できるが、話と話に間があきつながりにくい 

・大事だと住職が感じていることを、一文字でもよかったので黒板に書いて頂きたかった 

⑥ その他 

・通訳するときはなるべく一人称を使うべきではないか ・またご住職のお話を聞きたい 

・現代の日本人の食べ方について、見習わないでほしいといわれていたが逆に今の日本人の中に残っている

“徳”にどのようなものがあるのか、または無いのか意見を聞きたい 

●感想 

 分科会という形で、いろいろな国の方々にお話をすることは初めての体験だった。私の話が一人でも多くの方

のためになったのであれば幸いである。 

 みなさまに出会えたことを光栄に思います。ありがとうございました。 

 

 

13．カンボジアでの土着菌普及活動 

主催者：柳田 泰 （日本） 

●参加者に伝えたかったこと 

日本での国際交流のきっかけからカンボジアでの活動までを紹介すると共に、国際交流は自らが楽しむことが

大切であることを伝える。 

●当日の概要 

(1) 日本での国際交流活動・・・＜30 分＞ 

 1．国際交流へのきっかけ 

   ・漁業／農業 自分で作って自分で食べる喜び ・国際交流へのきっかけ 
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 2．日本での活動 

   ・からいも交流／WWOOF（ウーフ） ・セミナーへの参加（2006 年のカンボジア青年招聘） 

(2) カンボジアでの活動報告・・・＜30 分＞ 

(3) 質疑忚答・・・＜20 分＞ 

●当日の様子（印象深かった意見や、参加者の反忚） 

 こちらが話すばかりで参加者からの意見が尐なかった。 

●うまくいったこと 

・パワーポイントを使って紹介したこと ・写真を使ったこと 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

・こちらから話すことばかりで参加者にとって退屈だったと思う ・専門用語についての説明がなかった 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

・所々で参加者が発言できるように工夫する ・専門用語についての説明を加える 

●感想 

 参加者に国際交流の本質について伝えることができてよかったと思う。もう尐し参加者の意見を取り入れるこ

とが大切であると感じた。 

 

 

14．仙巌園検定 

主催者：鹿児島外語学院 （日本） 

●参加者に伝えたかったこと 

仙巌園は異文化の影響を受け、日本でもいち早く最新のものを取り入れた日本近代の発祥地だということ。 

●当日の概要 

パワーポイントを使いながら、各スポットについてクイズを交え説明していった。 

●当日の様子（印象深かった意見、参加者の反忚） 

・意外と参加者の方の反忚がなく戸惑ったが何とかうまくできた 

・事前に聞いていた外国人の参加者の人数がはるかに違って英語の説明も入れるか迷ったが両方で行った 

●うまくいったこと 

クイズの他に侍の列を横切る際のしきたりを寸劇で披露した際、反忚がよかった。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

・観客の盛り上げ方 ・発表の構成 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

自分たちの分科会の準備をするにあたって、自分たちのテーマについて深く知る機会になった。発表をする際

に大事な聞き手の立場になって考え発表を作るなど、様々なことがわかった。 

やはり多国籍合宿のような場所ではディスカッションや紹介型ではなく体験型が一番良いと感じた。 

●アンケート結果 
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① この分科会を選んだ理由 

・鹿児島の自然・文化・歴史を勉強したいから ・以前、仙巌園について学んだことがあり興味を持ったから 

③ 理解できなかったこと 

・英語が分からなかった ・仙厳園の場所 

④ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

・鹿児島弁 ・Stujin-gan の話が、思っていた以上に深く、面白かった ・じゃんぼ餅の歴史の深さに驚いた 

・雇用のために公共事業をするのが、江戸時代からあったと聞いて驚いた 

⑤ 自分の中でどのような変化が起こったか 

・もっと詳しく鹿児島の歴史を学んでみたいと思った 

・今度仙巌園をゆっくりじっくり見たいと思った 

⑥ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

・スライドが見にくかった ・小芝居が良かった 

⑦ その他 

・様々なことを学ぶことができて楽しかった 

 

 

15．私たちから始まるフェアなトレード 

主催者：樺山 綾子（フェアリス） （日本） 

●工夫したこと 

・前回の経験を踏まえて、参加者が飽きないように、コーヒータイムをいれた 

・フェアトレードのコーヒーとクッキーのサービスをし、フェアトレード商品やカタログを見てもらった 

・前回は台本が途中までしか出来ておらず、最後のほうは日本語のみとなってしまった。このことを反省し、最

初から最後まで日本語と英語の台本をつくった。しかし、予定通りにはいかず、今回も後半は英語のみ、日本

語のみ、など偏ってしまった 

●準備段階で行き当たった問題 

社会人２人、大学生１人での主催でしたので、なかなか時間を合わせるのが難しく、ミーティングは３回と尐

なく、また、全体のミーティングに参加することができなかった。 

●解決方法 

ミーティングは小林先生と話した時のノートを参考にしながら、計画を立てた。今回の分科会では、参加者の

方がフェアトレードの取引先である国の方々が多かったので、逆に参加者の方々からお話をいただき、学ばせて
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いただく機会ができ、貴重な体験をさせてもらった。分科会の構成を日本人向けに作っていたことに気付き、そ

こも反省点となった。 

 

 

16．ちがいのちがい～じゃっどの活動を通して～ 

主催者：NPO 法人 じゃっど （日本） 

●参加者に伝えたかったこと 

島国で、卖一言語を使い、国内で大きく気候や習慣が違わない日本という国で暮らしていると、暗黙の了解的

な常識が存在し、私たち日本人はそれが「世間の常識」と思い暮らしている。しかし、世界にはその環境、政治、

宗教などの様々な要因で日本とは違う「常識」が存在している。自分のもつ「常識」が世界共通の「常識」では

ないことに気づいて欲しい。また、「常識」の「ちがい」に気づいたら、その「ちがい」が、国や地域で存在し

てもよい「ちがい」なのか、ないほうがよい「ちがい」なのかを考えて欲しい。 

NPO 法人じゃっどは、私たちが考えないほうがよい「ちがい」、つまり「医療」「衛生」「教育」分野の援助活

動を行っていることを知って欲しい。 

●当日の概要 

 分科会の流れ 準備するもの 

導
入
（
５
分
） 

・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 

・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

ることに気づく。 

・テーマの確認を行う 

「ちがいのちがい」 

私の常識が世界の常識でない事に気づきましょう   

・ホワイトボード 

展
開
（
60
分
） 

・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（約 5 分） 

・それぞれの意見がまとまったらグループに別れ、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てグループのな

かで討議を行う（約 15 分） 

・それぞれのグループの意見を発表する（約 5 分） 

「ちがいのちがい」について補足説明を聞く（約 15 分） 

・さらに、グループ討議を行う（約 20 分） 

・設問紙 

 

 

 

 

・ホワイトボード 

 

・パソコン 

・PP ソフト 
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ま
と
め
（
15
分
） 

・それぞれのグループの意見にどのような変化があったか、

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、お互いの価値観を尊重するよう

に確認する 

 

 

 

 

 

・パソコン 

・PP ソフト 

●当日の様子（印象深かった意見、参加者の反忚） 

参加者が尐なく、また国籍も日本・中国・ドイツ・バングラディシュと尐なかったため、昨年ほどグループ討

論が盛り上がらなかった。 

●うまくいったこと 

・昨年より、幅広い年代の参加者だったため、こちらが予想していたより深い思考の意見が出されていた 

・昨年の時間配分がわかっていたため、アンケート記入に十分時間がとれた。その後、数人の方に感想を発表し 

 てもらったので、直に参加者の意見も聞けてよかった 

●うまくいかなかったこと 

・参加者が昨年より尐なかった。多くの国や地域からの参加が見込まれるこの合宿こそ、様々な「常識」が飛び

出て案内する私たちも楽しくアドバイスできるので、残念であった 

・参加申込時に案内される分科会説明をもっと「参加したい」という気持ちにさせるキャッチコピーにしたい 

・日本人の参加者が多いため、日本の現状説明をなおざりにしてしまった感がある。日本に来て間もない参加者

への説明が不足していたようだ 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

・課題：より多数の参加者募集の方法 

・学んだこと：昨年も感じたことだが、多国籍だからこそ生まれる意見交換を聞くことで、私たちも新しい視点

を持つことが出来た。また、ジェンダーを意識した設問は、日本人同士でも年代や性別で随分考えが違うよう

に感じた。これだけで、一コマできるなと感じた 

●アンケート結果 

① この分科会を選んだ理由 

・留学を通して多種多様な価値観や「普通」があることを知った。自分と

異なることをどう受け止め、どうしていくかについて考えられるいい機

会だと思ったから ・ラオスと日本のちがいを詳しく知りたかったから 

・昨年度、娘が年末よりラオスでの体験活動でお世話になり、その時の話 

 などからラオスに興味を抱いたから 

・今、鹿大の法文学部人文学科の大学院で研究生として勉強している。専門にする文化人類学の一番重要な課

題はどうやって人間の多様性、つまり様々な違いを理解すればいいのかということで、この分科会を通じて

とても勉強になると思い、選んだ ・多くの違う文化や生活について学びたかったから 

② 理解できなかったこと 

・特になし 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

・ラオスという国についてよく知らなかったので、とても勉強になった。今のラオスのトイレの現状や寿命も
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日本の 60 年前くらいは同じだったと知らなかった ・教育の大切さを感じた 

・経済・雇用などの各種の不安を持つ日本ではあるが、医療・福祉・教育ではある一定の基準を保ちながら国

民はその恩恵を受けている。ラオスの実態について、驚くことばかりだったが、ここは政治の出番（戦略的

な政策）が必要だと思った ・ラオスでは出生届を出すまでに 1 年間待つということが衝撃だった 

・ちがいについて考えるのはとても難しいことだと実感した。他の人と違いについてこんなに真剣に話し合っ

たのは初めてだった。自分で、あってもよい違いとあってはいけない違いを考えるのは難しかった。今回の

ような機会をいただけて本当にありがとうございます 

・色々な国の違いについてもっと知りたい・ラオスでは女の子は大切に育てられ、家を継ぐのは末の女の子(そ

の方が効率が良い)女性の地位が高いということを学んだ ・国(部族)によって女性の社会的地位が違うこ

と、じゃっどの活動内容を知った 

・2 つの民族の根本的なライフスタイルの違いと、世界中の人々が抱える問題を学ぶことができた  

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

・自分がいつも当たり前にしていることを出来ない人もいるのだと気づき、いろいろと視野が広まった 

・ディスカッションしている中で 3 人なら 3 人とも違った意見であることがあって、いろんな場面で考え方が

変わった ・まだまだ視野を広げて見ると今からの生き方も活気が出るのではないかと感じた 

・自分の「常識」がどれだけ狭い範囲でしか通用しないものなのか、ある程度分かっていたつもりでもまだま

だ自覚できていないと気づく事ができた ・異文化と触れあう際には先入観を捨てることが大切だと思った 

・それぞれの国で違いがあるのは仕方がないとは思うが、生命にかかわることは国のちがいに関係なく誰もが

平等に医療を受けられるようにならなければいけないと思った ・色々な国の違いについてもっと知りたい 

・もし、他の国(あるいは中国のある地域)を経済的に助けに行くのなら、ただお金を出すのではなく、その地

域の人々も生活の改善に参加させようとすること ・日本の社会の良さ、課題が明らかになった 

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

・とてもスムーズかつ、無理のない進行だった。そして参加者が感じたことを尊重してくださっていたので、

とても素直な気持ちで臨めたと思う 

・ディスカッションの時間が多くて、他の人の意見がいろいろ聞けてよかった 

・日本人だけのグループだったので、他国の人とのディスカッションもしたかった 

⑥ その他 

・多くの人や様々な国々の人で色んな問いについて考え話し合うことができて、とても良い機会になった 

 

 

17．カリフォルニア・ドリーム 

主催者：J. Smith （アメリカ） 

●参加者の方に伝えたかったこと 

 私は、歴史や風土を紹介することによってなぜ、今だに多くの人がカリフォルニアに移住しようとしているの

かや,カリフォルニアの文化の多様性についての理解を参加者と共有したいと思っている。世界各地から世代を問

わず多くの人々がそれぞれの夢をもってカリフォルニアにやってきた。1850 年代のゴールドラッシュはいまだ

に技術や社会環境、娯楽、経済、流行など様々なものを生み出すカリフォルニアの特徴を象徴している。金の採

掘だけでなく、宗教信仰の自由、映画俳優や政治家になったり、有名大学に入学したり、IT 企業を設立したり、

家族経営の農場を開いたり、スポーツに打ち込んだりとカリフォルニアはどんな夢でも実現できる場所なのであ
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る。 

 今日、カリフォルニアは世界のあらゆるところからやってきた人々とその子供たちで本当に多くの人種が混在

している。特に、ラテンアメリカや西アジア、その中でも中国、日本は大きなコミュニティーを築いている。（実

際、カリフォルニアに住む鹿児島から来た日本人の祖先は古く、時代は薩摩藩から派遣された 15 人の留学生に

さかのぼる。その中の一人、「Nagasawa Kanaye」 はサンタ・ローザで大手のワインの会社を起業したという

歴史の持ち主である。）。この人種の多様性はまるで壮大な万華鏡のように文化、食べ物、宗教そして時代の先端

を担い、技術や芸術、食、政治の革新を生み出している。 

 私は、この分科会を通して、カリフォルニアやアメリカに行きたいと思う人の助けになればと思っている。 

●当日の概要 

 プレゼンテーションはパワーポイントを使い写真や図を交えて行った。また、カリフォルニアやカリフォルニ

アの有名な果物について歌った曲を流したりした。写真やビデオを使ったので、参加者はカリフォルニアの自然

や人々について視覚的にとらえることができ、より理解できたのではないだろうか。そのビデオはカリフォルニ

アの生活感を共有するのに効果的だったと思う。歌ったり、試食したりすることはカリフォルニアの雰囲気を味

わってもらうのにはよかったのではないか。プレゼンテーションのスライドの文章は英語だったが、その説明は

私が英語と日本語の両方で行った。 

●当日の様子(印象深かった意見や、参加者の反忚) 

参加者はスライドに興味深げに見入っていたし、その内容を楽しんでいた。そして、手をたたきながら歌った

り、果物を試食したりしていた。 

●うまくいったこと 

プレゼンテーションやその準備はすべてうまくいったと思う。それらが、参加者にとって今後意味のあるもの

となり、かつ楽しんでもらえるように努力した。また、一緒に歌ったり、その時に流したスライドも楽しんでも

らえたのでよかった。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

全体を通して今回の分科会はうまくいったと思う。部屋の温度が尐し高かったのが気になった。次回は、参加

者がグループになってできるようなカリフォルニアの伝統的な活動の紹介を加えたいと思う。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

  今後、より参加者を引き付けるようなテーマなどを考えたい。そうすれば、質問やその受け答えがよりうまく

いっただろう。 

●感想 

このプレゼンテーションやテーマは多国籍合宿の趣旨に合っていたと思う。ほとんどの参加者が学び、楽しん

でくれていたのでよかった。 

 

 

18．焼酎 de 分科会 

主催者：山下 いのり （日本） 

●参加者に伝えたかったこと 

日本の文化である焼酎を伝えると共に、焼酎を通して、世界の人々とつながれること。 

●当日の概要 
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①焼酎の造り方、焼酎の種類、最近の焼酎の裏ラベルについている、SATSUMASHOCHU のマーク、ふるさ

と認証マークについての説明 

②クイズ（3 問）。世界のお酒の中から焼酎を探そう・・など 

③焼酎の飲み方の実践 

④焼酎蔵の風景の写真の紹介 

⑤焼酎の製造方法と焼酎の種類についての説明 

内容：焼酎の原料はどのようなものがあるか、本格焼酎と甲類焼酎の

違い、スーパーでよくみる紙パックの安い甲乙混和焼酎の意味、裏

ラベルに記載されている、SATSUMASHOCHU マーク、3E マーク、QR コードの説明など。 

⑥クイズ（3 問） 

 (   )のものを机に並べ、選択していただきました。⇒参加者 

に解答を選択してもらう 

1 問：どれが焼酎？part 1（焼酎、日本酒、ウォッカ、水） 

2 問：どれが焼酎？part 2（焼酎（樽で熟成したもので色が琥珀色のもの）、ウィスキー、杏露酒） 

3 問：芋焼酎はどれ？part3（米、芋、麦） 

⑦本格焼酎のおいしい飲み方の説明 

水割り、お湯割りの説明。実際に、ひとつのテーブルごとで水割りをつくってもらった。 

⑧世界のお酒について、参加者と意見交換 

タンザニアの友人から聞いたアフリカのお酒についての情報などの紹介をした。 

●うまくいったこと 

クイズがとても盛り上がった。また、焼酎の水割りの造り方の実践なども興味を持っていただけたようだった。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

焼酎の造り方が専門的なところがあって、尐し退屈をさせてしまったかなという印象。次回は、あまり専門的

なことはやめようと思う。また、今回人数が尐し多かったかなと感じた。なかなか遠くの人に話かけることが難

しく、うまくまとまることができなかった。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

参加者の人々が普段の生活の中で、身近に使えることや、また多国籍の人々と接する中で使えるちょっとした

知識などを伝えるのが楽しいかなと思った。今年で主催者として４回目だが、まだまだ課題も多く、今後お酒を

通して世界の懸け橋となれるような取り組みをできたらと思っている。分科会は紹介ばかりではなく、参加者の

人と一体となってやることが一番心も通じ、そして、交流を深めることができると感じだ。 

来年に向けて、これからおもしろい企画を考えながら日々過ごしていきたいと思う。（必要ないかと…） 

●アンケート結果 
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① この分科会を選んだ理由 

 ・日本ワインとしての焼酎を知りたかった ・焼酎を普段飲まないので、興味があったから 

 ・鹿児島は焼酎が有名であり、その美味しい焼酎はどのように作られるか知りたかった 

 ・鹿児島の焼酎の歴史を知りたかった ・焼酎を好きになりたかった ・利き酒をやってみたかった 

 ・学校でも焼酎について勉強しているから・身の回りの食物と飲み物に関心があるから 

② 理解できなかったこと 

 ・米と麦焼酎の香り、味の違いが分からない ・焼酎は何から作られているのか理解できなかった 

 ・主原料について、尐し省略してあるところがある気がした ・製造プロセスが複雑 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

 ・黒じょかの使い方がわかったのでよかった ・樽で寝かせた焼酎の味がウイスキーに似ていて新鮮だった 

 ・麦と米のきき酒が難しかった ・焼酎の選び方と利き酒のやり方を覚えた ・お酒の匂い ・焼酎の分類 

 ・SATSUMA-SHOTSU のマークを初めて知った ・焼酎を作る過程がとても興味深かった 

 ・芋焼酎・ウイスキーと芋焼酎の区別は色の明度で区別しているということ ・芋は癖があると思った 

 ・私はあまり呑まないが、上の方々に作ることが多いのでおいしい焼酎の作り方が大変参考になった 

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

・甲類と乙類焼酎の区別があると初めて知った ・米と芋から焼酎が作られていることを知った 

・今度焼酎を購入するときに、後ろのマークを見ることで鹿児島の焼酎かどうかわかること 

・お酒は匂いを嗅いでから飲もうと思った ・尐しだけきき酒ができるようになった 

・世界のお酒のアルコールが強かったため、先入観の変わった地域があった 

・焼酎は地域的な商品ではなく、これから世界的なものになっていくと感じた 

・甲類、乙類で異なった飲み方をするということを知ることができた ・今後焼酎を飲んでみようと思った 

・甲類ならジュースと混ぜることができるということに驚いた ・黒じょかを買ってみたくなった 

・お湯割りは 8：2（お湯：焼酎）だったが、これからは 6：4 で！！何か焼酎の香りがいい感じになった 

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

・日本はどうして氷やお湯などで混ぜながら飲むのか教えてほしい 

・パワーポイントがとても分かりやすかった ・はじめて利き酒の体験をし、思い出になった 

⑥ その他 

 ・40 度のウイスキーはすごかった ・焼酎の豆知識を知ることができてよかった 

 

 

19．Let’s have 合コン！ 

主催者：国際交流会館チューター （日本・インドネシア） 

●参加者に伝えたかったこと 

合コン、という日本の文化を通して、「はじめまして」から始まる国際交流を肌で感じて欲しかった。たとえ

はじめは言葉が通じなくても、「伝えたい」「相手のことを分かりたい」という気持ちがあれば、そこから繋がり

が生まれることを実感して欲しいという願いがあった。 

●当日の概要 

机にテーブルクロスを敶き、折鶴を中心に飾って、BGM をかけた。参加者がより気楽に楽しめるような空間

作りを心がけた。また、筆談できるように紙と鉛筆を置き、会話に詰まった時のためのトピックカードをセット
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した。 

席替えの方法を尐しアレンジした。各々の席に小さな手作りの国旗を立てた。紙コップの裏にも次の席に立て

てある国旗を貼って、席替えの時にその国旗が立ててある席を探す、というものにした。 

●当日の様子（印象深かった意見や、参加者の反忚） 

非常にわきあいあいとした雰囲気で、どのテーブルも盛り上がっていたように思う。会話が弾まずに沈んでい

るテーブルが見受けられなかったことが印象的だった。 

●うまくいったこと 

あえて私達主催者が参加者の間に入っていかないことで、会話を

しようとする参加者の意欲を摘み取らないようにしたこと。会話の

進み方がスムーズではなくても、本当の意味での交流ができていた

のではないかと思う。実際、後半になればなるほど会話が盛り上が

っているテーブルがほとんどであった。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

・トピックカードの種類、内容についてもっと吟味すべきだった 

・30 分間しっかり話をして欲しかったために、席替えを 1 度しか行わなかったが、検討の必要がある 

・ジュースが足りなくなってしまった。お菓子より飲み物をたくさん用意すべき 

・１テーブルの人数をもっと尐なくすべきであった。今年は４～６人だったが、それでも尐なくして欲しいとの

声があった 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

この合コン分科会のスタイルは変えずに、参加者の交流の質を上げるためにできることを次年度からも挑戦す

べきだと思う。分科会を主催する身として、「毎年やっているから、では今年も」という姿勢で引き継ぐべきで

ないことを忘れてはならない。 

●アンケート結果・講評 

留学生と話が出来たことで、「自分ももっと頑張らなくては」と一念発起しているコメントが見受けられた。

目的意識を持って来日している留学生と実際触れ合うことで、日本人学生に良い刺激になっていたらいい。 

また、比較的年配の方も参加しておられたが、国と年齢を超えて充実した時間を過ごせたようで、よかった。 

 

① この分科会を選んだ理由 

・いろんな国の人とおしゃべりしてみたかった。友達の輪を広げたいから 

・飲食を通したらお互いの理解が深まりやすいと考えたから ・他の人の体験談を聞くことが好きだから 

・内容を読んだ時に、凄く楽しそうだと思ったし、いろんな人と交流できると思ったから 

・異文化の輪を広げて楽しみたかったから。人脈を増やしていこうと考えたから ・さびしいから 
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・恥ずかしがりなので挑戦の意味をこめて、参加した。話をするということ自体もしてみたかった 

・合コンをやったことないので、どんなものかなと思ったから 

② 理解できなかったこと 

・その国それぞれで、いろいろな考えがあってそれを理解するためには、もっと勉強しないといけないと思っ

た ・いくつかのトピックが面白くなかった. ・話題は尐ない 

・話の内容はだいたい理解できたとは思うが、私は日本語があまり話せないので尐し困った 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

・日本人と話すことは尐ないのでいい機会だと思う。初対面の人でも気楽に話ができてよかった。 

・難しい日本語を留学生に説明する等、言葉が通じなくても楽しめたこと。他の国の常識等、国によって全く

違うこと。みんな、それぞれ違った考えを持っている。国境を越えて、いろいろな人たちと知り合えて良か

った ・ベトナムの十二支のうさぎは猫だということにとてもびっくりした 

・中国人の方と多く話をした。やはり私は結婚しても仕事をした方がいいと思う。異文化の言葉にふれること

で、その国のことが尐し分かった ・同年代の人たちとの、たわいもない会話が良かった 

・英語で話せれば良かったのだが、自分は日本語だった。というより実際は、みんな日本語が上手だった。自

分も見習って英語、それ以外でもいいが、勉強しようと思った 

・中国の方に偉人のことについて聞くことが出来てよかった。やっぱり英語をもっと頑張らなければと思っ

た ・付き合いたい人と結婚したい人が違うというのはショックだった 

・会話が難しくても、友達になることは難しくない。相手の気持ちを理解することもできる 

・他の人から、進学について、色々な意見をもらえてよかった 

・他国の人や若者と話が出来てよかった ・日本やベトナム、ラオスの風俗を理解できた 

・英語が話せなくても、頑張れば考えが伝わるのだと思った ・中国の方と話して、中国の政策を理解できた 

・外国人は、準備しておいたトピックカードが理解できないので、おかしな返答をしてしまう。異文化の語学

が一番面白いと思います ・自分の夢等のビジョンを皆持っていると感じた ・みんなが親切だったこと 

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

・留学生も日本人も考え方に大きな違いはないということに気付いた ・日本人は親切だと思う 

・日本人のいい所などを他の国の人に聞くことで、外国だけでなく日本について知ることができた 

・おそらく日本で恋人はできないと思う ・いろんな国で育つと、考え方もずいぶん変わるのだと思った 

・中国・韓国の方と話をしました。恋愛観などが同じで（共通点が多く）びっくりしました。やっぱり世界共

通!?  ・話をしたら、やっぱり自分の勉強量は足りないと思う。もっと勉強したい 

・短い間の会話でも、相手のことをたくさん知ったり、楽しむことができるということを知った 

・外国の方でも普通に話せるなと感じた。英語・多言語をもっと勉強して、相手の言葉で話したい、話せるよ

うになりたいと思った ・議論をすると、色んな問題を解決することができ、相手を理解することができる 

・いろんな国の人と話すことをためらってはいけない、と思うようになった 

・各国の現状や夢を聞いて、日本にはない状態の中で持った価値観等、自分にないものを知ってよかった 

・言語が通じないともどかしいから、もっと頑張らなければいけないと思った 

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

・トピックを置いておくのはすごくいいアイデアだと思った ・組はもっと小さくする方がいいかもしれない 

・もっと話しやすい良い話題がほしい ・席替えでいろんな人と関わるチャンスが増えた点 

・とてもスムーズに楽しい時間が過ごせた。席替えをもうちょっと増やしてもいいと思った 

・席替えがあったところが良かった。でも前のグループと同じ人が一緒だったので違う人とも話したかった 



53 

 

・国旗によって分けるというのが非常におもしろくて、よかったと思う ・あまり話が盛り上がらなかった 

⑥ その他 

・コミュニケーションをとるために、もっと英語の勉強をしたいと思った 

・トピックカードの中で討論しにくいものがあった。トピックカードの数がもっと多い方がいい 

・日本の方がグループに多かったので、できればもっと多くの国の人々と話してみたいと思った  

・通訳者がいれば、もっとスムーズに会話ができると思う ・皆さん日本語が上手で助かった 

●感想 

数ある分科会の中で、恐らく唯一肩の力を抜いて参加できる分科会であり、だからこそ気合いを入れて参加者

に楽しんでもらおうと、インドネシアからの留学生で、会館チューターの Patrick と共に準備を進めた。留学生

ならではの彼の意見を取り入れながら、どうすれば参加者に交流を深めてもらえるかを一番に考えた。楽しんで

もらおうとすればするほど準備は忙しくなっていったが、当日の参加者の笑顔で全て報われた。 

互いに全く面識の無い初対面の相手と、「こんにちは、はじめまして」から会話を始め、そこから繋がりを持

とうとすることこそが、『多文化共生』のスタートラインにあたるのではないかと、この分科会を通して確信し

た。出身国や言葉が違うことにより、互いに感じる壁や距離を完全に取り払うことは、1 時間 20 分では到底足

りない。言わば序章に過ぎないだろう。しかし、私たちの分科会に参加したことが、自分とは違う国や文化を持

つ人を理解したい、受け入れたい、繋がっていきたいと感じる契機になっていれば、私たち主催者自身が立てて

いた目標は達成できたと言える。尐なくとも、帰り際の参加者たちの笑顔を見る限りでは、この分科会に参加し

て良かったと思ってもらえたのではないだろうか。そう願っている。 

 多様化する社会において、例え国や言葉は違えども、まずは相手を受け入れる気持ちを持ち続けることが、こ

れからの私たちへの課題になっていると主催者として思った。 

そして、もう 1 つの分科会の主催者であったにも関わらず、「Let’s have 合コン!～1 つになりましょう～」を

共に構想し、盛り上げてくれた Patrick に今一度感謝したい。私自身、留学生と一緒に準備をすることで、得た

ものや感じたことがたくさんある。 

 共に生きることは難しいけれど、分かり合おうとすることを諦めないことが一番大切なことであると、今回の

分科会の準備段階から当日までを通して、感じた。 

 

 

20．言論の自由 

主催者：鹿児島大学中国留学生学流会／鹿児島市日中友好協会学生部 （中華人民共和国／日本） 

●参加者に伝えたかったこと 

 参加者と本音で交流することによって、中国の言論の自由の問題についてお互いに理解を深めたい。さらに、

中国に対する認識は国によって差があるということを知ってもらい、事実に基づいた国際交流をしたい。 

●当日の概要 

概要と目的、言論の自由の定義と各国の法律を紹介し、アンケートの分析結果を説明し、質疑忚答を行った。

その後、みなさんと一緒に議論して、最後にまとめた。 

●当日の様子（印象深かった意見や、参加者の反忚） 

 参加者は、自分の考えた言論の自由に関することを積極的に発言した。 

●うまくいったこと 

 資料をしっかり調べ準備したため、当日は問題なく、順調に進んだ。 
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●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

 事前に何回か練習したが、留学生の主催者の大部分は初心者だったた

め、分科会の時に緊張した。そのため、時間は予定通りに行かなかった。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

 分科会用の資料を調べた際、歴史や問題をより詳しく知った。自分に

とっても、とてもいい勉強になった。また、臨場の経験もできた。 

●感想 

よい分科会を作るために、特に議論タイプの分科会を作るために、みんなで力を合わせないといけない。一ヶ

月半の準備で、みんな疲れたが、自分の努力で分科会を成功させた気持ちを表現できる言葉はない。 

 

 

21．グローバル化における韓国経済について 

主催者：韓 尚均 （韓国） 

●工夫したこと 

写真や映像などを提示することで、視聴覚要素を入れて参加者が理解しやすいようにした。 

●準備段階で行き当たった問題 

限られた報告時間の中でどのようにすれば、うまく韓国経済、そして、グローバル化の説明ができるか、とい

うこと。 

●解決方法 

最終的に考えたのは、韓国経済の現況をありのまま説明することだっ

た。韓国の現況を説明すれば、グローバル化は世界的な流れであるため、

ある程度共感できると考えた。 

●参加者に伝えたかったこと 

分科会を通して、韓国経済、そして、ひいては韓国についてお知らせ

したいという気持ちがあったが、その点は、時間上の問題もあり、やや難しい面があった。 

本来の目的であるグローバル化について論じることは、参加者たちがある程度共感している面があったので、

順調に討論が進められたと思う。 

●当日の概要 

報告時間（合計 80 分）を前半と後半に分け、前半では、韓国の紹介と韓国経済の歴史、そして韓国経済現況

について説明をした。その後、約 20 名の参加者たちを 3 班に分け、グローバル化について、事前に用意した質

問に対し討論をした。これは、テーマの性格上、一方的に一人（主催者である私）だけが話をするより、分科会

の半分（後半の 40 分）は参加者の皆さんと討論会の形式でしたかったからだ。また、そのために、参加者の人

数を 20 名に限定した。 

●当日の様子(印象深かった意見や、参加者の反忚) 

当日、分科会を始める 10 分程前から、韓国の紹介映像（約 5 分程度）を見せた。これは、参加者たちに、分

科会の開始までの待つ時間に尐しでも韓国ついて知ってもらうためだった。分科会が終わった後、参加者のみな

さんからのアンケートを見たら、討論形式が良かったという意見がたくさんあった。テーマ自体が、正解のない

（まだ、グローバル化がいいかどうか判断できない段階であるという意味）テーマだったので、皆さんと共に考

え、色々とお話ができればいいなと考えており、私自身皆さんの意見を聞きたいという思いがあった。 
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●うまくいったこと 

討論会で参加者たちが、興味を持って慎重に討論ができたことがとっても良かったと思う。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

討論（後半の半分）のときに、質問が討論会の与えられた時間である 40 分に比べて多かったことが指摘され

た（アンケートの結果）。今後は、質問を絞って、2 つくらいにしたい。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

参加者の皆さんからのご意見や色々な考え方に接することができ、いい勉強になった。 

●アンケート結果・講評 

いい意見を出して下さったことに感謝したい。 

 

① この分科会を選んだ理由 

 ・韓国の映画やドラマを見る機会があって、韓国にとても興味があったから 

 ・同じ東アジアの国であり、またすぐ隣の国である韓国についてもっとよく知りたかったから 

 ・ディスカッションしてみたいと思ったから ・韓国の経済について興味があったから 

 ・マスコミで韓国経済が危ないと度々報道されているから ・グローバリズムという言葉に興味があったから 

② 理解できなかったこと 

 ・現在の経済の詳細等、経済の知識が足りなかったので、完全には理解できなかった 

 ・経済のグローバル化は広すぎてイメージに困った ・内容が難しかったが、考えられただけでもよかった 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

 ・物事の考え方が客観的に捉えられており、皆さんの思想の成熟度が高かったこと 

 ・なぜ韓国が経済危機になったのかという理由をよく知らなかったので、韓国のえこひいき主義や、タイの危   

  機などが要因とわかりとても勉強になった ・もっと討論が深まればよかったと思う 

 ・韓国が急成長し、そして経済危機に陥ったのは、日本と同じことが起こっているわけで、グローバル化(経 

  済)が進むと、その時は良くてものちのち経済危機が起こるのかなと考えさせられた 

 ・韓国が現在の豊かな国になる前、経済が落ち込んだ時期があったのは驚きだった 

 ・韓国経済と日本経済の類似性、近未来の日本を見ているようで、日本の見習うべき点があったこと 

 ・「グローバル化は良い面・悪い面両方持っている」「“グローバル化”という定義が一概に“経済”とも言え  

  ない」という意見が印象的だった ・みんなで考え、意見を出す、この時間がとても楽しかった 

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

 ・グローバル化に対して Yes か No か、「結論なし」という意見に皆ほぼ一致している 

 ・韓国も日本のように経済が急速に発展したことがあったということで、より近い国のように思えた 

・中国からの参加者から、現在の中国の様子が聞け、中国に対する見方も広がった(これもグローバル化かな 
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 と思った)  ・グローバリゼーションは、経済だけでなく、他の問題も起因して起こっていると思う 

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

 ・時間で区切って最初に何をどんな感じに進めていくか提示したのは良かったと思う 

 ・討論の時間が短かった。短時間で皆の意見を上手に聞けなかった気がする 

 ・討論を 3 つの小グループに分け、国籍も均等になるよう考慮したところがよかった 

 ・グローバリゼーションについて、詳しく理解することができなかった 

⑥ その他 

 ・私は高校生で知識も薄く、とても難しかったが、色々な方の意見が聞けてよかった  

 ・国によって経済状態も違って、裕福な所と貧しい所とでグローバル化によって差が広がってしまうという問   

  題点に気づくことができた ・韓国の方から直接韓国の経済についてのお話が伺えてとてもよかった 

●感想 

グローバル化についていい意見をたくさん聞くことができてとてもよかったと思う。 

 

 

22．アジアのアート 

主催者：小川 景一 （日本） 

●参加者の方に伝えたかったこと 

東アジアにある、忘れられつつある身体性のアート『筆』の触知感覚を再起させる。IT 社会のオトズレととも

に伏せられていく、アジアの技を再認識する。 

●当日の概要 

16 世紀に禅僧が日本へと伝えた水墨の歴史と、4 つの筆の構え（中・側・臥・波）、3 つの墨（淡・中・濃）

を呼吸の身体性と躍動にあわせ、幾つかのエクササイズを組み合わせ行った。 

その方法として『守・破・離』という東アジア伝統のスタイルを使用する。『守』とは徹底して真似ること。『破』

はそれを忚用すること。今回は 80 分という時間のため、『破』の段階での「絵手紙」までの完成を目指した。 

●当日の様子（印象深かった意見や、参加者の反忚） 

参加者の反忚は、分科会アンケートの結果のとおりだと思います。 

●うまくいったこと 

材料をすべて準備していったこと。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

スタート時点で参加者に、大概の段取りを口頭で伝えたが、最後の一つをタイムオーバーのため実施できなか

った。25 人という個々各々の複雑系での進行は、一対多の講演とは違い結果が想定できない。結果が想定でき

ないためたくさんのフローチャートを準備しており、それはそれで完結はしたのだが、時間の余裕があれば、『共

生への挑戦』という共同制作まで行きたかった。そこまでいけなかったことは尐々残念である。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

国籍の所属先によって、墨の線にみられる違いを発見できた。“多国籍合宿”という名称から受ける響きは、

グローバリストにはない、想定不能の群の創発を感じさせるネーミングだ。どうやらアジアのアートという比較

的抽象度の高いタイトルにしたのはよかったようだ。それぞれの人が、それぞれのレベルで創発していく姿を見

て、これが複雑系の創発である“多国籍合宿”なんだと思う、自分であった。 

●アンケート結果 
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① この分科会を選んだ理由 

・子供と一緒に参加できると思ったから ・美術が好きで、水墨画にも興味があったから 

② 理解できなかったこと 

・数分で水墨画を習得することは、やはり難しかった 

・アーティストは、アートを創造するときに大雑把にすることを不思議に思った 

④ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

・頭で考えながら描くものではないのだと思った  

・筆の使い方で、色々な表現が出来ることが印象的だった 

・水墨画にも、身体性が大切だということ。呼吸のリズム、筆先の感覚 

などが尐しだけ分った 呼吸、リズムが大事なことを学んだ 

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

・水墨画の楽しさ ・自然に対する愛 ・何事も一筋縄ではいかない 

・アートは、手先だけではなく、体で感じるものだと理解した 

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

・ユニークな先生で面白かった。もう一枚くらい描けたらいいなと思った 

・つめこんでいたが、最後まできちんといけたので良かった ・とてもスムーズだったと思う 

・幾分それぞれのペースに任せる感じがあって戸惑ったが、楽しかった 

⑦  その他 

・もっとやりたかった・ やはり芸術はいいなぁと思った。水墨画をやりたい 

 

 

23．ランゲージマーケット 

主催者：有村／里園／樺山（有隣館） （日本） 

●参加者に伝えたかったこと 

・世界にはいろいろな言葉があることを伝え、興味をもってもらう 

・言葉を使う交渉と非言語の交渉で両方の可能性を感じてもらう 

・今後の交流のきっかけを作ってもらう 

●当日の概要 

1. 自己紹介（名前・国・言語・「こんにちは」の挨拶を自国語で） 

2. ペア【2 人組】をつくる（ゲームはペアで活動） 
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3. ゲームの説明・デモンストレーション（様々な国の言葉を書いたタスクシートの空欄を埋めるゲーム） 

4. タスクシートとお菓子(お金の代わり)を配布 

5. 2 人で考えて「わかる言葉」を記入 

6. 買い物ゲーム（「わからない言葉」を「お菓子」で買う）（20 分） 

7. 手持ちのお菓子の数を聞く…一番のチームに景品 

8. 答え合わせ【自己採点】…発音・リピート・張り出し 

  母語話者に発音してもらう、母語話者のサンプルテープを聞く 

  空欄を埋めた数の 1 位から 3 位までを表彰 

→（みんなで受賞者の母語で「おめでとう」を言う） 

9. お菓子を食べながらアンケート記入と雑談 

●当日の様子（印象深かった 意見や、参加者の反忚） 

・一人で来た参加者でもゲームを通じて打ち解け、活動を楽しんで

いたようだった 

・終了後の自由時間もお菓子を分け合って食べながら雑談したり、記念写真を撮ったりしていた。交流のきっか

けになってよかったと思う 

●うまくいったこと 

・知らない人同士のペアで活動することで連帯感がうまれ会話をしやすくなったようだ 

・スタッフチームにも参加してもらったことにより、交渉のバリエーションを自然と紹介することができた 

・お菓子の種類を多くしたため「好み」による交渉の幅が広がったようだ 

・「おめでとうの練習」・「スタッフ手作りのメダル」・「お菓子のつかみ取り」で表彰も盛り上がった 

・全体的にほぼ予定通りの時間配分でスムーズに進められた 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

・『縦・または横のラインが全部できたら「ビンゴ」で 1 ポイントプラス』のルールを入れるともっと面白くな

りそうだ ・外国人参加者がもう尐し多ければもっとよかった 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

スタッフ・参加者とも、みんな協力的だった。いろいろな人に相談したら協力やアイデアをもらえた。相談し

てみることが大切だと思った。 

●アンケート結果・講評 

・内容理解・自分の変化・進行ともに良い評価を得ていた 

・様々な国の言葉に触れ、興味を持ち、言語の大切さを感じてもらい、他方では言葉がわからなくても非言語で

も交渉できること、交渉の楽しさを感じていただけたようだ 
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① この分科会を選んだ理由を教えてください。 

 ・違う言語を体験するため ・外国語ができなくても参加できるから ・楽しく話をしたかったから 

② 理解できなかったこと 

 ・スペイン語が難しかった ・フランス語が難しかった 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

 ・言葉は本当にたくさんあって、知らないと全然通じないこと ・ベトナム語がかわいかった 

 ・日本語のイメージとちがう言葉や、文章がたくさんあって面白かった ・交渉が楽しかった 

 ・国によって言い方が違うのがおもしろかった ・いろいろおもしろい言葉があるのが興味深かった 

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

 ・日常で英語など使ってみよう ・外国語も、実際声に出して練習すると、楽しいことがわかった 

 ・コミュニケーションをとれる幅が広がった・英語だけでなく他の国の言葉でも挨拶ができるようになりたい  

⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

 ・発音の準備もされて進行していたので順調にできた ・お互い話し合ってできたので、楽しかった 

 その他 

 ・良い企画だと思う ・また参加したい ・メダルがかわいくて気に入った 

●感想 

とにかく活動を楽しんでもらえ、その中から何かを感じてもらえたことが一番うれしかった。準備段階から多

くの人にアイデアや協力をいただき、この活動が成功させられたと思う。協力の大切さを感じた。何かを行なう

ことで何かが生まれると思った。 

 

 

24． ソマリアから考える紛争の構造と平和 

主催者：石原 寛樹／越智 信一朗 （日本） 

●参加者に伝えたかったこと 

・マスメディアの伝えないソマリア紛争の実情 

・米国やエチオピア、国連は「誰の」平和のために介入しているのかという問いかけ 

●当日の概要 

・ソマリア紛争の紹介 ・質疑忚答 ・参加者への問いかけ 

●当日の様子（印象深かった意見や、参加者の反忚） 

興味深い意見は多く出ていたが、発言者の意図との錯誤を避けるため、

ここでの記載は控える 

●うまくいったこと 

 パワーポイントを早めに終わらせることが出来た。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

・参加者同士の議論を行えるような環境作りに失敗した（準備不足） 

・日本語と英語のスライドを同時並行で使ったが、説明がどうしても日本語になってしまったことから、英語を

理解する人にとっては不十分な説明となってしまった 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

多国籍合宿は参加者同士の交流が重要なので、課題として如何にして参加者同士の議論ができるようにするか
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を工夫する必要がある。 

●アンケート結果 

 

① 分科会を選んだ理由 

 ・映画の「ブラック ホーク ダウン」で観たソマリアの実態をもっと知りたかった 

 ・“アフリカ”だったから ・ニュースで名前は耳にするが、実は全然知らない国、実情だったので 

 ・紛争についてもっと知りたいと思ったから ・海賊などのニュースをよく見るので興味があったから 

 ・“ソマリア紛争”という言葉だけはよく聞くものの、その中身についてはまったく知らなかったので選んだ 

 ・内戦が続いているソマリアの歴史や紛争の原因、そこに暮らす人々について詳しく知りたいと思った 

② 理解できなかったこと 

 ・歴史の大まかな流れがわかった程度 ・歴史的背景など、自分に予備知識がもっと必要だった 

③ 印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

 ・国連や大国の介入が、如何にしてソマリアに悪い影響を及ぼしてきたかということ 

 ・無政府状態でも人は生活を続けられるとすれば？展開を考えると面白い ・今後の見通し 

 ・ソマリア（アフリカ諸国）に対する歴史的な責任をどのような形で示すのか、日本の中の混乱に拘泥されて  

  ばかりの毎日だが、考える好機だった  

 ・様々な介入によって、平和どころか、混乱を招いてしまったということ 

 ・この紛争に多くの裏の話があったこと ・国連でさえも他の武装勢力と同じ状況になってしまったこと 

 ・尐し「平和学｣について触れていた話題があったので、「平和学」についても学んでみたい 

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

 ・知らなかった歴史的経緯などを分かりやすく理解することが出来た 

 ・ニュースを鵜呑みにするだけではなく、自分の目で色々な角度で見ることが必要だと思った 

 ・日本のメディアをすべてと思って信じるのは危険なこと ・客観的に観るだけでなく、市民の視点も必要 

 ・内面事情を知ることにより、ニュースを見たときなどの理解が深まると思う 

⑤ 進行について評価できる点・改善点 

 ・ほとんどの参加者が、予備知識が不足していたように思う。当日前に予習できる資料が欲しい 

 ・事前にそれぞれのスライドが見えやすいように席への誘導があればよかったと思う 

 ・質問する時間が長く、参加者と交流する機会がなかったので、交流する場を作ってほしい 

⑥ その他 

 ・レジュメや説明が分かりやすく、疑問がすぐ解けた ・討論がハイレベルでかっこいい 

 ・アメリカは自分より上の国が嫌だから、自分が不安になると、その国がつぶれるように動く 

●感想 
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ソマリアを知っている人は皆無であると考えた時に、議論が生まれるのかという疑問があったので、ソマリア

紛争の紹介のみという内容も考えた。しかし、ソマリア紛争から見える他の紛争との共通の問題点、異なる問題

点があったので、それを参加者に投げかける形で参加者に参加してもらう形をとった。参加者同士の議論まで発

展させることが出来れば最高の形ではあったが、力が及ばなかったと思う。 

 

 

25．セパタクローを楽しもう 

主催者：鹿屋体育大学教員 （日本） 

東单アジアがルーツのスポーツ「セパタクロー」を通じて、さまざまな国の人たちと交流をし、スポーツをす

ることの喜び、セパタクローの面白さを参加者全員で共有したいと思いこの分科会を企画した。指導者本人も多

国籍合宿は初めての参加であり、またこの合宿の趣旨も理解していないまま開催し!?本来の合宿の目的を達成し

たのかどうか尐々後悔の念がある。またスポーツの種目の実施と競技の説明、練習、試合と約 90 分の時間内で

はとても留学生や外国人との交流を深める時間が無かったので残念に思う。 

●参加者の方に伝えたかったこと 

この分科会「セパタクローを楽しもう」では、一つにスポーツを通じて人々の交流を深めようという目的があった。

グループ分けも機械的に分けていったのでいろいろな国の人々が一緒のチームになり、練習や試合を通じて顔見知

りになったのではないかと思う。もう一つのこの分科会の目的は東单アジアを起源とするスポーツ競技「セパタクロ

ー」を知ってもらうことだった。日本の柔道や韓国のテコンドーは正式競技としてオリンピックの中に入っている。

しかし、タイ、マレーシア、インドネシア、ミャンマー、シンガポールといった東单アジアのオリジナルな競技は、

アジア大会では正式種目にあげられているが、まだオリンピックの種目には入っていない。もしもスポーツの分野

でもセパタクローがオリンピックの正式種目になれば、きっとASEAN諸国の意識が変わってくると思われ、世界に

与えるインパクトは違ってくると思う。そのためにも多くの国の人々にセパタクローを知ってもらいたいと思っ

た。 

●当日の概要 

 まずセパタクローの説明と競技方法を鹿屋体育大学セパタクロー部の選手に実演してもらった。おおよそこれ

で競技方法がわかったようだった。その後ウォーミングアップをして、円陣パス、サーブの練習、アタックの練

習を 30 分程度行い、残りの時間を試合に当てた。5 試合行おうと計画していたが、参加人数も多く一チームが 5

人～6 人とメンバーチェンジをしなければならなかったので、4 試合程度しかできなかった。 

●当日の様子（印象深かった意見や、参加者の反忚） 

 多くの参加者は体育館シューズを持ってきていたが、中には裸足でプレーしている人もいて、もう尐し連絡を

徹底しておけばよかったと感じた。子供たちの参加もありとても楽しい時間を過ごさせていただいた。また、

NHK の教育放送「天才てれびくん MAX」という番組でセパタクローの収録をここ大隈青尐年自然の家で行い、

現在各週水曜日に放送されているが、そのことを留学生の子供たちが話し

ていた。留学生の子供たちとの交流はとても印象的だった。 

●うまくいったこと 

どの分科会でもあることだろうが、特にスポーツの場合、言葉もいらず

また機械的にチームのメンバーを決めるので、知らない人たちが一緒のチ

ームになったりして多尐交流の機会を提供できたのかなと思う。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 
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私（日本人）の知っている東单アジアや東单アジアのスポーツについて参加者に伝えたかったのだが、とにか

く時間が尐なくて目的が果たせなかった。時間も 2 時間ほどあった方がよかった。また、先ほども述べたが体育

館シューズを持ってきていない人もいたので、この 2 点が今後の課題といえる。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

改善点でも述べたが、例えば「セパタクローを楽しもう」であればその前の時間で「東单アジアのスポーツ」

とか「世界のスポーツ事情」のような分科会があって引続き実際の「スポーツを楽しんでみよう」というような

プログラムができれば理想だと思った。 

●感想 

 鹿児島大学の留学生センター及び鹿児島大学の留学生や日本人の学

生諸君のパワーを感じる多国籍合宿だった。私の勤務している鹿屋体育

大学の学生は、勉強の他に運動部の活動があり、やれ練習、やれ遠征試

合、やれ合宿と所与としてのルーチンに忙殺されている。それはそれと

して満足が得られるものであろうが、彼らの自主性や主体性は部活動の

範囲内のことで、多国籍合宿のように異種、異人、異文化といった内容

やプログラムを企画・運営していく中で得られる満足感、主体的に何かを運営してゆく達成感とは異なっている

ものを感じた。限られた時間での体験ではあったが、学生主体でこれほど大きな行事は、最近接したことが無か

ったというのが私の率直な感想だ。このような機会を与えていただいたスタッフの皆さん、また世界各国から来

日している参加者に感謝したい。 

●アンケート結果 

 

① この分科会を選んだ理由 

・やってみたことのないスポーツをしてみたかったから ・言葉が通じなくても OK そうだから 

・セパタクローにすごく関心があり、見てすぐ選んだ ・名前がおもしろかったので興味をもったから 

・体を動かしかったから ・外国人学生とスポーツをして、すぐに仲良くなりたかったから 

② 理解できなかったこと 

・楽しむのも大切だが、スポーツの詳しいルールや起源を知りたかった 

③ 分科会で学んだことの中で特に印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

・人によって足の動きが違うことが、面白かった ・本当のセパタクローの試合を見てみたい 

・かっこよかった。サーブができたこと。アタックがかなり難しかった ・汗だくだが、非常に楽しかった 

④ 自分の中でどのような変化が起こったか 

・韓国にも似ているものがあって、親しい感じがした。外国の遊びでまだ知らないものがあるのだと思った 

・スポーツは国境を越えられる 
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⑤ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

・みんな参加できたので本当によかった。上手な人と一緒にできておもしろかった ・とても上手だった 

・親切にセパタクロー部の方々が教えてくれてすごくうれしかった。最高。もっと長くしたかった。ずっとグ

ループをかえながら場所をかえながら進行してすごく良かった 

⑥ その他 

・機会があれば、もう一度してみたい ・これからもこのサークルとやりたいと思った 

 

 

26．原子力ってホントにエコ？ 

主催者：鮫島 亮二 （日本） 

●参加者に伝えたかったこと 

 川内に原発 3 号機の増設が申し込まれた今年、改めて原発の必要性を考え議論することにより、環境問題につ

いて主体的に考えてもらう。 

●当日の概要 

・プレゼンテーション ・質疑忚答 ・アンケート記入 

●当日の様子（印象深かった意見や、参加者の反忚） 

 参加者が熱心に話を聞いてくれてうれしかった。 

●うまくいったこと 

プレゼンテーションを一通り終えることができた。 

●うまくいかなかったこと・次回の改善点 

 討論の時間が短かった。通訳の時間を想定していないうえ、 発問

もいくつか準備していなかったため、議論を深めることができなかった。次回は、通訳の時間も含め、さまざま

な視点から発問を用意して臨む必要がある。 

 また、参加者の中には、初心者もいらっしゃればすでに勉強していらっしゃる方もいる。参加者がどのような

ニーズを求めているかも把握してからプレゼンテーションに臨むべきだった。 

●今後の課題・分科会を通して学んだこと 

 準備不足だった。私自身、多国籍合宿や分科会の趣旨を理解しておらず、スタッフにご迷惑をおかけした。次

回からは多国籍合宿の目的に沿うよう、ちゃんと時間をかけて準備したい。 

●アンケート結果 

 

⑦ この分科会を選んだ理由 
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・工学部で機械を専攻しているから ・原発反対の気持ちで ・環境問題に関心を持っているから 

・原発はエコだと思っていたから ・現代的な問題だから ・原発は人類にも環境にも危険なものだから 

・社会の教員免許を取ろうとしているので、自分の引き出しを増やすために選んだ 

・私は農学部でエネルギー関係に取り組んでいて、興味があったので 

・今まさに川内に原発 3号機が設置されるというタイムリーな話題が聞きたかった 

・日本の環境政策にとって大切なことであり、原発についてもっと知りたかった 

⑧ 理解できなかったこと 

・参加者には原発について詳しい人もいる。内容に使用された資料などはもっとはっきりしたものでなければ、

認めてもらえない ・原子力の仕組みについての話が難しかった ・ほとんど理解できなかった 

⑨ 分科会で学んだことで一番印象深かったこと・さらに深く学びたかったこと 

・鹿児島に原発があったことを今日初めて知ってよかった ・原発が核武装と関係があることに驚いた 

・原発が夜の発電で無駄遣いをしていること ・国ごとに情勢が違うことが印象深かった 

・原発が事故を起こさなくても、人に危害を加えることには驚いた  

・原発は環境に優しい方法だと思うが、ゴミ処理の問題など人間への危険性に関してもっと研究を進めてほし

い ・違う観点（工学的、社会的）からのことを学びたかった 

⑩ 自分の中でどのような変化が起こったか 

・今まで原発について全くの無知であった。しかし今日話を聞いて原発の危険性、今鹿児島、日本がどのよう

な状況にいることがわかってよかった ・自分自身もっと考えないといけないと思った 

・賛成か反対かを言うのは非常に難しいが、現実的に考えると原発はそのエネルギー供給量や経済効果の面で

大切なエネルギー源だと思う。だから良いというわけではないので、再生可能エネルギーの発展までの“つ

なぎ”と考えるべきだ ・今まで原発は使うべきだと考えていたが他のエネルギーを使う道を知った 

・もっとニュースに関心を持つべきだということ ・原子爆弾は環境にマイナスな影響を与えること 

・今まで、川内原発に行ったり賛成派の意見しか聞いたことがなかったので、反対派の意見を聞けて考え方の

視野が広がった ・原発で被爆している人がいることで原発は安全ではないと思った 

⑪ 進行の仕方について、評価できる点・改善点 

・もっと勉強する必要がある ・日本語→英語→日本語なのでちょっと間延びしていた 

・もっと話し合う時間が必要だ ・多くの意見が出たのでもっと時間が取れたらよかった 

・英語の通訳の方が上手で、鮫島さんの熱意もすごく伝わってきました。しかし女性の方は発表中は帽子をと

った方がいいのではないか 

⑫ その他 

・原子力を使うより CO2の方がもっとも安全だと思った ・原発に反対である 

●感想 

 国籍が異なる人たちとの分科会は初めての経験であり、色々勉強になった。原発に対する各国の対忚がそれぞ

れ異なることは知っていたが、参加者の反忚もさまざまで、私自身、原発に対してさらに考えを深めるきっかけ

となった。どうもありがとうございました。 
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******************************************************************************************************* 

③異文化紹介レポート  鹿児島大学 小川裕也、久保ひかり、Yusuf Shuaib Bin Ibrahim 

●目的 

文化とは、私たちが作り上げてきた生活様式全体。しかし、国籍、

民族、地域、社会、年齢、宗教、性別、政治などによって異なる。

多種多様な文化を持つ者が参加してくれた多国籍合宿。これを機会

に、文化として象徴される様々な衣装、音楽、踊りを紹介して、体

験して、文化の違いを実感する。 

参加者全員で「異文化」を目で観て、耳で聴いて、全身で楽し

む！！ 

●内容詳細 

 出演 出演者、出演国 内容 

1 ファッションショー 約 20 の団体 ファッションショー＆写真撮影 

2 ジャズバンド 鹿児島大学ジャズオーケストラ ビックバンドによる演奏 

3 ハラベ フランシア,フリアン(コロンビア) メキシコのダンス 

4 沖縄エイサー 鹿児島うるまエイサー エイサーの太鼓と踊り 

5 ヴァイオリン エンカルナ(スペイン) ヴァイオリンの演奏 

6 アンクルン “ビネカ”(インドネシア) インドネシア 

7 イティク・イティク シーラ,他(フィリピン) フィリピンのかわいいダンス 

8 ヒンディ・ソング インド インドの歌 

9 ホロポ フランシア,フリアン(コロンビア) コロンビアのダンス 

10 北京オペラ 蘇頴,李冬(中国) 北京オペラ、チベット民族歌＆踊り 

11 ネパールのダンス ボハラマノジ(ネパール) ネパールのダンス 

12 邦楽部 鹿児島大学邦楽部 和楽器での演奏 

13 サルサ フランシア,フリアン(コロンビア) ラテンアメリカのダンス 

14 山ノ内さんバンド 多国籍バンド J-pop のバンド演奏 

15 トンガの踊り サロメイ(トンガ) トンガの衣装とダンス 

16 ティニキリン ユージン,他(フィリピン) フィリピンのバンブーダンス 

17 ミャンマーの歌 トゥン(ミャンマー),柳田 ラップスチールギターの伴奏と歌 

18 ポチョポチョ ユリズ,他(インドネシア) インドネシアの踊り 

 

ファッションショー 

日本 マレーシア フィジー 

フィリピン バングラディシュ インド 

ネパール ミャンマー ブータン 

トンガ セネガル ブルガリア 

アメリカ 韓国 中国 

沖縄エイサー 内モンゴル  
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●当日の流れ 

17:30～ 会場設営（音響機材の設置） 

リハーサル（ファッションショーのルート＆順番の確認） 

MC との打ち合わせ 

放送部との打ち合わせ（音響） 

着替え部屋、練習部屋の確保 

19:00 ファッションショーの出演者を着替えた状態で召集 

BGM 担当のジャズバンドを召集 

アナウンスで呼びかけ 

19:15 ファッションショー開始 

～  

21:10 全てのパフォーマンスが終了 

合宿参加者を宿泊棟の方へ誘導 

●うまくいったこと 

パフォーマンス、ファッションショー共に多数の出演者を募れた。一つ一つのパフォーマンスが濃くて、充実

していた。MC の原稿、動きを工夫した（観客に質問したり、MC が出演したり）。2 つステージを作って、準備

時間を省略させた（ステージ換えの回数は尐なめがいい）。出演者、観客、スタッフ共に踊り、歌い、楽しめた。 

●今後の改善点 

出演者との連絡を密にとり、スタッフ同士の情報の共有をしっかりする。

当日の予定変更をなくす（放送部に迷惑がかかる）。予定を変更するときは、

出演者の方々にも報告する（出演者に迷惑がかかる）。リハーサルの段取り

（出演者の召集をしっかりする）。 

●印象的な反忚 

ファッションショーの数が多くて盛り上がった。写真撮影の時間も確保できたこと。MC が良かったこと。 

ファッションショーの BGM をジャズバンドの生の演奏で出来たこと。観客も一緒に歌って踊れたこと。とにか

く楽しめた。 

●感想 

去年スタッフとして初めて参加した多国籍合宿。そこで異文化紹介の企画を見てすぐに思ったことが「あ、来

年もスタッフやるなら異文化紹介だ」ということ。知らないもの同士で肩を組み、歌い、踊る。自分も大好きな

歌や踊りで、言葉、国籍、年齢、性別の壁がなくなっていくのが分かる。そんな現実が衝撃的で、感動的だった

からだ。 

今年、思いは叶って異文化紹介担当のスタッフとなった。それからというもの、多忙な毎日を過ごすようにな

った･･･。だが、その忙しさの中にも得るものが多くあったのだろう。忙しいだけならとっくに投げ出していた。

周りに支えてもらいながら、企画を作り上げていく感覚。そこに「遣り甲斐」というものを感じていたのだろう。

当日の異文化紹介は、一番楽しかったと思う。周りも楽しかったと言ってくれる。大変だったのに、スタッフや

って良かったと思えるようになるのが不思議だ･･･。 

多国籍合宿を通して、様々な出会いがあった。それに伴い、様々な考え、心境、感情があった。言いたいこと

は山ほどあるが、今一番言いたいことは感謝の言葉。支えてくれたスタッフ、出演者、放送部、MC、参加者、

自分の周りにいる方皆にお礼を言いたい。自分ひとりでは成し遂げる事は出来なかったです。ありがとうござい

ました。 
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************************************************************************************************** 

④みんなの時間    鹿児島大学 石橋恭平 

●目的 

みんなの時間とは、自由に好きな場所に行き、自由に活動ができる時間である。今回は、参加者にスポーツ・

フリータイム・セッション・工作・講演などに自由に参加してもらった。今年は、例年になく天気に恵まれたた

め、外での競技も行った。 

●当日の概要  

・スポーツ  

①バスケットボール ②バドミントン ③ロッククライム ④サッカー ⑤長縄  

⑥綱引き ⑦フラフープ ⑧輪投げ ⑨卓球   

・フリータイム 1. 自由にチャット 2. トランプ・ウノで仲良くなる 

・セッション（多国籍によるミニバンド）・講演（鎮国寺の方の講演）・絵心ゲーム        

・工作（プラホビー（プラ版作り））・アート（KOSIKIZIMA ART）・宝探し！？ゲーム 

●うまくいった点 

・晴れていたので、グランドではサッカーが熱く盛り上がっていた！ 

・プラホビーは、女性に人気があった。 

・宝探し！？ゲームが大好評だった。 

・ロッククライムは、子どもとその保護者の方々に好評だった。 

●今後の課題 

・みんなの時間の時間が短すぎたので、もっと時間を長くするべきである。 

・種目の人気が非常にかたより過ぎたので、人気のない種目は来年からはずすなどの工夫をするべきだと思う。 

●感想 

 毎年、人気があるみんなの時間ということで、尐し不安もあったが、エケンさんをはじめ、多くの種目担当

スタッフなどの協力もあり、みんなの時間を成功に導くことができた。みんなの時間にかかわったスタッフの皆

さん本当にご協力ありがとうございました。一般参加者からは、世界の笑顔をもらい、みんなの時間を担当して

いて本当によかったと思った。そしてさらに、みんなの時間がとても好評だった、ということを聞いて、とても

嬉しかった！！来年もみんなの時間の担当スタッフを是非したい！！来年は、「みんなの時間」という名前どお

り、多国籍のスタッフにも参加してほしい。 



68 

 

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

⑤総合討論 

担当者・コーディネーター：山下 智恵 

パネリスト       ：Kkhan Noureen(パキスタン) Francia Campos (コロンビア) 

             Leonard Kwati(カメルーン) 片平 知宏(日本) 

同時通訳        ：聖音 

PC 通訳      英→日：Lu Jenny  趙 子龍、牧山 真奈 

         日→英：森田豊子、永田勝彦 

タイムキーパー     ：日高 葵 

 

●テーマ：「justice」 

●目的 

司法制度は国家、もしくは社会の秩序維持、もしくは正義を貫くために使用されるものです。その形態は国ご

とに異なり、宗教・民族・歴史を色濃く反映しています。その問題点も国によって様々ですが、同時に同じよう

な問題を抱えることが多くあります。今日は各国の司法や justice system の抱える問題点とその解決法をめぐっ

て討論していこうと思います。私たちの justice を貫くために必要な justice system とはどのようなものか、考

えるのが目的です。 

●当日までの準備内容 

テーマ選定→インタビュー→シナリオを練り始める→パネリスト選定→原稿・スライド作成→各係決定→当日

タイムスケジュール決定→その他運営事項決定 

●当日のスケジュール 

各係の紹介・テーマおよび討論のルール説明→各国の司法システムと問題点の説明→討論→司法問題の解決や

その道筋の説明→討論→まとめ 

●討論内容：のちに全文書き起こし 

●うまくいったこと 

・各国の司法や、それを通してみえてくる各国の課題など今までなかった問題提起ができた 

●うまくいかなかったこと 

・準備不足により、通訳機能がうまく働かなかった。パネリストの発言を会場で共有できなかった 

・会場の一部にしかスクリーンが見えなかった⇒機材面の軽視 

・同時通訳を考慮した発言を注意喚起できなかったため、通訳しにくく聞き取りにくいものとなってしまった 

・司法というテーマ自体が難しく、議論が深まらなかった。多くの人にとって退屈なものとなってしまった 

・テーマ決定が遅れ、十分に議論を構築する間もなく本番に臨んだため、議論が深まらなかった 

●感想 

 「何のために総合討論をするのか」。問われた時、真っ先に思ったのは「合宿の最後に『共生への挑戦』の困

難さを明らかにするため」ということだった。分科会や異文化紹介、ダンスなどを通した、理解や交流はとても

大切だ。しかし同時に異文化交流への「楽観視」が生まれている可能性もあると思った。「言葉が通じなくても、

交流ができる」「人類みな兄弟」そういう個人個人の感覚はとても大切だ。しかし楽観視は決して好ましいもの

ではない。感覚をまず、個々人の感覚に引き戻し、その上で、同時に発生した楽観視を打ち消すことが必要だと

考えた。国際交流、「多文化社会共生への挑戦」はそんなに優しく、易しいものではないと印象付けたいと思っ
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た。 

文化の衝突、互いの抱える問題自体も深刻だが、それを話し合うことにすら途方もない労力がかかる。言葉が

通じなければ討論はできず、通じたとしても深いニュアンスまで通じているのかは常に保障はされない。しかし、

討論や話し合いなしに「共生への挑戦」は成し遂げられない。互いの問題を擦り合わせることなしに実現する「共

生」はうわべだけのものだ。それを実感してほしいと思ったし、実感したかった。「共生への挑戦」を掲げて現

実的な見地から実行していく。そのためには、直視しなければならない現実があると思った。その観点から総合

討論を活用できないかと思った。 

今回、参加者にその意図が届く以前に主催者である私が大きな実感を得て（つまるところ、うまく討論をつく

れずに）終わることになってしまった。常に頭や口では分かったことを言いつつも、実感を伴っていなかった自

分自身を痛感した。総合討論の大きな敗因である、周囲とのすり合わせ不足も結局は人と仕事をする過程で発生

するコミュニケーションを疎ましく思う私自身の欠落が生んだものであり、日本人のコミュニケーション教育の

場であるはずだと理解していながらも実践が全く出来なかった。当時は意識すらしていたのか微妙だ。手痛い経

験を伴って実感した。さらに言語学習をおろそかにしながら、この合宿のスタッフとして身を置いていたという

恥ずかしさは計り知れない。 

これら、振り返って気づいたということは確かに私にとっては大きな収穫ではあった。総合討論という、多国

籍合宿のメインというべきイベントにおいて、自分自身の収穫をイベントの失敗という代償の上に得てしまった

ことはとても申し訳なく思う。更には、合宿が終わった後に今回実感したこと、学んだことを生かしていける方

途を未だに探りきれていないのも申し訳ないと思う一つの要因だ。 

来年度、直接かかわる事は出来ないが、今度こそ充実した目的のある総合討論が実現されるため、今回の教訓

は最大限伝えていきたいと思う。できることはそれくらいしか現在思いつかない。 
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【総合討論 書き起こし全文】 

山下：こんにちは。いまから総合討論をはじめます。

司会を務めます、山下智恵です。このパネルディスカ

ッションのテーマは司法と司法制度です。司法制度は

特に州や社会、司法の中で用いられます。司法制度に

関する問題の共通点はありますが、国と国とで異なっ

ています。これから、何人かのパネリストの方々が自

国の司法制度とその問題並びにその解決策を話して

くださいます。それから、みなさんで共通の解決策も

見つけるために話し合っていきましょう。 

 それでは、自己紹介を兼ねて、各国の司法について

スピーチをお願いします。 

 

ノリーン：パキスタンは

人口 1 億 6700 万人の单

アジアに位置する国で

す。パキスタンは 1947

年にでき、それ以前はイ

ギリスの法の下にあっ

たため、パキスタンの法

制度は、イギリスのコモ

ン・ローに基づいて、イ

スラム国としての適合

性を持たせるための条

項を含めて成立しています。同様に、イギリス法の原

型をある程度とどめたまま、司法権の執行機関である

裁判所を制定しています。パキスタンはイスラムの国

なので、イギリスの法律を、パキスタンの憲法やイス

ラム教の教えに沿って修正しているのです。 

パキスタンの裁判所制度は、多くの裁判所で構成さ

れています。それぞれの裁判所は司法権の強さや専門

性といった面で異なった働き・階級を保持しています。

最も高度な裁判所は最高裁判所です。最高裁判所は、

下位裁判所で判決が出なかったすべての判決を出す

ところです。最高裁判所の下には各州の州都の中で起

こったことを裁判する高等法院があって、 高等法院

の下は一般裁判所、そしてさらにその下に民事裁判所

があります。先ほど述べたように、最高裁判所は最も

高度な裁判所で、そこには諮問司法権があります。  

 

レオナルド：カメルーンは西アフリカの中心部に位置

する、多言語国家です。その人口の 80％はフランス語

を話し、20％は英語を話します。1691 年にフランス

とイギリスから独立した後でも、カメルーンの司法制

度は、他の多くのアフリカの国々のように、 植民地

時代の名残がある。しかし、カメルーンの司法制度は

2 つの国の司法制度の影響を受けたこと、そしてしば

しばその 2つの司法システムが衝突しあったという点

が、ユニークであると思っています。イギリスのコモ

ン・ローとフランスのシビル・ローはある意味希薄な

関係の中で共に用いられています。カメルーンは、世

界的には、そのような両方の司法システムを用いてい

る数尐ない例の 1 つとして存在しています。 

カメルーンはアフリカの国々の中で最高識字率を

獲得した国だとして評価されていますが、同時に世界

中でもっとも汚職の多い国の 1つとして知られている

ので悪いイメージがあります。 

カメルーンの法律のメインは憲法、立法制定は大統

領がおこない、一般的な裁判所があります。憲法は一

般的な立法とは異なり、国の最高の法律として扱われ

ています。法律を作る大統領の役割は、英語を話すア

ングロフォン州から選出されたか、フランス語を話す

フランコフォン州から選出されたかによって変わっ

てきます。司法制度は大統領によって効果的に変える

ことが可能で、高位の裁判官が独立して操作してはい

けないことになっています。 

 

山下：ありがとうございました。いま、パキスタンの

方からはパキスタンの法制度がイギリス法をイスラ

ムの教えに基づいて修正を加えたものだという法の

成り立ち、カメルーンの方からはイギリス法とフラン

ス法が共存している特徴をお話しいただきました。そ

れでは、引き続き、パネリストの方、お願いいたしま

す。 

 

片平：日本については、日本国憲法について紹介した

いと思います。日本国憲法というのは、戦後日本で成

立したもので、国民主権と、基本的人権の尊重、平和

主義という、学校で習ったと思いますが、これを原則
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としています。この下に法律があって、日本は三審制

で、最近裁判員制度というものが導入されました。後

程述べますが、日本の法制度、日本の justice system

に関して、留学生の方などかなり高い評価をされてい

る方がいらっしゃいますけれども、問題点もあるとい

うことを今回尐し話したいと思います。 

 

フランシア:コロンビアの司法制度にはいくつかレベ

ルがあります。最も高いレベルは憲法裁判所、それか

ら最高裁判所、州の裁判所、そして地方裁判所です。

これらの裁判所すべては政治、立法、といった高位の

システムとは独立して行うことになっています。死刑

はなく、最高刑は懲役 20 年です。1991 年に憲法は大

幅に変更があり、司法制度のなかにも多くの変化があ

りました。主なポイントは、一つ目は訴訟制度の独立

で、二つ目は人権問題を調査し、国民を保護するため

の制度の創設、三つ目は尐数民族の共同体の中にあっ

た伝統的な裁判が許可されたことです。 

 

山下：ありがとうございました。日本の方からは、今

回は憲法を中心として紹介するということ、コロンビ

アの方からは 1991 年度の司法制度改革を中心とした

基本的な法制度の説明をいただきました。 

引き続いて、各国が抱える司法の問題点についての

スピーチをお願いします。スピーチは 3 分以内でお願

いします。なお、スピーチに翻訳はつきません。各自

スクリーンにて確認をお願いします。 

 

ノリーン：パキスタンの司法制度には多くの問題があ

りますが、最も大きな問題は政治の影響を受けている

ことです。パキスタン政府は、政府の悪事に対し法的

保護を与えてくれるような裁判官を任命しようとし

ます。 

2 つ目に重要な問題はパキスタンではごく一般的で

ある汚職の問題です。裁判には長い時間がかかり、休

廷も多いため、判決には長い時間がかかります。その

結果として、弁護士にお金を支払う代わりに自分の望

む判決のために裁判官にお金を払う人が増えました。

不幸なことに、パキスタンでは、「法を買う」ことが

できるのです。 

3 つ目の問題は裁判官の給料が低いこと、といった

司法面にかけられる金銭面での不足です。これは汚職

問題にも関係しています。裁判官への報酬が十分出な

ければ、裁判官が原告からお金を受け取る可能性は大

きくなります。  

4 つ目の問題は法律の施行の問題です。パキスタン

はいくつものすばらしい法律を持っていますが、問題

はその施行です。貧しい人はこれらの法律に従わなけ

ればならないのですが、有力者や富豪層は従わなくて

もいい場合があります。もしこれらの法律がきちんと

施行されたら、問題の大部分は解決されると思ってい

ます。  

他の問題としては、裁判の期間が長いということで

す。残念なことに、訴訟が判決に行き着く例が尐ない

せいで膨大な訴訟が控えています。裁判の期間はどこ

でも 10 年から 20 年、長くて 50 年もかかります。だ

から 20 歳で罪を犯した人は裁判が始まって、彼が 50

歳になるときにようやく判決を受けるのです。さらな

る問題は裁判所の人手不足です。そこでは十分効果的

に仕事ができる人手がありません。もっと多くの人手

があれば、裁判のスピードの問題は改善されます。 

 

レ オ ナ ル

ド：カメルー

ンの司法制

度の問題は

いくつかあ

ります。先ほ

ど述べたよ

うに、カメル

ーンの司法制度はフランス法とイギリス法の両面を

持つシステムです。このシステムでは私刑や、非合法

的な拘束、政治的に対抗するものへの投獄などがおこ

る原因になっています。 

カメルーンにおいては、英語を話すコミュニティー

は懐疑の目をもって見られます。なぜなら、尐数派で

あるカメルーンの富裕層の多くは英語を話すコミュ

ニティーに属しており、彼らが独立するのではないか

という恐れを国民が抱いているからです。法律は、そ

の恐れを緩和する役割も持っています。しかし、合法
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的なシステムの保証人である大統領の出身州、使用言

語によって、司法は頻繁に変わる、施行前に大統領が

代わって施行が取り消しになるといったことが起こ

っています。 

また、投獄された囚人が時として自由を買うことが

できるといった問題もあります。そして、私刑はカメ

ルーンだけでなく、他のアフリカの国々の中でも恒常

的に行われています。もし強盗のような犯罪が起こっ

ても誰も警察に電話したりしない。その代わりに群衆

たちが犯罪者を殴ったり殺したりする。なぜなら、

人々が、泥棒は捕まえられて投獄されるが、結局は自

由を買って、外に出て再び人々に恐怖を与えるという

考えを持っているからであり、司法制度を信用しなく

なったことが原因です。 

これらが今カメルーンで、そしておそらくアフリカ

の多くの国で直面している大きな問題であると思い

ます。  

 

片平：日本に関しては、憲法と、おもに現在行われて

いる政治状況に問題があると私は感じています。平和

主義という項目に関しては、まず、自衛隊が存在する

こと。これ自体が 9 条に違反しているわけです。今、

さらに軍備増強、MD システムなどの軍備増強をして

います。そして、イラク派兵、ソマリア派兵と、海外

派兵を進めています。このように、政府の政策によっ

て 9 条、平和主義の精神は既に形骸化している状況で

す。自衛隊の予算は現在 5 兆円で世界 5 位の国になっ

ています。私としては、政府は海外派兵の恒久法成立

を目指しているように見えていて、実質軍隊である自

衛隊がアメリカと共に実際に戦争をする可能性もあ

ると思っています。 

 イラク派兵に関してですが、空軍、航空自衛隊が武

装したアメリカ兵やアメリカの武器を運んでいます。

これは、僕は、実質参戦なんじゃないか、戦争に参加

しているのではないかと思います。ある意味、イラク

の人たちを殺すお手伝いをしている。アメリカは、オ

バマを大統領に選ぶという形でイラク戦争に一つの

区切りをつけたと思うのですけども、日本はそのこと

に関してなんら見返してもいないし、国会で討論して

首相が変わるといったようなこともおこっていませ

ん。 

 次の項目ですが、基本的人権の尊重という、原則の

2 つ目のものです。これも、かなり怪しいと感じてい

ます。特に冤罪事件。この間あった足利事件などがあ

りますけれども、17 年間無実の人が拘束されていた、

そして DNA で無実が判明した。足利事件は女の子が

殺されるという事件なのですが、その 10 年前にも女

の子が殺されるという事件が足利市で起きていて、そ

の犯人も、今回逮捕された菅家さんなのではないかと

しきりに報道されていて、でも証拠が不十分で結局立

件できなかった。むしろ、悪をのさばらせる形で報道

がなされていました。 

 日本は人権が守られている国だと思われている方

は多いと思うのですが、こういったような問題もある

と私は考えています。 

 

フランシア：コロンビアの司法システムの主な問題の

ひとつは汚職問題です。この背景には三つの要素があ

って、司法の政治化、裁判制度の非効率性、そして犯

罪に対する司法制度の刑事免責です。 

同様に人権に対して多くの暴力があります。1991

年から人権保護が作られたのですが、それ以降でも、

人権活動家や人権活動に取り組んだ人たちが複数、殺

害されています。こういった問題は、地元の訴訟から

政治訴訟に至るまであらゆるところに原因がありま

す。司法制度は効率的ではないのです。 

 

山下：ありがとうございました。いま、パネリストの

方からそれぞれが抱える司法の問題点、司法政治や人

権の問題などが出されました。 

 これらの報告・スピーチを聞いての質疑忚答、各国

の報告に移りたいと思います。もう尐し、パネリスト

に聞いてみたいことがある、もしくは自分の国の司法

にはこんな問題点があるといったことがある方は、ど

うぞ発言をお願いします。 
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会場１：私の質問は

カメルーンに対し

てです。カメルーン

では 2 つの異なっ

た司法制度が用い

られているとおっ

しゃいました。それ

らは分けて用いら

れているのですか。

そして、もしそうで

あれば、それらはお

互いに衝突したり

しないのですか。  

 

レオナルド：そのシステムは分かれて用いられている

とは言えません。法の適用は、所在地、場所によって

異なってきます。例えば、もしあなたが英語を話す州

にいて、そしてその裁判がフランス語を話す州からさ

れるなら、その判決はフランスの法律に基づいたもの

になるでしょうし、その逆もあります。問題はイギリ

ス部門にはそれほど多くの裁判官がいないというこ

とと、フランスの法律は偏向があるのでそれは大きな

問題なのです。  

 

会場１：言い換えれば、異なったエリアで異なった法

律が用いられているということですか。 

 

レオナルド：そうです。例えば、もしあなたがフラン

ス語を話す地域で犯罪を行い起訴されたら、あなたは

無実を証明するまで有罪だと考えられます。一方、イ

ギリス部門ではあなたは裁判所で罪が確定した後に

なって、有罪になるだけです。これは大きな問題です。

これは日本でおこっていることと似ています。もしあ

なたが起訴されたら、警察はあなたにたとえあなたが

無実であっても有罪と言わせるようなプレッシャー

をかけるでしょう。 

 

会場 2：これらの話を伝える際のメディアの役割とは

何ですか。またメディアは司法制度とどのような関係

がありますか。 

 

ノリーン：以前、メディアは独立していませんでした。

しかし、パキスタンでは 2006 年からメディア独立キ

ャンペーンが始まりました。その後、活字メディアと

電子メディアの両方で、とくに、見る人に影響をより

多く与える電子メディアの法制定についての問題が

取り上げられ始めました。そして、2007 年に法改革

が起こりました。パキスタンにとって重要な法で制度

でした。もし、メディアが間違った裁判の内容や話を

していたら、裁判所は当事者を直接裁判所に呼びます。 

 

レオナルド：カメルーンではメディアは司法制度に関

して、とても重要な役割を持っています。しかし、法

律が実際には実施されていません。法律では言論の自

由を保障していますが、実際になにかがあれば、政府

によって規制がかかるでしょう。メディアは大きな役

割を持っているわけではないかもしれません。メディ

アは毎日汚職や私刑について報道しています。しかし

それに関しては何の対策もおこなわれておらず、報じ

られているだけです。 

 

片平：日本の報道についてですが、私には 2 つ問題点

があると思います。1 つは報道する際に警察情報を鵜

呑みにして報道するという点です。報道されたときに、

その人の自白と共に顔写真が載って、「殺すつもりで

やった」とか、そういう話が載った時、読んだ人はほ

とんど信じてしまうと僕は思います。そういった報道

を通して、今回の足利事件もですけれど、冤罪の原因

になっているのではないかと感じています。 

もう 1 つの問題ですが、報道被害というものがあり

ます。前の話と尐しかぶりますが、その人が本当に罪

を犯してもしていなくても、たとえば、逮捕の時点で

完全に報道してしまう。逮捕した後に、警察が起訴す

るか起訴しないかという問題があるのですが、不起訴

になった時には別に報道はされない。その人は逮捕だ

けされて罪を犯した人だというイメージだけが残っ

てしまうという問題もあると思っています。 

 

フランシア：メディアの役割が大切なのは間違いあり

ません。コロンビアのメディアは、司法に関して政治
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的な偏向を持っています。言い換えれば政府にとって

都合が良いことを報道します。これはコロンビアの

人々の間にとても強い疑念を抱かせています。しかし、

この疑念はメディアの報道への疑念となっているだ

けで、何事も根本の解決には向かっていません。 

また、刑事訴訟で報道された人は誰もが有罪である、

と人々は信じ、その人が無罪を証明したとしても、有

罪だという誤解は一生彼らにつきまとうことになり

ます。もしメディアがこの利便性を政府のために利用

し、さらに司法制度が改善されないままであったのな

らば、問題はさらに大きな問題へと肥大化していくこ

とになると思います。そして、国のさまざまな諸問題

における制御はもはや意味をなさなくなってしまい

ます。メディアは大変大きな役割を持っていますが、

彼らはあらゆる面において制御の対象外で、またいっ

たいどんな情報をどういったふうに人々に伝えるの

かを彼ら自身で考えなければならないと思います。  

 

会場３：池田小学校で起きた児童 5 人、先生 3 人が殺

害された事件について、裁判所が原告を精神障害であ

ると宣言した後、子供を亡くした両親にとって、いっ

たい何が正義であるのかをお聞きしたい。 

 

片平：これは大変言及しがたい問題です。このような

事件で原告が精神障害を患っていると認定された場

合、遺族の両親にとって判決を受け止めるのは、無理

なこと、不可能に近いことでしょう。僕は遺族の方々

が被告に対して死刑を求めるのは自然なことだと思

います。ここで私たちが考えなければならないことは、

法律は被害者の感情を汲み取ることのみを目的には

していないということです。もちろん私たちは自分の

子供を殺害された両親の気持ちを尊重しなければな

りません。でも、もし被害者感情のみを考慮した場合、

公平な裁判にはなりえません。裁判は、精神障害を持

つような人々の人権を侵害するようなことをしては

ならないと思います。もし、自分の子供が殺人事件に

よって殺されたとき、僕自身同じことが言えるかはわ

かりません。しかし、私は精神病者の患者に対して死

刑が出せないのは平等な法律、裁判の上で考えれば道

理にかなったことだと思っています。 

 

会場４：すべての外国人

留学生は外国人登録証

明を携帯します。この証

明書は日本政府の法務

省によって発行されて

いますが、外国人登録証

明書の英語名を皆さん

知 っ て い ま す か ？ 

Alien registration card

です。私の見解では、英

語の alien とは他の惑星

つまり地球ではないと

ころから来る人の事を指します。私の質問は、私はア

ジアのバングラデシュという国の出身であるのにな

ぜ日本政府は私たちのような人々を alien と呼ぶので

しょうか？ 

  

片平：まず、最初に言っておきたいのは、僕の意見は

日本政府をなんら代表するものではないということ、

僕の個人的な感想であるということです。日本人はや

はり、外国人に対する差別意識というものは濃厚にあ

ると考えています。英語のことはよくわからないので

すが、その、エイリアンと書いていることに関しては、

日本の政府の意識や日本人の意識を示している可能

性もないことはないと思います。似たような問題とし

て、外国人の方が日本に入国する際に指紋、捺印を強

制されるなど、そういった問題もあるので、それも日

本人として、留学生の方と交流していく中で考えてい

かないといけない問題なのだと私は考えています。 

 

会場５：指紋が似たような問題として挙げられました

が…しかしながら、指紋や写真をとられるのは世界中

どこでも行われていることです。例えば、アメリカに

行くと、指紋をとられるのに長い列を作り待たなくて

はなりません。もちろん基本的人権を考えると、いい

ことではありません。でも、日本に入国する際は長い

列で順番を待つようなことはなく、係員の人たちもと

ても親切で手助けをしてくれます。が、アメリカでは

靴やシャツなどを脱がなくてはなりません。そんなこ
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とは日本では行われないことです。だから私はこの件

に関して日本を非難するようなことはないです。日本

だけではないということを考えてください。 

パキスタンの方にお聞きしたい。司法の独立につい

て話をされましたが、最近パキスタンで司法制度の運

動がありましたが、あなたはこれがプラスに働くと思

いますか？ 

,  

ノリーン：2007 年当時、パキスタン前大統領だった

パルヴェーイズ・ムシャラフは最高裁長官のイフティ

カー・チャオドリを更迭しました。それに対し、パキ

スタンの弁護士たちは長官のため、正義を要求する運

動を始めたのです。なぜならムシャラフは長官を政治

的な理由によってやめさせたからです。この運動は 2

年間におよび、国民はこれらの弁護士たちを支援しま

した。司法史において、最も大きな独立運動と呼ぶに

値するもだと思います。この運動の結果、2009 年 3

月 15 日に現在の大統領アースィフ・アリー・ザルダ

ーリーが職務を追われていた最高裁長官を復職させ

ました。そして今、復職した彼は、すべての裁判官が

政治にかかわらないよう改革を行っています。そして、

汚職と司法制度の決別にも取り組んでいます。結果と

して、訴訟の短縮のための政策を導入しました。これ

らの改正は 2009 年 6 月 1 日に施行されました。国民

はこの改正が司法制度を独立させることを期待して

います。今後、政治家のような影響力や富を持った人

が違反しても、これまでと違って法の下に裁かれるよ

うになったのです。 

 

山下：時間が押していますので、とりあえず、質問は

ここで打ち切らせてもらいます。発言された方、あり

がとうございました。各国が抱える問題点ですとか、

質問で出た犯罪被害者にどういった対忚をとるのか

といったことなど、とても大切な問題だと思います。

それらも含めて… 

 

会場：私は英語を第一言語としている国の出身者とし

て alien という卖語について一つ言いたいことがあり

ます。“alien”とは、実際アメリカそしておそらくイギ

リスでも外国人という意味の法律用語として長い間

使われています。それ故に Alien registration card に

おける Alien は正しい使われ方です。それよりももっ

と大きな問題は移民に関するもので、どれほどの人々

を移民させるかということです。  

 

山下：ありがとうございました。それでは、いったん

ここで小休止を挟みたいと思います。 

 

******************休憩***************** 

山下：それでは、再開したいと思います。引き続き、

先ほど提示してもらった各国の justice system の問題

点の解決策についてスピーチしてもらいたいと思い

ます。 

 

ノリーン：法律は道徳、公平、平等に基づいていたも

のであるべきです。司法制度は素早く、効率よく、そ

して裁判は最小限の時間を使って行うべきだと考え

ています。大変信じがたいのですが、パキスタンでは

約 300 万件の裁判が滞っていると言われています。囚

人たちも、裁判所からの判決を待っています。次に、

すべての司法制度はそれぞれが独立するべきである

と思います。司法は、政治体制や国際圧力からいかな

る影響も受けてはなりません。これらすべてを達成す

るために私たちは功績や評判、経験に基づいて裁判官

を任命する必要があると考えます。そういった基準で

裁判官の選定を行うことによって、裁判官の偏向やえ

こひいきなどの偏った法支配を妨げることができる

のではと私は考えます。イデオロギー、もしくは裁判

官の政治的関係が判決を下す際に優先されるような

ことがあってはならないのです。また、裁判所から汚

職を取り除く試みが必要とされています。不正な裁判

官はすぐさま起訴されるべきで、誠実な裁判官は昇進

するべきです。これを司法制度と一般市民の両方に浸

透させるのは、難しくない、長い時間はかからないは

ずです。 

 

レオナルド：法整備によって、政府的組織、非政府的

組織のどちらをもより厳しく取り締まらなければな

らないし、さらにはそれらをさらに効果的に活用して

汚職を尐なくすることが必要です。司法制度は行政機
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関から隔離され、政治からもあまり大きな影響を受け

てはならないと思います。また、カメルーン政府は衝

突をさけるためにイギリス法とフランス法の二重の

システムを調和し、1 つのシステムを発展させること

に精いっぱいの努力を注ぐべきです。 

そして、現在カメルーンで行われている英語圏地域

の独立運動の問題を解決することも同等に重要な責

務です。関連立法が成立されなければならないし、国

民の人権ももっと尊重されなければなりません。これ

らすべての目標を達成すれば、私たちの社会はより素

晴らしいものになるはずだと思っています。 

 

片平：はじめに、先

ほどのエイリアンの

件ですが、僕の回答

が間違っていたこと

をお詫びします。 

問題点の改善策で

すが、まず 1 つ目、

基本的人権に関して

は市民が政府の行動

を監視していくこと

が重要だと思ってい

ます。そのためには、

2 つのことが重要だ

と思っています。1 つ目として、メディアが警察官か

らの情報に頼らないということです。報道の仕方とし

て、裁判が終わるまでは本当にその人が犯罪者である

のか保留して報道することが重要だと思います。  

 2 つ目は、警察の自白の強要などを監視する方法、

可視化録音といわれる、取り調べの過程を録音するこ

とも大切だと思います。そうすることによって、どう

いった方法で自白をとったかが分かると思います。何

度も何度も、10 時間を 1 週間とか、そういった方法で

取られた自白ならば、その自白は信憑性がないものだ

と僕は思っています。 

 次に、憲法 9 条の問題なのですが、ここにいる日本

の方にはいろいろ異論があると思うのですが、僕は日

米安全保障条約はいらないのではないかな、と思って

います。その大きな理由としては、イラク戦争に実質

的に参戦したという事実があるからです。アメリカと

一緒に戦争をしていくというような状況で、中東の

人々とどのように付き合っていくのか。武器を輸送す

る、つまり自分が友達にナイフを渡して、その友達が

人を刺す、このとき、私たちは責任を問われずに済む

のか。その点は考える必要はあるし、やめるためには、

日米安保条約の破棄が必要だと考えています。 

 最後に、9 条に関してですが、日本にアメリカ軍が

いるということ、日本で MD システムが稼働している

ということは、アジアにとってもかなり脅威だと感じ

ています。アジアの人も普通に脅威だと感じていると

思います。日本人は北朝鮮という意識ばかりが先行し

て、それに対抗するという意識ばかりが強いと思いま

す。脅威を受けているという思いが強いです。もしか

したら、自分たちが脅威なのかもしれません。ほかの

国の人たちに対して脅威を与えているのかもしれな

い、と考えていく必要があると思います。そのために

は、アメリカの 51 番目の州ではなく、アジアの一国

として、日本として行動していくことが大切だと思っ

ています。 

 

フランシア：人権を守ることはどの国においても、国

という大きな仕組みを形成する上、とても重要なこと

です。コロンビアでは複数の人権問題活動家たちが政

府によって迫害されています。これは政府が彼らを危

険人物とみなしたからですが、もちろんそのような事

実は一切ありません。 

さて、ここで私は新しい法に関する基本概念を紹介

したいと思うのですが、これは 20 年前にニュージー

ランドで始まり、その後欧州やカナダ、アメリカ、オ

ーストラリアへと広まっていった制度です。最近、中

单米のいくつかの国でもこの司法制度が取り入れら

れ始められました。それは修復司法と呼ばれるもので

す。これは伝統的な司法制度とは異なったものです。

この考えは、加害者と被害者とが問題をともに解決し

ていくというものです。被害者には発言権がきちんと

保障され、説明を受ける権利、有効な保障を受ける権

利が認められています。これは、加害者は自らの行為

に対して重大な責任をとらなければならないという

ことを意味しています。この制度は加害者と被害者と
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の間に絆を作ることになると思います。伝統的な考え

方に基づく法律は、加害者に刑罰を与え、また被害者

に何らかの賠償を支払うことに焦点をおいていまし

たが、それでは人々の心に悪い影響しか与えません。

つまり、仮に賠償金として莫大なお金を受け取ったと

しても加害者に対する復讐の念はきっと心のうちに

残っていて、それが時に暴力という形になってあらた

な犯罪を生んでしまうかもしれないということです。 

 

山下：ありがとうございました。それでは、再び質疑

忚答および意見発表に入りたいと思います。今発表の

あった解決方法に対する意見や質問がある方がいら

っしゃいましたら、発言をお願いします。 

 

会場：私の国では数年

前から腐敗防止監視

機関と呼ばれるもの

が導入されました。こ

の機関の仕組みはと

いうと、監視機関が犯

罪者たちを探して投

獄の手助けをすると

いうものです。あなた

たちの国では司法制

度を監視する同様の

ような仕組みが成立

していますか？私たちはまた出版業界の発行物を監

視する新聞評議会というものもあります。例えば、発

行物のなかには裁判で罪が明らかになる前に有罪で

あるかのように書いているものもあります。もし、書

かれた人が新聞評議会の助けで無実だとわかったら、

書かれた人はその記事・発行物を裁判所に持っていく

ことができます。あなたたちの国にも報道を監視する

ような評議会が存在しますか。 

 

ノリーン：パキスタンにはある組織があり、組織は政

治家間の汚職がないかを見張っているのですが…残

念なことにその組織自体も汚職を行っています。司法

改革の中で、汚職を監視するための新しいシステムが

裁判所に取り入れられ、すぐに機能して効果をあげる

のでは、と希望を持たれています。 

メディアに関して言うと、政府はメディアに対して

厳しい統制を置いています。メディアは独立していま

すが、時々問題を巻き起こすことがあります。メディ

アの公平性を保つためにパキスタンには組織があり

ます。もし、メディアが犯人じゃない人を犯人と報道

してしまった場合、メディアは独自で動いて独自で改

善していくことができるのです。これはつまりパキス

タンにおいてはメディアが独立しているということ

なのです。  

 

レオナルド：汚職は世界中の問題で、それを対処する

組織は世界中どこにでもあると思います。でも、すべ

てがその問題を解決することはできていません。私た

ちが汚職に立ち向かうことができる方法は意識の改

革を促すことだと思うのです。そのなかには、教育が

あります。親がわが子に嘘をつかないようにするとい

ったように、初めから嘘をつかないようにすることに

狙いを定めるべきじゃないでしょうか。親がわが子に

嘘をつくこと、たとえば言うことを聞かせるために嘘

をついたりなどは、子供たちの中で嘘をつく態度を育

て、彼らが成長したとき彼らは嘘を使うのではないで

しょうか。そしてそこから汚職は生まれる。このよう

な考え方の完全な変化が汚職を全滅させると思いま

す。 

 

片平：日本に関してですが、司法改革というものが今

進められていて、裁判員裁判が導入され、もうすぐ判

決が出ると思います。これに関しては、まだ始まって

いないので、何とも言えないのですけれども、裁判が

短い時間で、簡卖に、長い時間議論されずに行われる

ことによって、間違い、冤罪が増えるのではないか

な？と僕は考えています。 

 もうひとつ、メディアを監視する組織はあるのか、

という質問ですが、日本も一忚そういった組織はあり

ます。「メディアと人権委員会」というのを聞いたこ

とある方もいらっしゃると思います。しかし、彼らが

新聞社やテレビ局に出す勧告は強制ではありません。

だから、実効性がどの程度あるのかは疑問です。 

 もうひとつ、重要だと感じているのが、そういった
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メディアの動きを逆に政府が監視していこう、という

動きがあります。プライバシー保護法などにより、被

害者の名前を報道機関に公表しないなど、そういった

情報のコントロールが始まっているように思います。 

そういった政府の監視に対抗するためにも、強力な、

市民の声を生かした組織が必要だと思っています。 

 

フランシア：同じように、コロンビアでも政府や司法

制度の中に汚職が存在しています。司法によって汚職

を監視するために作られた組織でさえ汚職を行って

います。政府や政治家などのトップに立つ人達から対

策を始めないと、この問題を解決する方法はないと思

います。私が大切だと思うのは、地域レベルから始め

ることです。前のパネリストの方が述べたように、

我々は家族の中から、考え方自体を変え始める必要が

あると思います。だから、なおさら、修復司法のよう

なシステムが良いのです。コロンビアでは地元の地域

社会から修復司法が始められました。被害者と加害者

と地域社会全体との間での和解を図ろうとすること

によって、問題を解決することを模索し始めたのです。

そのとき、警察も司法も汚職を行っていたので、地域

社会が自らで対処することに決めました。そのシステ

ムは実績が積まれ、今日でも成功し続けています。 

5 年前、政府は修復司法に関心を持ち、それを取り

入れました。当初、うまく機能し始めていましたが、

政府によって運営されていたので、またそこでも汚職

が起きるようになりました。もし政府でなく地域社会

が修復しながら、自分の手でシステムの運用を行って

いたら、何十年も成功し続けていたかもしれません。 

先ほど挙げた地域以外にも、修復司法を取り入れて

いる地域社会があと 2 つ存在します。これは社会問題

の改善や、また、地域全体としての生活の質の向上を

もたらしました。この地域社会は 10～15 年前までは

最も貧しく、暴力が絶えない町でした。そして現在、

地域社会はいまだに貧しくはあるのですが、暴力は見

られません。なぜなら、暴力による被害を、住民の心、

気持ちへの考慮や心の教育によって、なくそうとして

いるからです。修復司法は政治化や非効率、冤罪を減

らすのに役立っています。地域社会の人々が、どのよ

うにして裁判が進んだのか、司法の仕組みを知ってい

るからです。加害者は自らの不正行為を正す責任を負

うでしょう。また、被害者も同様に責任を負う。被害

者はその被害を軽減するために行動する。家庭や地域

社会も同様に被害者や加害者をサポートするために

一緒に行動を起こす。もちろん、このシステムは感情

が関わってくるため卖純なものではありません。ただ、

人々の感情の上に立って行動することにより、被害

者・加害者両者の物の見方を理解できる。両者の立場

を理解したとき、その状況を解決することができると

思っています。そして、修復司法は地域社会からのシ

ステムであるので、そこには政治もなければ、金銭的

な懲罰も存在しません。同様に冤罪も存在しません。

なぜなら、すべての人が、何が起こっているのかを理

解しているからです。 

 

会場：コロンビアの方に言いたいです。今、あなたは

犯罪者と話をすることで汚職を解決しようとする、暴

力なしで問題を解決することが可能だと伝えました。

確かに、世界中の一定の人々はそれで解決できるとは

思います。でも、何人かの人々にとっては、それは不

可能ではないかと私は思うのです。 

例えば、私は、今ここに自分の国から警察や官憲の

人間が来ていないか恐れながら話をしています。私の

国では、もし政府に反対するようなことを発言したら、

政府は人々全員や警察、すべての政府組織を動員して

抑圧してきます。もし、汚職問題に立ち向かいたいと

発言していたら、報復があります。そして、その夜に

は汚職に立ち向かうのはやめよう、時間が解決してく

れる、と発言するようになります。だから、解決は難

しいと思います。 

だから私は、物事を政治的・論理的に解決する代わ

りに、生命工学のテクノロジーによって、私たちの頭

から汚職をするような考え方に関わる DNA を見つけ、

それを取り除くことを求めるべきではないか、将来私

たちは政府のリーダーたちに注射を打つことができ

るようになり、その結果彼らの国は汚職にまみれるこ

とはないと思います。 
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フランシア：私

たちはその「テ

クノロジー」を

自分たちの心に

持っていると思

います。私たち

は自らの世代を

自身だけで変えることはできませんが、自らの心や家

族の心を変えることはできます。未来ある子供たちが

いる中で、犯罪が DNA によるものだというその発言

には反感を覚えます。子供たちに利益を待つことだけ

を教えないようにしてください。もし私たちがそう教

えたなら、彼らはどんなときでもそれを待つように育

ってしまいます。人は他人を尊敬する必要があります。

しかし私たちは利益を期待することによって汚職を

行うのです。  

 

会場：修復司法制度はコロンビアのいたるところで実

施されていたのでしょうか。その制度は暴力を尐なく

することや、強者と弱者の差を減らすことに関してど

れぐらい重要性を持っていたのか教えてほしいです。 

また私の友人に、とある E メールを書いた主婦の話

がありました。彼女はその中で自分は病気になって病

院にいたときに、病院から不当な扱いを受けていたと

いうことを書いていました。その友達はそのメールを

別の友達に転送し、ついにはインターネット上に投稿

され、最終的にその病院はそのコメントを発見しまし

た。病院は彼女を、病院を中傷したとして訴えました。

これは国際的に良く知られた事例です。彼女は無罪で

した。あなたの考えはどうですか？ 

 

フランシア：修復司法制度は、10 年前に始まり、200

の地域社会がその制度を取り入れた。この制度は最初

の 5 年間でそれだけしか広まりませんでした。ただ、

その町はコロンビアでは最も貧しく、暴力の絶えない

町でした。その制度は、人々が自分たち自身で問題を

解決しようするために、そして復讐からお互いを殺し

あうことを終わらせるために始められました。その地

域社会のリーダーは加害者にも被害者にも接見する

ことになりました。なぜなら被害者も、しばしば将来

の犯罪者となったからです。初めは、規模は小さなも

のでした。被害者の家族は、最初は地域社会に従って

接見をしていました。これが数年間続きました。罪人

と思われる人の前に座って仲を取り持とうとするこ

とは簡卖なことではありません。でも、多くの人々が

仲介のしかたについて勉強しました。それは地域社会

だけでできることではなく、法的な仲介の専門家が必

要でした。これらの人は政治家と繋がっているわけで

はありません。結果として、未だに町には貧しい人々

はいるものの、生活の質は向上したし、暴力発生率は

低下しました。その制度は政治との関係を断ち切って

います。彼らは財政上の支援を、それもまた政治家と

繋がっていない組織などから得ています。修復司法制

度は地域社会の力を示す良い見本であり、コロンビア

のいくつか他の地域でも取り入れられています。が、

国への制度導入はまだ難しい状況です。3 年前に大統

領がこの制度を取り入れようとしましたが、やはり汚

職によって汚染されてしまったのです。 

 

山下：ありがとうございました。時間も押しているの

で、質疑忚答はこれで打ち切りたいと思います。今日

の総合討論のまとめを行いたいと思います。 

今日のテーマは司法の問題でした。話題は、冤罪や政

治腐敗、差別の問題など様々に及びましたが、どれも

興味深いものでした。司法は、国や社会の正義を貫く

ためのものだと最初のあいさつで述べましたが、各国

が共通して政治腐敗という問題を抱えているように、

justice system が、必ずしも私たちの justice にかなう

ものとは限りません。政府の justice があり、私たち

の justice があり、個々人によって違う justice があり

ます。多くの人間が共生する社会の中で、私たちの

justice をよりよい形で実現するのはどういった形が

よいのか、みなさんも考えてください。これで総合討

論を終わります。長時間、お疲れ様でした。
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6．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 

 アンケートは第7回の多国籍合宿から各企画の反省や参加者の声を聞くためにとり始めたものである。初めに、

印象に残った企画、退屈だった企画を集計したものを下に示した。次に参加者が「多国籍合宿を通して学んだこ

と」、最後に意見・要望をまとめた。 

 

アイスブレーキング 

○初対面の人同士でも「みんな」を意識して取り組めるうえに楽しいものでよかった 

○つたないながらも英語でコミュニケーションができ、留学生と話すことに対する気おくれがなくなった 

×人数が多すぎて、コミュニケーションをとるのが難しい ×自己紹介であまり声が聞こえなかった 

分科会 

○他国のことを知ることができた ○今まで知らなかった自分の国の一面が見えた 

○新しい視点を発見した ×自分が参加して体験できる時間が尐なかった 

×自分が選んだ分科会に参加できなかった ×場所割をもう尐し考えてほしかった 

異文化紹介 

○みんなが盛り上がって楽しめた。自然に人の輪ができたり、肩を組んで踊りだしたりする雰囲気がとても嬉し

かった ○同じ地球でこんなにも国によって特徴があるのだと比較しながら参加することができた  

○名前も知らない初対面の人と仲良く踊ったりできた 

ダンスの時間 

○みんなで踊って楽しかった ○たくさん大切な友達ができた。 

○留学生の盛り上がりがすごく楽しかった ○音楽で場内の人と一体感が出て、踊っても違和感がなかった  

○言葉の知識がなくても、無条件で楽しめた！サイコー！ ×部屋が狭かったから 

総合討論  

○見識が広がったように思える ○色んな国の人が意見を言い、論議を進めていくのはとても良かった 

×大事な討論だと思うが、自分には難しかった。身近な問題から始めたほうがよかった 

×通訳、翻訳が十分でなかった。準備不足だと思った ×参加者全員の参加意欲を感じられない 

みんなの時間  

○スポーツは言葉の壁をなくすと思えた ○前日に出会った人ともっと仲良くなった 

×ルールがわからない留学生が多くいた ×もっと時間が長くてもよかった 
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あき時間  

○誰かに声をかければ誰でも忚じてくれた ○すぐに仲間ができた ×なにをしていいのかわからず、暇だった  

この合宿を通して、学んだこと 

・自分から積極的に行動することが大切だということ ・日本人の言語コミュニケーションの低さ 

・壁を作らないこと。「ちがう」ことに対して、それがなぜなのか知ろうとすること 

・違う国で育ったが故の、価値観考え方の違いを知り、外国の人と話していくための心構えを学んだ 

・どこの国の人でも、みんな同じ人間だということ。みんないっしょになって踊ったりしながら感じた 

・沢山の人がいて、みんなそれぞれ違うのだ、と思った ・自国についてもっと知るべきだと思った 

・英語が共通語だが、英語圏だけに興味を集中させず、日本に近いアジアの国々に目を向けるべきだと思った 

・お互いが歩み寄る気持があるだけで、楽しく過ごすことができるということ ・自分という個人や人間性 

・日本の仏教の話を通して、神道や日本の宗教の変遷などを知ることができた 

・国は違っても自分から好意を持って話しかければ、相手もそれに忚えて笑顔で話してくれる 

その他、ご意見ご要望、ご感想 

・同じ国籍で固まっているイメージが強かった ・1 泊 2 日は人数に対してちょっと短い 

・とても楽しかった。半年に 1 回開催したい ・とてもよく構成されていて充実した 2 日間を過ごせた 

・日本人の消極性、恥ずかしがりが際立っていた。もっと自分の意見を述べなきゃダメ  

アンケート講評 

 アンケートから、この合宿が満足度の高い合宿であったことが伺える。「楽しかった」「異文化を知った」「知

らなかった文化や意見に触れ合えた」というだけにとどまらず、「自分の国について改めて考えた」「自分という

人間性について考えるきっかけになった」「外国人＝欧米という構図の日本を知った」というような意見も多く

あった。他者を知るだけでなく、他者を知ることによって自己を知り、自分を変えていく。多文化共生に向けた

素地が尐しずつ作られていく過程ではないだろうか。一方で、課題も多く伺えた。部屋割りや時間の管理など、

スタッフの準備不足や不備を指摘したもの。また、総合討論のテーマに関して難しい、内容をもっと深めてほし

いといった要望・指摘も多くいただいた。多文化共生社会への挑戦というものがいかに困難であるかの一端を示

していると思う。それを知るよい機会として教訓化し、改善策を探っていきたい。（山下 智恵） 

 

 

************************参加者感想文************************ 

多国籍合宿を終えて 

鹿児島大学・鹿児島国際大学 非常勤講師 韓尚均 

私は、2009 年 6 月 13 日（土）～6 月 14 日（日）まで、1 泊 2 日間、鹿

屋にある「大隅自然青尐年自然の家」で開かれた 2009 年（第 9 回）多国

籍合宿に参加し、多くのことを感じました。実に、多くのスタッフと参加

者たちが一つになって、無駄な時間がなく、非常に充実した 1 泊 2 日を過

ごすことができましたことを感謝申し上げます。私が感じたことを簡卖に

いえば、世界は一つであることでした。世界には、いろいろな国があります。それぞれの国の人々が自分たちの

文化や言葉を持ち、生きています。これは当たり前のことですし、いつも思うことですが、多国籍合宿に参加し

改めて実感するようになりました。人と人が平和に暮らす世の中は、理想的な世界です。相手の立場で考えるこ

とは、相手を理解する上で一番いい方法ではないでしょうか。その意味で、多国籍合宿は、相手のことを知るた

めの第一歩である、「出会い」の場でした。 
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 私は今年で、日本滞在期間 16 年になりますが、このように大勢の外国から来られた方たちと会ったことは 16

年間で初めての経験でした。私も、韓国からの留学生として 16 年前に来日して、今まで多くの外国人と出会い

ましたが、今回のように短い間でしかも 1 カ所で出会ったことはかつてありませんでした。 

世界は広く、そして、それぞれの国は異なりますが、本質は同じであると考えました。すなわち、国は違うも

のの、その国の中で生きている人達の考えは、世界どこの国でも同じであるということです。これからは、多文

化社会・多様化社会になることはある意味では、当然のことになると思われます。したがって、自分中心で、相

手を尊重しない価値観では、生きていけない社会になると思いますので、自分の狭くて浅い？考えと価値観を広

げないといけないなと思います。 

今後、多国籍合宿のますますの発展を心よりお祈りしております。 

 

 

多国籍合宿に参加して 

鹿児島大学法文学部人文学科 福宮智代 

 

初めて参加しましたが、分科会や異文化紹介、ゲームなど、盛りだ

くさんの内容を通して各国の人々と話す機会を持つことができました。 

初日の分科会は「言論の自由」に参加しました。中国の言論の自由

についての討論が行われ、中国人のパネラーが中国国内の言論の自由

について、あまり悲観せず「改善されつつある」と前向きな評価をしていたことに驚きました。いろいろな国の

人の意見も出て、国によって考え方が違うことがわかりました。ただ、アンケート調査の解析が粗かったのが残

念でした。貴重な調査をされていたので、回答者の国籍別に解析するなどすれば、もっと興味深い考察ができる

と思いました。 

夜は異文化紹介。一番印象深かったのはファッションショーです。参加者が各出身国の民族衣装を披露しまし

た。衣装の特色や華やかさ以上に私の印象に残ったのは、着ている人々の表情でした。民族衣装に身を包み、手

を振って歩く各国の人々の顔は皆、晴れやかで誇らしげでした。その表情から、出身国や自国文化への愛情が伝

わってきて、文化の多様性を守ることと、異文化共生の大切さを実感しました。 

翌日の総合討論のテーマは「justice」。各国の司法のシステムや問題が紹介され、それに対する意見交換が行

われました。各国が抱えている問題を知ることができ、興味深かったです。 

ゲームや分科会、宿泊の部屋が一緒になるなどした留学生と、挨拶と笑顔ですぐに打ち解け、休憩時間に生活

習慣や流行について話すなど、肩肘張らずに交流することができました。 

外国人に対する心の壁を無くすには、この多国籍合宿は良いきっかけになると思います。そして分科会は、遊

びや音楽などの軟らかいテーマから、社会問題や経済といった硬いテーマまで、選んで参加できるのも多国籍合

宿の魅力です。互いの文化への憧れだけを共有するのではなく、その国の悩みや問題も共有し、率直に語り合う。

それこそが本当の異文化交流だと思います。 

今回の合宿に参加して各国の抱える問題や、そこに生きる人々の考えを知ることができ、とても有意義な時間

を過ごすことができました。スタッフの皆さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。 
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7. 多国籍合宿実行委員感想 

 

多国籍合宿感想 

 鹿児島大学大学院 理工学研究科  

総務 岡田行史 

「人との出会いがあるから参加してみないか？」PC のメッセンジャーを開いてい

たら、昨年度多国籍スタッフから気軽なお誘いを受けた。多国籍合宿というものが

どういったものなのかよく理解しないまま、とりあえずスタッフとして参加してみ

ることにした。第一回目のミーティングに参加すると、日本語や英語が飛び交いな

がら淡々と論議が進行されていたので、その迫力に圧倒されたことを鮮明に覚えて

いる。それでも周りを見渡せば、色んな国の留学生がスタッフとして加わっていた

ので、国際交流が深まれば嬉しいと思い、一層やる気が沸いた。 

 スタッフに与えられた準備期間はたったの 2 ヶ月。正直この期間だけでは足りな

いと思ったが、振り返れば、光陰矢の如く過ぎていった 2 ヶ月間は充実していた。

その理由はスタッフ同士の連携が綿密に図られていたからだ。総務・広報を担当し、

開催できるよう模索しながら取り組んだが、準備の仕方が分からず、途中しどろもどろになっていた。その時、

自分を支えてくださったのが、みき姉、ひろし、まきのー、かまちゃん、児玉さん、ばっしー、他、多数の多国

籍スタッフだった。初日の受付では、たった 4 名しか申込者がいなかったので開催できるのか不安に陥ったが、

その不安も吹き飛ぶかのように受付終了時には 400 名を超える参加者数となり、安心して 6 月 13 日まで驀進す

ることができた。 

 1 泊 2 日の合宿では、各国の留学生や外国人と接することができ、異種の言葉や文化の壁があっても、時間を

共有できることが嬉しかった。スタッフとしての仕事の合間にネームカードを外し、一般参加者として多くの人

と接することができた。興味深かったことは、留学生と深夜遅くまで語っていたとき、疲れていないかと質問し

たら、「私は小さい頃、朝早くから夜遅くまで働くのが習慣であった。今の時間が楽しいから全然疲れたと思わ

ないよ」と話していたことだ。恵まれた生活が当たり前のように過ごせている日々に、幸せを感じていない自分

が恥ずかしくなった。この 2 日間を通して今回のテーマである『多文化共生社会構築への挑戦』という在り方に

ついてその意味を咀嚼しようと試みたが、容易なことではなかった。しかし、同じ空間を共有することができた

経験から、見えない境界線を境界線と感じることなく、お互いの考え方を聞いてみることがキャッチボールの第

一手だと感じだ。過ごしてきた環境や生き方は、国籍に関わらず千差万別である。その違いを埋めることはおそ

らく不可能に近いであろう。違いはあって当然である。言葉に上手く表せないが、その違いを否定するのではな

く、真摯に受け止め、優越をつけずにグレーゾーンと上手く付き合っていくことが共生につながると思う。ある

意味で気さくな面があっていいのだと思う。そうすることで多文化の受け入れがし易いのではないだろうか。 

 こんなに人を熱くさせるものがあるのは、この多国籍合宿である。愛知県で開催された万国博覧会に行かなく

ても夢の異国が味わえるのはここだけ。私は気づいたら大学院２年生。無事卒業してしまったら、来年は多国籍

のスタッフをすることができないので悔しい。留年しようか迷いも沸いてきた。もしそれを実行してしまっては

親に怒られるだけである。でもそう思うぐらい価値のあるイベントだったと思う。このパンフレットを拝見され

た方は、一般参加者、あわよくばスタッフとして多国籍合宿に参加することをオススメしたい。きっと薫陶され

ること間違いない。 
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「国際交流」の根っこに触れて 

鹿児島大学 法文学部法政策学科 

会館チューター KUFSA 担当 日高葵 

 多国籍合宿への参加は、スタッフとして今年で２回目だったわけであるが、昨年

感じたものとはまた違った充実感と達成感、そして自分への課題に気づけるものと

なった。「多文化共生社会構築への挑戦」を目標に掲げ準備していた私たちだった

が、果たしてその準備過程において、その目標は達成できていたのだろうかと問い

なおしたい。 

 今年は、昨年の反省を生かす形で、KUFSA に留学生への呼びかけを依頼し、メインスタッフとして共に活動

するように声をかけ、合宿への準備を進めてきた。まずぶつかったのは、言語の壁だ。次に仕事のやり方の相違、

考え方の違いであろう。膨大な仕事の量を協力しながらさばいていくことは、同じ国同士の人間でも時に上手く

いかないことがある。それをさらに第一言語が違う者同士で共にやっていくことの難しさを改めて感じていた。

私以外の、特に企画を統括していた部署の日本人スタッフは痛切に感じたことだろう。共同作業をやっていく際

に大切にしなければならない、まずは相手を「受け入れる」姿勢を忘れると、互いとの距離が瞬く間に遠くなる。

日本人スタッフの方が多いがために、複雑な難しい日本語で会議が進んでしまい、留学生を置いてきぼりにして

しまうこともしばしばあった。これが顕著な例だろう。しかしそんな中でも、今年協力してくれた留学生スタッ

フは、歩み寄ろうとする私たちに自らも近づいてきてくれる人がほとんどであった。その優しさと協力態勢に後

押しされて、当日まで一緒に仕事をしていくことができた。いつの間にか、日本人のやり方を相手に押し付けて

はいなかったかと振り返ると、個人的にも多々反省点が浮かび上がってくる。 

今年一番の反省点としては、「なぜ、多国籍合宿をやるのか」を、日本人・留学生スタッフ共に確認しあう、

共通認識を持つ機会を満足につくれなかったことだ。１泊２日の大イベントを、スケジュール通りにつつがなく

終わらせること≠成功、という認識が果たしてどれほどのスタッフの頭の中にあっただろうか。違う国、違う文

化、違う風習の人たちと共に生きていくこととはどういうことなのか、実感できただろうか。この合宿は、国際

交流の具現を集約した形で、大隅青尐年自然の家での１泊２日に持っていける、またとない、素晴らしいチャン

スだと私は思っている。ひたすら準備が大変だった、忙しかった、という感想だけで終わらせていいイベントで

はないと。だからこそ、参加者以上にこの合宿にどっぷり浸かって準備をしてきたメインスタッフには、準備過

程から当日までに感じたことや得たものを忘れないで欲しいし、これからの人生に還元して欲しいと思うのだ。

私自身、これからの自分へのエネルギーになると確信しているからだ。 

 相手に歩み寄り、理解しようとする気持ちなくしては、ひとりよがりな接し方では、本質的な意味で多文化共

生社会構築への実現は有り得ない。３ヶ月弱の準備期間を通し、身をもって再認識したことである。そのことに

気づけて良かったと、本当にそう思う。 

 第９回多国籍合宿に関わり、協力してくださった人すべての名前をここに挙げたいが、ここにはすべては記せ

ない。個人的にも私自身を支えてくれた仲間達に、この場を借りて、たくさんのありがとう、を送りたい。この

合宿で出来たつながりが、これからもずっと続いていくよう願っている。そしてこの合宿がこれからもずっと続

いていくことを、願っている。 

 １泊２日のために尽力したメインスタッフのみなさん、本当に心から尊敬しています。共に仕事ができて嬉し

かったです。ありがとうございました。お疲れ様でした！ 
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多国籍合宿を終えて                          

鹿児島女子短期大学 

嶋田愛佳 

当日に向けて準備が慌ただしかった割には、当日はそこまで大きなトラブルもなく成

功できたのではないかと思う。 

先発隊として、分科会場所や各宿泊場所の貼り紙を貼ったがそれがとても大変だった。

パンフレットに載っている地図があまりよく分からず、また、祈りの部屋や託児所、参

加人数が増え宿泊部屋に変更があったことなど知らなかったため何度も貼り間違えてしまったが、片平さんや若

松さんと協力しながら無事終えることができた。アイスブレーキングを見ることができなかったのが残念だった。 

分科会の時間は主催者さん（野口さん）のスムーズな進行と高度な通訳者の方（手嶋さん）がいたため、時間

通り問題なく時間は過ぎた。一つ感じたことは、分科会の参加者がとても意欲的に分科会に参加しており、より

高度な知識を求めているということだった。野口さんの分科会は、テーマから見ても将来のエコロジーを考えた、

尐しハイレベルな話題であったため、野口さん自身は、尐しでも分かりやすくするため、環境に関するいろんな

情報提供をするような進行の仕方であった。が、今参加者アンケートを見て振り返ってみると、「エコビレッジ

の紹介はわかったが、もっと具体的内容が知りたかった」「野口さん自身のエコに対する意見が聞きたかった」

など、量より質を求めた意見が目立った。参加者のニーズに合わせ、80 分間（アンケート時間を除いて 70 分間）

でいかに質の高い分科会ができるかということが今後の課題であると考える。 

初めてこの合宿に参加したわけだが、合宿当日はもちろん、それ以前の準備の段階で学ぶことは多かった。当

日への準備から当日までの期間は各国の留学生に対する配慮や、各スタッフに対する気配りが大事であった。ス

タッフの仕事は予想以上に忙しく、学校の勉強と両立させるのが大変なときもあったけれども、当日は楽しかっ

たし達成感が得られた。私自身の多文化共生への第一歩になったのではないかと思う。 

  

 

多国籍合宿感想 

鹿児島国際大学 

総合討論担当 趙子龍 

多国籍を知ったのは、元スタッフの着ていた Tシャツからだった。そして前の報

告書を読んで新鮮に思った。その厚さのせいだけではなく、それに印刷されていた

さまざまな意見を見ていけてると思った。 

総合討論はその一部である。今回の準備中に理工科を専攻する学生と何人か会った。

皆はすごくいい考えを持っていて、文科系の私より話すことが上手だった。だから、

一般のことを論じるには専攻が関係ないと思うようになった。 

また、「言論の自由」という分科会で中国の多くの微妙な問題に触れたが、私の思ったような緊張する空気が

なく、話し合った後にくつろいだ感じがした。マスコミはうずうずしていて、何かがおかしいと感じて人々を煽

り立てるようです。実際、番組で専門家に解説させる課題を、皆が話し合いを経て、はっきりわかることできる。

こういう話し合い方が意味深いと思う。 

総合討論も同様だ。風当たりが強いけど、「おしりが痛い」という多くの意見は討論の内容と関係ない。将来

印刷されるその内容を読んだら勉強になるはずだ。だから意見を交わすことは難しくない。うまい通訳者がいて、

日本語の意見を英語へ、英語の意見を日本語へ、訳することができる。しかし、訳できないものがある。たとえ

ば「友達」というもの。他言語に「友達」に該当する卖語があるけど、友達に対して外国人は日本人と違うこと

をするのだ。こういうのはよくあることだ。 
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日常においての「共生」はむずかしい。でも心理学者が言う。人間はいろんな体験して、刺激され、悩まされ、

考えされ、勉強して、成長するというプロセスで伸びて行くのだ。多国籍合宿がいい体験をする機会であればい

いと思う。 

今回は念願の Tシャツが作られていないが、報告書にはものを言わせてほしいものだ。 

 

 

第 9 回多国籍合宿を終えて 

鹿児島大学法文学部法政策学科 

分科会担当 片平知宏 

「もう、来年は多国籍のスタッフはやりたくない」留学生からそんな言葉を聞いた。

「日本人スタッフの意見ばかりが通り、自分の意見はぜんぜん採用されない」きっかけ

は些細な行き違いだったが、今まで溜め込んでいた不満がいっきにあふれ出したようだ

った。私たち日本人スタッフの何気ない行動が、いつのまにか疎外感をあたえてしまっ

ていた。留学生のこうした声を聞くたびに「私たちはなんのために多国籍合宿をしてい

るのだろうか」と虚無感に襲われ、考え込んでしまう。留学生と一緒に仕事をするのは

難しい、言語の問題、文化・習慣の問題、ちょっとしたきっかけですれ違い、相手に疎外感をあたえてしまう。 

 今年の多国籍合宿は、すばらしかった。とても盛り上がり、参加者たちの笑顔がとても印象的だった。多くの

留学生が一緒にがんばってくれた。スタッフの努力もあるが、これは何より会館チューターもしている KUFSA

担当の貢献が大きい。彼女の人を巻きこむ力と留学生への気配り、そしてそれに答えた留学生の協力がなければ、

今回のように楽しい多国籍合宿にはならなかっただろう。心から感謝したい。 

 しかし、そんな「成功」した多国籍合宿でも、準備の段階で、留学生からこうした声が聞こえたのはスタッフ

みんなが知っておくべきだと思う。前回の報告書でも書いたが、多国籍合宿は、変化を求められている。 

重要なのは、留学生（スタッフにかぎらず全ての留学生）が活躍できる場をつくることだ。そのためには、一

緒に準備をする日本人スタッフの意識を変えることが必要だ。私たち日本人スタッフは、「共生社会」というテ

ーマのために何が必要かあらためてかんがえる必要がある。会議を日本語だけで話すこと、説明がめんどうだか

らと仕事を任せないこと、忙しいからと留学生の意見を聞かないこと、そんな些細なことが問題なのだ。自分た

ちのフツーの行動が、相手に疎外感をあたえてしまうことを知ろう。そして気づいたことから変えていこう。 

もう一つ重要なことは、表面的なつきあいでは、留学生の本当の声を聞くことはできないということだ。何よ

りもまず、留学生のコミュニティに飛びこむこと。一緒にお酒を飲むのもいい、食事するのもいい、遊ぶでもい

い、ただその時に、頭の隅にこうした問題があることを留めておいてほしい。そうすればきっと、思いがけない

瞬間に彼・彼女らの本音を聞くことができるはずだ。 

相手の立場に立って配慮していくこと、相手の声を聞いて生かしていくこと、こうした積みかさねの先に共生

社会はある。多国籍合宿スタッフこそ、それを実践していってほしい。もう二度と留学生に疎外感をあたえない

ために。 
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多国籍合宿感想 

鹿児島大学法文学部法政策学科 

記録・総合討論担当 山下智恵 

解釈ではなく変革を。  

私の座右の銘だ。もともとは、「哲学がこれまでは社会の解釈に使われて

きた。でも、これからは社会の変革のために使おう」という言葉。自分勝手

に言葉の後半だけを抜き取って哲学だけに限らず、解釈に終始せずに自分や

周囲の環境を変革する力にしたいという意味に変えて座右の銘にしている。 

今回の多国籍合宿は本当の意味でこの言葉を実感できた合宿だった。後悔ばかりだったが、自分自身

の前向きな改善点の炙り出しにもなった。 

 今回、私が担当した部署はちゃいころ(託児)、記録、そして総合討論だった。総合討論は最後まで

迷走を極めた。とにかくテーマが決まらない。結局最終的なテーマが決まったのは合宿前の火曜日。

しかも「司法」という通訳も理解を求めるのも難解なテーマ。当然ながら、本番では準備不足は否め

なかった。パネリストの方の持ち味を十二分に生かすことができず、会場の意見反映もいまいちでき

なかった。２、３日でどうにかなるものではない。当然だった。パネリストのラインナップがよく、

どうにか形になった。  

 詳しい原因などについては総合討論の報告書に示しているので省くが、なによりも留学生を加えずに

自分ひとりで企画を練り続けたのが敗因だ。私は基本的に内向的人間だ。できれば、人と仕事をしたくな

い。仕事をしたくないでは語弊があり、頼みたくないというと好い様に取れてしまう気がする。つま

るところ、仕事を頼む過程で発生する人間関係のコミュニケーションが疎ましい。出来ることなら自

分でやりたい。その影響が分かりやすいカタチで出てしまった。多国籍はコミュニケーション、日本

人教育の場。それを理解していながら、出来ていない。そもそも、自覚がなかった。今回、ようやく、

わかりやすい形で理解できたと思っている。自分自身のコミュニケーション能力の欠如、面倒くさい

と思う一面を、イベントの結果によって眼前につきつけられた。 自分自身の成長を、多国籍合宿の

メインイベントといってもよい総合討論の失敗を代償にしてしまったのはあまりにも悔やまれる。し

かし、私としては、とても大きな収穫だった。  

 今年は合宿全体でとてもうまくいっていたと思う。その要因は留学生をうまく巻き込んだことだ。

盛り上がった、楽しかった、というイベントには必ず留学生が盛り上げ役として中心にいてくれて、

さらに日本式なきつい施設規則をうまく伝えてくれたからこそ衝突が尐なく、お互いに楽しく過ごせ

た。日本人スタッフだけでは成し遂げられないし、当然留学生だけでもこの内容と規模は実現できな

い。もちろん実際は裏でも面でも問題は山積みだ。でも、そんな風に尐しは思える。だからこそ、自

分が担当した総合討論がうまく留学生を巻き込めずに不発に終わってしまったことがとても悔しい。  

 

来年は就職活動があり、メインスタッフはできない。  

４回の合宿参加チャンスのうち、私がスタッフ参加できたのは２回だけだった。記録だけをしてる

うちでは、今回感じた実感はなかなか得られなかった。昨年度の報告書に載せた文章。やはり、記録

として、合宿を解釈する態度に徹底していた。自分自身はいない気がする。でも、今年は合宿を通し

て自分を変革する認識を得ることが出来たと思う。 
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まず何より先に、多国籍合宿を円滑に運営し成功に導くための、全てのスタッフに

よる素晴らしい努力に対して最大限の感謝を伝えたいと思います。私はいまスタッフ

のひとりとして、世界中から集まった違う文化と習慣をもつ人々をまとめるという、

難しい仕事を実現させました。実行委員会のスタッフたちの協力と熱意がなければ、

この多国籍合宿を計画することもできなかったでしょう。彼らの熱意と意欲が、結果

的に多国籍合宿の品質と効率を大きく向上させたことについて、全てのスタッフに

｢おめでとう｣と言いたいと思います。私は 2007 年に一般参加者として参加し、そし

て今年は幸運なことにスタッフになり、初めて”心のとげ”を抜くことができました。私は自分の意見を言うこと

が恥ずかしく、自信がありませんでした。しかしこの活動によってチームワークへの理解、建設的なミーティン

グ、そして日本語能力の向上など、多くについて学びました。あなたもただ 1 回参加するだけでも多くの隠れた

物事を学び、経験することができるでしょう。これは、異なる文化・宗教・社会について知り、世界中に多くの

友人をつくるとてもいい方法なのです。 

また分科会の主催者として、このプログラムが私たちの国を紹介する機会を与えてくれたことに感謝します。

私たちの文化や考えを参加者と共有する事ができて、とても嬉しく思っています。 

願わくば、私たちのプレゼンテーションを楽しみ、またエンターテインメントだけではなく教育の一環として方

向づけることができれば幸いです。 

 私たちスタッフは、時には全ての参加者を満足させることができません。それは｢人は完璧でない｣という欠点

にあります。しかし私は、全てのスタッフが多くの努力を費やして、できる限り完璧に近い｢最高の仕事｣を成し

遂げようとしたと信じています。 

私は、このイベントが今年よりも品質が向上しながら毎年続けられることを願っています。 

私たちが互いに協力し合い、一体となって内気な壁を破壊できれば、このイベントをより成功させることができ

ると信じて、ここに文を結びたいと思います。「テレマカシ」 

Yusuf Shuaib Bin Ibrahim 

修士課程 地球環境科学専攻 

鹿児島大学留学生会 スポーツ･セクレタリ 

 

 

 私は多国籍合宿 2009 主催者のひとりとして、スタッフとボランティアたちが最大限の努

力を費やして、このイベントを円滑に運営できるように働いているのを見ました。全員が

自分の仕事をやり遂げ、投げ出したりはしません。スタッフたちは参加者を楽しませるこ

とができたし、彼らからの質問や要望にもちゃんと忚えられました。スタッフをするのは

確かに大変な仕事です。イベントを実現しその運営のために多くの時間と努力を費やす必

要があります。この計画とミーティングに費やした多くの努力こそが、成功のために不可

欠であったのは確かです。 

スタッフは多くの仕事や責任を両手に抱えていることを意味しますが、できる限り楽しむ

こともそれに含まれています。参加者が多国籍その瞬間とプログラムを楽しんでいるのを

見たときに、私たちが綿密に計画しようとしたものが正しかったと確信しました。 

 またその一方で、ひとりの参加者として、多国籍合宿というイベントは外国人と日本人が友情を固めるのに非

常に重要な機会だと思いました。多文化共生を成し遂げることは、色の違う各国の文化を発見し、自分と何が似

て何が異なるのかを見て、私たちの美しいダンスや歌などの才能を理解し、そして日本人や外国人に新しい友人

をつくることです。それが私がこの日本で日常的に接する中で感じたことです。そしてこのイベントは私たち文
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化や習慣の違いを乗り越えるための架け橋になり、友情を進展させて結束を強めることになります。 

 また私は参加者として分科会を楽しむことができました。スポーツを通してバングラデシュの歴史と文化を他

の参加者と共有するいい機会でした。それぞれ言語や文化の壁を心配することなくスポーツを皆で楽しめること

は、バングラデシュを紹介するユニークな方法でした。 

私は夜の異文化紹介も好きでした！ 出演者たちは素晴らしく、世界中から集まったタレントのようでした。ダ

ンスや歌などのパフォーマンスを観ている間、私は世界中を旅しているように感じていました。パフォーマンス

はどれもインタラクティブで、まるで観客も一緒に混ざって参加しているようでした。観客が参加することはど

のプログラムにとっても重要で、異文化紹介の夜は大成功のうちに過ぎてゆきました。 

 私は、多国籍合宿というイベントはこれからも毎年走り続けるに違いありません。外国人と日本人の文化や才

能が混ざり共有する機会を提供し、さまざまな人々の関係と結束を促進するために。 

多国籍合宿を通して、私は確かに多様性の中に統一というものを見ることができました。 

Md. Imranul Hoq 

博士課程 忚用生命科学専攻 

鹿児島大学留学生会 会長 

 

 

多文化共生社会と多国籍合宿 

鹿児島大学法文学部法政策学科  

実行委員長 梶原 莉那 

「『多文化共生社会構築への挑戦』という目標を掲げる多国籍合宿において、何をすべ

きか」2008 年度からスタッフを始め、真剣に考えたことである。多国籍合宿はすばらし

いイベントだとは思うが、多国籍合宿が成功したからといって、この世から貧困や暴力

がなくなるわけではないし、こうしている今でも、世界のどこかで人が亡くなっている。

「多国籍合宿の成功＝多文化共生社会の実現」という図式は成り立たないのである。あ

る方から「大学の卖位にもならないのに、どうしてそこまでして多国籍合宿のスタッフを頑張るの？」と聞かれ

たことがある。その時は「多国籍のことが気になって仕方がない」「とにかく楽しいから」と思っていた。実際、

多国籍合宿のスタッフをすることはものすごく大変だが、とにかく毎日が充実していて楽しい。しかし、「そう

いえば、何で自分はここまで頑張っているのだろう？」と自分に疑問を投げかけた時、明確な答えが自分の中に

あったわけではなかった。そんな状態で実行委員長をやってしまったのだから、無責任で情けない話である。 

 だが、実行委員長をしていたからこそわかったこともある。それは、「多国籍合宿」というイベントそのもの

の楽しさだ。2008 年にスタッフをしていた際は、スタッフ経験のある方が尐なく、新人が責任者かつ一人で一

つの部署を担当するという、いわば「異常」な状態だった。おまけに私は二日目の、いや、多国籍合宿の最大イ

ベントである総合討論の責任者。総合討論のスタッフをしたことは、それなりに楽しかったし、私にとっても大

いに勉強になり、いい経験になった。しかし、新人で責任者という以上、とにかく目の前にある仕事に必死で、

逆に仕事が手薄になると不安を感じていた日々を送っていたのも事実である。また、合宿当日も二日目の準備で

一日目は潰れ、二日目の総合討論後もすぐ施設の清掃に取りかかり、そのまま大学に帰った。つまり、分科会や

異文化紹介などでしか味わえない多国籍ならではの楽しさを全く味わえなかったのである。 

 「今年は多国籍全体に関わってみたい」という思いが湧き出たのも、そのせいかもしれない。実行委員長の仕

事も決して楽ではなかったが、去年より、多くのスタッフや留学生に触れ合う機会を得た。総合討論一色だった

去年と違い、スタッフや留学生と雑談したり冗談を交わす機会も増えた。「どこかの部署に問題が生じたら、そ

れはおのずと全体に波及する。私は全体を見渡し、各部署が問題なく仕事をしているかどうか確認し、もし何か
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問題が生じていたら真っ先に私が対忚するようにしよう。」と常に念頭に置いて活動していたので、その分、委

員長がしなくていい仕事もこなしていたのは否めないが、去年より余裕を持って仕事することができたように思

う。そして何よりも合宿当日。大隅行きのバスの中でも盛り上がったし、二つも参加した分科会も充実していた。

異文化紹介も初めて一通り見ることができたし、夜に大勢の人と音楽に合わせて踊ったのも人生初体験だった

（笑）。語ろうとすればきりがないが、言葉では言い表せないような楽しさと充実感があの二日間には詰まって

いた。「これで多国籍合宿が終わるなんて考えられない。スタッフのみんなにも、もうこんなに頻繁に会えなく

なる。」何度そう思ったことか。 

 多国籍合宿をする意義の一つは、一人でも多くの人々にこの「楽しさ」を伝えることではないだろうか。『多

文化共生社会構築への挑戦』をアピールするには、多文化共生社会は素晴らしいもので、実現すべきものである

ということを一人でも多くの人々に伝える必要がある。その伝える方法として、多文化共生社会を「体感する」

というのはとても効果的だ。鹿児島に住む日本人と留学生が一泊二日合宿するという、小さな「多文化共生社会」

を実現する。この現実には有り得ない世界が、日々の生活や社会のしがらみにがんじがらめにされている私達を

引きつけ、魅了し、「また多国籍合宿に参加したい」「もっと国際交流に携わりたい」と思わせる。合宿が終わり、

日常の生活に戻っても、あの楽しさを忘れる人はいないだろう。むしろ忘れないでその思いを大切にしてほしい。

「多文化共生社会を実現したい」という思いを一人でも多くの人が持つことが、『多文化共生社会構築への挑戦』

という目標を、合宿にとどまらず、この現実世界においても達成するための原動力になるのだから。 

 しかし、ただ多文化共生社会に憧れるだけでは実現しないのも事実である。現実世界において、どういう文化

があり、どのような問題が世界にはあるかを知ることは重要である。現状把握とその分析、及び解決策の提案と

その実行は、多文化共生社会を実現するにおいて避けて通れないからである。無論、多国籍合宿の二日間のイベ

ント内容は、日常生活においては決して知ることのできない世界の文化・諸問題を知り、体感することができる

ように企画されている。合宿の一日目は大いに楽しみ、二日目の午前中は寝てしまったり、途中でイベントから

抜けたりする人も見受けられる。だが、多文化共生社会の実現は、理想でありなすべきことであると同時に、困

難を伴うものであるということを忘れないでほしい。だからこそ私達スタッフは、多くの人に世界の現実を知っ

てもらいたい。どうすればこの世から貧困はなくなり、どうすればこの世から暴力がなくなるのか。「国際問題

なんて、難しすぎて自分にはわからない」と思う人がいるかもしれないが、あきらめないでほしい。専門家達に

よって多くの議論と解決策が提示されているが、未だ実現に至っていないのだから。 

 多国籍合宿に出会えて、スタッフをして本当によかった。多国籍合宿を通して、多くの人々と出会い、支えら

れた私はとてもラッキーだった。特に私は他ならぬ「2009 年」に実行委員長をすることができて本当に幸せだ

った。去年からスタッフをしていた人達が今年もスタッフをしていて、多国籍に対し、問題意識を持つ人達と切

磋琢磨することができた。新人スタッフもモチベーションが高く、一生懸命頑張っていた。留学生や施設の方々

をはじめ、多くの人々の支えがあった。夜な夜な遅く帰ってくる親不孝の娘に、両親は一切口を挟まず、見守っ

てくれた。特に、自宅生が多国籍合宿のスタッフをすると、真っ先に迷惑をかけるのは両親であり、家族である。

私を支えてくれた人達に改めて感謝したい。そして、多国籍合宿が、鹿児島から世界へ「多文化共生社会構築へ

の挑戦」というメッセージを発信し続けるイベントとして発展していくことを願ってやまない。 
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8. 多国籍を支えてくれた縁の下の力持ち 
*************************************************************************************************** 

●ちゃいころ 

・苧野あすか ・平城亜弥華  ･小八重奈々  ・城山彩美 

・安藤理奈  ・辻さとみ  ・脇元憂美香  ・服部薫 

 

 家族連れでの参加も多い本合宿において、保護者が安心して分科

会や総合討論に参加できるように託児を実施している。その託児を

毎年担ってくださっているのが、ちゃいころの皆さんである。“ち

ゃいころ”は、鹿児島大学所属の児童心理研究会“Child 

Psychology”の略称。1977 年成立以来、日曜学級をはじめさまざまな活動をおこなっている。元気に走り回る

子どもたちとともに遊び、同時に怪我がないように見守るという、とても骨のいる役割を引き受けてくださった。

そのおかげで、保護者は安心してプログラムに参加することができ、子どもたちは怪我もなく、友達をたくさん

つくって楽しい時を過ごせたようである。 

 今年度は上記 8 名の方にご協力いただいた。本当にありがとうございました。 

 

●放送部 

・山﨑修輔 ・山尾海彦 ・小田充穂 ・小荒田裕理 

 

 放送部の方々には、合宿の音響全般を担って頂いた。本合宿最初の

企画であるアイスブレーキングから 2 日目の最後のあいさつまで、す

べての企画は放送部の方々の協力なしでは成り立たなかった。音響確

認や録音、マイクの設置だけでなく、司会やパフォーマーとの打ち合

わせなども含め、細かで専門的な作業を膨大な量こなしてくだった。

スタッフの不手際でご迷惑をおかけした際も、なんとかして最善策を取ろうと真剣・真摯に対忚していただき、

何度も救われた。 

 今年度、ご協力いただきました上記 4 名の方、本当にありがとうございました。 
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●第二部 

1.2009 年多国籍合宿を振り返って 

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

 「2009 多国籍合宿って、一体何だったのだろう？」卒業を迎えるスタッフが多い中、翌年度の 2010 年度から

報告書作成に取り掛かりながら考えたことである。2010 年度多国籍合宿に各々が参加しながら、卒業後の将来

を見据えて、「2009 ならではの多国籍合宿とは何だったか」「自分にとって多国籍合宿とは何だったのか」皆で

議論しながらできあがったのがこの第二部である。 

2009 年度の特徴としては、「KUFSA 担当」という部署を新たに設けて、多国籍合宿を日本人と留学生でとも

に作り上げようとしたことである。例年、留学生スタッフが減り、日本人スタッフばかりで合宿の運営を行うこ

とは多国籍合宿の理念に反すると考え、KUFSA 担当を立ち上げた。留学生とともに合宿を成功させようという

試みは、ある程度の成果は得られたものの、課題も山積している。留学生と日本人スタッフ双方の意見も掲載し

ているので、今後の参考になればと思う。 

 また、卒業を控えるスタッフが多い中で執筆したのが「多国籍合宿 Before&After」である。これは文字通り、

多国籍合宿に参加する前と参加した後の自分を客観視して書き上げたものである。私たちスタッフにとって、こ

の多国籍合宿から得たものは計り知れず、多国籍合宿がなければ今の自分はなかったといっても過言ではない。

就活をしながら執筆するもの、留学を決意し、留学先で執筆するもの、それぞれ胸に秘めている思いは様々だが、

各々が多国籍合宿から得たものを生かして、今後の人生を歩んでもらえれば幸いである。（梶原 莉那） 

 

2. 留学生とともに～KUFSA 担当から見えた多国籍合宿（日高 葵） 

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

2-1. メインスタッフから始まる「多文化共生」 

2001 年から始まったこの「多国籍合宿」、2009 年で第 9 回を迎えた。年ごとに、この合宿を企画・立案・運

営まで行うメインスタッフのカラーはさまざまである。しかし、私達 2009 年スタッフが知るかぎりで、毎年共

通しているあることへの疑問が、浮かび上がった。 

「なぜ、メインスタッフのほとんどが、日本人なのか」。 

もちろん、各分科会主催者、総合討論パネリストの方々など、合宿実現のために尽力してくださった方々は、

国籍問わず幅広く協力してくださっている。毎年参加してくださる上、パネリストや主催者になってくださる方

もいらっしゃる。 

「多文化共生社会構築への挑戦」を掲げているにもかかわらず、それを準備するスタッフのほとんどは日本人。

考え方も、やり方も、視点も、日本人のやり方で行ってきたことに、疑問を抱いた。主に大学生で構成されるス

タッフながら、留学生がスタッフとして来ないのは、なぜだろう。そして、その状況が「当たり前」になってし

まっている。 

1 泊 2 日という短い期間で、多文化共生社会を参加者に体感し、実現に向けてどうすればいいのか、尐しでも

考えてもらうきっかけを生む役割をもつ、この合宿。 

では、それを発信するスタッフ側から、それを理解する努力をすべきだろう、という声のもとで、「日本人ば

かりで創る形態をまず変える」ために、「KUFSA 担当」という新部署を設立した。 
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2-2. KUFSA 担当設立 

KUFSA とは、鹿児島大学留学生会、の略称である。鹿児島大学に留学してきている留学生間の友好関係が築

けるよう、また、日本人との交流・親交を深め、互いに歩み寄ることを目的としている組織である。実行委員と

して選出された（偏らないよう、各国から 1 名ずつを目標としている）二十名ほどの実行委員が存在する。彼ら

を中心に、毎月さまざまなイベントが開催されており、そこに参加することで、日本人と留学生間の繋がりが生

まれる。 

KUFSA 担当は、その鹿児島大学留学生と連携することで、多国籍合宿を日本人・留学生の垣根なく創ってい

くことを目的として設立された。 

具体的には、KUFSA ネットワークから、メインスタッフを共にやる留学生を巻き込むところから始まった。多

種多様な国から、最終的に 10 名ほどの留学生がメインスタッフとして一緒に活動することとなった。 

そこから、留学生スタッフと日本人スタッフ間の、橋渡しの存在を意識し、「協働」を意識し、問題点と解決

策を提案していった。 

 

2-3. 協働することで生まれた変化 

①会議・レジュメで使用する言語を二言語に 

→今までは、会議でも何でも日本語のみで全てが進んでいた。しかし今回は、鹿児島に着たばかりで日本語がま

だわからないスタッフと準備を進める。相互の共通認識をはかるために、①レジュメは、日本語･英語の両方で

作成 ②会議では、基本的に英語で発言する 

ことを基盤とした。 

②KUFSA と連携することによる参加者の増加 

→2009 年は、意識的に広報も広く行った。その広報の中で、留学生が個々に持つネットワークへの呼びかけも

活発に行われた。そういった努力も功を奏し、430 名という最大数の参加者を募ることができた。 

③スタッフ間の衝突と気づき 

→第一言語の違いによる誤解、仕事のペースの違いによる衝突は、たびたび起こった。日本人特有の「空気を読

む」雰囲気は通用しない。「何がしたいか」「どうして欲しいか」「なぜそれをやらなければならないか」・・・常

に主語を「私は」で発言し、かつ互いに尊重しあう姿勢を持つことは、2001 年から行われてきたことではある

が、やはりその中で衝突は必ず起こる。そのたびに「違い」と向き合い、歩み寄るための話し合いは欠かさなか

った。「多文化共生」の難しさ、をスタッフ間で体感していた。 

 

2-4. 留学生スタッフが感じたこと 

Q. 2009 多国籍合宿の当日や準備中のスタイルはどうでしたか？ 

A. 多国籍合宿準備のスタイルは良いが、総合討論、分科会、異文化紹介については

さらなる進化が必要だ。総合討論に関しては、80％の参加者が寝ていたので私は尐し

悲しかった。テーマが詳しすぎるのと、面白くない、もしくはみんな疲れていたのか？

原因をしっかりと考える必要がある。 

Q. 多国籍合宿の準備のスタイルに関して、何か意見はありますか？ 

A. 会議については、2 時間だけで十分である。スタッフは、会議の前にお互いメーリングリストですでに話し合

っているからである。会議は、決定をするためだけの場であり、スタッフ以外の人から新しいアイディアや結論

を得る場なのだ。このような状況において、議長の役割は、どの部分が重要で、不適切なものを削除することを

考慮するにおいて重要である。タイムマネジメントは大事である。留学生としては、言語が一番の問題。素晴ら

しいアイディアを彼らから引き出すには、それを助ける通訳が必要。会議では、「なぜ」という部分に焦点を当
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てるのではなく、「よりよい解決策を導くためにはどうすればよいか」により焦点を当てるべきである。 

Q. あなたの率直な意見をお聞かせください。 

A. 毎年、この合宿のために新しいスタッフがやる気をもって入ってくる。確かにその新しい子達は十分な経験

がない。だから、先輩スタッフ達は、極度のプレッシャーをかけることなく、新しいアイディアをあげながら、

勇気付けたり助けたりするべきだ。もちろん準備期間中に、ミスもあるだろう。でも、人として、「だれしも完

璧でない」し、自分達が自分達自身を判定するようには、他人のことは判定できないし、それらは普通のことだ

からである。みんな違った人間だ。一番良い方法は、心からの思いやりと、ポジティブシンキングで導いてあげ

ることだ。効率的に彼らに仕事をさせるなら、尐しのプレッシャーを与えることはいいことであるけれど、いつ

もそうではいけない。機械だって、毎回プレッシャーを与えられていたら壊れてしまうだろうに、なお人間だっ

たらどうだろう？特に、心の部分で。そして、もしそのようなことが継続的に起こってしまえば、怒り、不満足、

そしてトラブルなどの悪影響を引き起こしかねないし、さらにはもしかしたら、次回の合宿でもう一度、次世代

をサポートすることができなくなってしまうかもしれない。私達もわかってるように、ほとんどのスタッフは学

生であり、勉強したり、寝たり、食べたり、諸々のことをやるに十分な時間が必要なのである。もしも日々の生

活、もしくは本来やるべき仕事がたったひとつのことによって邪魔されてしまっているなら、私にしてみれば   

とんでもないことだ。例えば、もしも彼らが、朝まで、もしくは食べるのを忘れるほどに働いたら、体調を崩す

し、特に日本人スタッフは新しいアイディアを生み出すことなんてできない。私は、日本人スタッフの頑張りや

な仕事のやり方が誇らしいし、本当にびっくりしている。でも時々、私から言わせれば、頑張って仕事をするの

でなく、賢く仕事をするのもまた大事である。この合宿では、スタッフには留学生・外国人が必要である。そこ

から、異なるアイディアをあつめたり、効果的なコミュニケーションやよりよい理解への異なるやり方を集める

ことができるのである。私達は、彼らに興味を持ってもらうような工夫をする必要がある。どのようにか？日本

人の学生はそれについて考えるべきだ。「異なる人間は、それぞれ違う考え、違うやり方を持っている」。最終的

に、この合宿においてつくることができた友情が、当日だけでなく永遠に続くよう願うばかりである。 

Yusuf Shuaib Bin Ibrahim 

修士課程 地球環境科学専攻 

鹿児島大学留学生会 スポーツ･セクレタリ 

 

2009 多国籍合宿のメインスタッフの一員として、私はこのイベントを成功させる

ためにベストを尽くすスタッフやボランティアの人々の懸命な働きぶりを目の当た

りにした。みな自分自身の仕事に精一杯取り組み、けっして仕事を投げ出したりしな

いのだ。スタッフの方々は、参加者が楽しみながら活動できるよう取り計らい、参加

者の要望に答えようとしていた。なかには大変な仕事をこなすスタッフもいた。とい

うのも、多国籍合宿を成功させるためには、非常に多くの時間と労力を要するからだ。

そう。スタッフの仕事は骨の折れるものなのだ。しかし、計画をたてたり、ミーティ

ングをするといったすべての取り組みは、多国籍合宿を成功に導くために必要不可欠

なものなのだ。スタッフはとても多くの仕事を抱えているが、それでも私たちは楽しむことができた。私たちが

準備したプログラムを参加者が楽しんでいる姿を見ると、充実感にあふれるのだ。 

 一方で、このイベントの参加者として、私は多国籍合宿が、新たな友人を作り、外国人と日本人の絆をより強

くする重要なツールであるということを認識した。多国籍合宿は、いくつかの目的を兼ね備えた「多文化共生社

会」であるということだ。すなわち、様々な国々の色とりどりの文化を見つけ、自分とそれらの似ている部分や

異なる部分を知ること。歌や踊りから、私たちは素晴らしい才能を持っていると認識すること。ここ日本での、

日常の偶然の出会いとして、新しい外国人や日本人の知り合いを作ること。そして、この多国籍合宿が、互いの
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文化の懸け橋となり、私たちの間のギャップを埋めることにより、互いの友情が結ばれることである。 

 私は参加者として分科会を楽しんだ。スポーツを通して、我がバングラデシュの歴史や文化をほかの人たちと

共有する機会となった。スポーツは、言語の問題や文化の壁を取り払い、参加者にバングラデシュを紹介するユ

ニークな方法だ。というのも、それぞれの国で独自のゲームがあるからだ。 

 異文化紹介も私は好きだ。パフォーマーはとても素晴らしい。まるで世界中のタレントのショーだ。パフォー

マーを見ていると、歌や踊りを通して、すでに世界中を旅しているように感じる。パフォーマンスはパフォーマ

ーにも、観客にも影響している。観客の人々もみな一緒にショーに参加するからだ。一つ一つのパフォーマンス

で、観客が参加することはとても大切なことである。 

 多国籍合宿のようなイベントは毎年開催されるべきだ。多国籍合宿は、外国人と日本人に、それぞれの文化と

才能を混ぜ合わせ、共有する機会を与えてくれる。多国籍合宿は、国籍の異なる人々との信頼関係や調和などと

いったものを構築してくれる。多国籍合宿を通して、私は多様性の中に調和を見出したのである。 

Md. Imranul Hoq 

博士課程 忚用生命科学専攻 

鹿児島大学留学生会 会長 

 

2-5. 日本人スタッフのエピソード 

ハラルから見えた異文化理解 

鹿児島大学法文学部法政策学科 

実行委員長  梶原 莉那 

 多国籍合宿に携わる人達には「異文化理解」が求められる。相手の価値観や相違を認

識し、尊重することなしには「多文化共生社会」は有り得ない。私は自分なりに留学生

に歩み寄ろうと努めていたつもりだし、これからもそうしていこうと考えている。しか

し、この「歩み寄る」という行動の主語は何も「日本人」だけではない。私は外部との連絡係として、ハラルに

ついて扱う機会があった。そのことから、一方的ではなく、双方が歩み寄らないと共生は適わないということ、

そして、自分自身が、まだまだ留学生や異文化とぶつかりきれていないということを改めて知った。 

 ムスリムは酒と豚を食べることができない、ということは多くの人が知っていることと思う。では、牛や鳥は

私達ムスリム以外の人達と同じように食べられるかというとそうではない。ムスリムにとって、動物の血は体に

毒であるとされるため、肉を切る際は頸動脈を切らないようにして切りさばくのである。こうしてできた肉は「ハ

ラル(halal)」と呼ばれている。ハラルは市販の肉と異なるため、例年の合宿では肉類を一切含まない献立を用意

している。しかし、肉がないとさすがに不評を買ってしまう。そのため、2009 年度は業者の方にハラル肉を用

意できないかお願いした。そして、1 日目の夕飯だけ、300 人分のハラル食を用意することに成功したのである。 

 事前にお願いしたのは何もハラルだけではない。酒や豚が食べられないのであれば、ラー油、コンソメ、地酒、

みりんも使用することはできない。日本食の味付けに地酒、みりんはかかせないし、ラー油、コンソメが使えな

いとなると中華料理、スープ類も大抵のものはアウトだ。そのため、何度も業者の方に献立を FAX で送っても

らい、ハフィーズ先生に何度もチェックしていただいた。業者の方にも再三献立の変更をお願いした。「みんな

が同じ料理をおいしく食べることができるように」そう願って用意した献立は、ムスリムもそうでない人達も分

け隔てなく食べることのできるものであったのだ。 

 だが、それでも問題は勃発してしまった。食堂に掲載していた献立表に酒・ラー油等の表示がされていたので

ある。ハラル肉だけは別のテーブルに設けていたため、それ以外の食べ物は食べても問題ないと安心して、献立

をチェックせずに食事をした留学生が多くいたことと思う（実際、それで問題ないのだが）。しかし、日本人用

に作成された献立表を施設の方がそのまま使用したため、事情を知らない留学生が自分はハラルではないものを
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食べてしまったと勘違いしてしまったのだ。私が施設の方に再度確認して、献立に問題ないことを伝えたが、そ

の際「なんだ…もういいよ！」ときつく言われてしまった。 

 みんなにおいしいご飯を食べてもらいたかったのに、自分のミスで留学生に不快な思いをさせてしまった。せ

っかく何度も献立のチェックをハフィーズ先生にお願いし、施設に何度も FAX を送ったのに、それが全て水の

泡になってしまった。私はそのことがすごくショックで、やりきれなかった。 

 とにかく悔しくて「私のミスだ」「あの時こうすればよかった」と幾度となく考えた。しかし、どうも腑に落

ちない点がいくつかあった。というのも、「どうしても無理」と思ってしまうのだ。私はムスリムではない。だ

から、ムスリムの人達が食事の際、どのようなことに気をつけて、どのようなことを考えながら食べているかを

「100%」知った上で対処するのは不可能だ。だから、今回のようにどうしても気づかないことも多々あると思

う。ムスリムでない以上、献立まで注意が行き届かなかったのはある意味仕方がない。あれが私のベストだった

のだ。それに、食事時間が開始してから私が問題に気づくまで、30 分経過していた。ではなぜ、留学生は他の

日本人スタッフや施設の方々に献立について尋ねなかったのか？日本人の食事スタッフは何をしていたのか？

ただ一言「この献立に酒と豚が入っているのは本当か？」と一言聞けばそれで済む話だ。それなのになぜ、私が

来るまで問題が未解決のままだったのか？私達日本人は、ムスリムや他の留学生に「配慮」することはできる。

しかし、ムスリムや留学生に「なる」ことはできない。そうである以上、何かあった際は、ちゃんと言ってくれ

ないとどうしようもないのである。 

 そういう意味では、私も人のことをとやかく言える立場ではない。あの時「何で他のスタッフに献立について

聞かなかったの？」と尋ねたりしなかった。「そういうことは、ちゃんと言ってくれなきゃ困るよ。私達はムス

リムではないから、わからないこともあるんだから。それに、私達スタッフが、あなた達にハラルでないものを

食べさせると思う？この献立、何度もチェックしたんだよ。私達がそんなことするはずがないでしょう。もう尐

し私達を信頼してほしいな」と言えばよかった。日本人だけが異文化理解をしようと努力しても意味がない。そ

して、自分の本音を相手にぶつけないと、異文化も互いもわかりあうことはできない。互いを理解し、尊重しあ

うためにも、まずは自分自身が変わっていこうと思う。 

 

留学生とのエピソード 

鹿児島大学農学部生物環境学科 

異文化紹介  小川 裕也 

多国籍合宿 2009 年では、留学生と一緒に多国籍合宿を作っていったという印象が強

い。 

スタッフの中には KUFSA 担当という担当もあり、留学生を巻き込んでの多国籍合

宿の制作に力を入れていた。自分も異文化紹介の企画担当として多国籍合宿を作って

いく中で、留学生との関わりは去年より増して多いものとなった。留学生の協力なくして作れるものではない異

文化紹介の企画担当となり、留学生と関わりも増え、問題も発生する事があった。英語が伝わらないための連絡・

確認不足、招集時の集まりの悪さ、お祈りの時間を考慮していなかったために当日慌ててしまう事など…。一番

大変だったのが自分の中では異文化紹介に出る予定ではなかったはずの留学生が、パフォーマンスをするつもり

で準備をしてきた事が直前に分かった事である。異文化紹介担当の留学生が、パフォーマンスの依頼をそのパフ

ォーマーにしていた。しかし、それ以降の連絡がないので自分の中ではそのパフォーマンスがないものと思い込

んでしまったことが原因であった。プログラム上パフォーマンスを増やしたくなく、何も知らなかった自分は、

その突発的なパフォーマーに対して何を言えばいいかわからず、怒らせ悲しませてしまったことがある。最終的

にパフォーマンスはしてもらったのだが、嫌な気持ちにさせてしまい、残念であった。 

自分は今回の多国籍合宿で初めて留学生とのトラブルを体験した。トラブルとは避けたいものであるが、今ま
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では留学生とのトラブルを避けるべく、「留学生」を避けていたのかもしれない。留学生をなにか特別な存在で

あると感じていた。それ故に留学生と接するときには、トラブルが起きないように、起こさないように、表面的

な関わり方で終わらせていた。しかし、真剣に留学生の事を考えるようになったのは留学生と衝突してからであ

る。尐しずつトラブルをチャンスと思える、衝突する事に挑戦する大切さが分かってきた。自分の中にはまだま

だ「逃げ」の部分が多いが、そこに気がつけたことは大きいのかもしれない。 

多国籍合宿制作側は留学生と日本人学生が意見を出し合い、悩んで、結果を出すことが期待されている。しか

し自分の知る限りでは、多国籍合宿に対する思いが熱く、悩み暮れるのは日本人スタッフが多く、多国籍合宿開

催を発進するメンバーも日本人が多い。日本人ベースの多国籍合宿を留学生に手伝ってもらっている感じは否め

ない。スタッフの入れ替わりも激しく、多国籍合宿の意図が分からないにわか仕立てのスタッフには理想の合宿

づくりは容易なことではない。もう尐し留学生に対して、同調しやすい雰囲気を作らないと理想には近づけない

と感じた。ただ、留学生に対しても、もう尐し協力的になって欲しいところもある。 

課題を克服したら、新たな課題が生まれる。多国籍合宿はこれからもそうであってほしい。 

 

2-6. 今後の展望、多国籍合宿から始まる多文化共生 

国境を越えれば文化も変わる。食べ方ひとつ、人との付き合い方一つ、何もかもが違うことも珍しくはない。

鹿児島という本州の最单端の県で、県境どころか国境を越えて「共に生きる」を本気で実現させようとする試み

が、毎年学生の手によって行われる、それが「多国籍合宿」である。この合宿に参加しなければ、「日本人であ

る自分」を意識することもなかった、と感じる参加者もいたのではないだろうか。また逆に、日本人と触れ合っ

てみて、自分の出身国以外の参加者と触れ合ってみて、「違い」に改めて気付く留学生もいただろう。 

数ヶ月の準備を通して、メインスタッフ各々で思うところはたくさんある。共に準備を進めていくなかで、「ど

うしたって理解しあえない」ところが、互いに見つかった瞬間もある。日本人はいつもニコニコしているけれど、

実際はどう思っているのかさっぱり読めない。外国人は仕事がつまっているのに、どうしてあんなにマイペース

なのか。わたしたちは一所懸命準備しているのに、などなど。互いにどうしても分からない、という部分がでて

くると、衝突は避けられない。しかし、その瞬間こそがチャンスなのである。ぶつからないまま、知らないまま、

互いに自分の先入観というフィルターを通して、相手を見たままで終わることのほうが問題である。違いを実際

に体感し、向き合うことができる多国籍合宿は、なかなか得られない経験ができる場所であることが、今回の準

備段階で再認識できたことである。 

KUFSA 担当という新部署を設立し、外国人との協働を試みた 2009 年多国籍合宿であったが、課題も多く残

る。多国籍合宿が終わってしまえば、そこで関係も途切れてしまうということは、メインスタッフだけに限った

問題ではないが、やはり顕著な傾向である。第一言語のコミュニティの中だけで生活していては、本当に「共に

生きる」ことは不可能である。自分と違う部分を持つ相手を思いやる気持ちや、相手の文化に対する理解など、

根本的な部分の違いへの許容なくして共生は実現しないのである。思いやりと遠慮の混同が日常的である交流や、

限定的な交流しかできないようでは、まだまだ道のりは遠い。多様な国からのメインスタッフが自然に集まり、

「共に生きる」ことに本気で挑戦してゆけるのが理想である。しかし、壁を越えるためのあと一歩がまだ不足し

ている。 

この多国籍合宿という限られた場所では、多文化共生の解放感と喜びの体験を、幾度か味わうことができる。

一瞬でも実現した、その心地よさを参加者は忘れることができない。この心地よさを日常的にも実現しようと多

くの人は考えるはずである。多文化共生の解放感と喜びが、国や地域に「当たり前」のこととして定着すること

を望むようになる。そして、日本に「多文化共生社会」を実現させることになる。 

小さな世界村である多国籍合宿に参加したり、メインスタッフになることは、共生社会を実現するきっかけであ

る。本州最单端から始まった小さなきっかけづくりが、世界平和に貢献できることを夢見ている。 
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3. 多国籍合宿 Before&After 
*************************************************************************************************** 

「日本人って何なんだ」。「一緒に生きるってどういうことだ」。「文化って何だ」。なぜ

だ、どうしてだ、と自分に問いかけることが増えた。ニホンジン、である自分を客観的

に見つめようという気になった。当たり前だと思っていた自分の尺度が、実は何のこと

はないステレオタイプだったことに気付き、大いにへこんだことは今でも忘れない。 

小学生のころから組織に属して動くことが多かったからか、一つのものを協力して作

る、ということには慣れていた。と自分では思っていた。だが、それは「ニホンジン」

とだけに限っていたことである。言わずもがな、というか、要は「空気をある程度は読

む」集団に属していたといっていいだろう。では自分と使うことばが違う、バックグラ

ウンドも違う人と一緒に何かをやろうという時に、その培ってきた経験が生かせるのかどうか。ノウハウは確か

に生かせたかもしれない。が、根本的な部分では、一から経験しながらでないと、頭でっかちになるのだという

ことが痛いほどわかった。百聞は一見にしかず。 

多国籍合宿のスタッフになってから、気が長くなったと思う。あとは、自分の意見を、理論的に相手に「伝え

よう」と意識するように心がけるようになった。ここに入る前までの私は、「伝える」ということを履き違えて

いたような気がする。ベクトルが、自分のほうから相手のほうにしか向いていなかった。情熱、とは、決して一

方的な押し付けではない。 

相手の声に耳を傾けてこそ、言葉のキャッチボールが始まる。もしかしたら平行線のまま終わるかもしれない、

それでも、それが本当に自分の伝えたいことであるなら、途中で投げ出すべきではないし、「自分の伝え方がま

ずかったかな」と振り返ることもすべきでないか、と思えるようになってきた。それは対日本人であろうが日本

人以外の人であろうが共通のことである。コミュニケーション、と簡卖に言うが、実は日本人同士もできていな

いんじゃないか、という気になってくる。 

偉そうに述べているが、思うようになった、とできるようになった、は全く別物である。現在自分は、３年間

多国籍合宿を経験してきたわけであるが、力量不足（言語能力、コミュニケーション能力含む）に大いに落ち込

むことだらけだ。互いの「違い」を、おもしろいなんて到底思えない、むしろ腹立たしいとしか感じない、と思

ってしまう自分に自己嫌悪することもしばしばだ。が、その壁にぶち当たっている今現在、その壁自体がおもし

ろいと感じている自分がいることもまた事実なのである。 

だからこそ、やめられない。日本に、しかもその中でも鹿児島にやってきた留学生、その鹿児島で生活しよう

と暮らしている一般の外国人、彼らと一緒に生きるということへの挑戦を、大学にいるうちから、入口の部分に

触れられただけでも自分にとっては大きな収穫なのである。 

同じ地球に住まう仲間であるはずの彼らを、"外国人"ととかく線引きをしたがるこの日本の現状を、おかしいと

思うニホンジンがもっともっと増えることができれば、まずは日本での多文化共生は、実現するのではないかと

信じずにはいられない。（日高 葵） 
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 多国籍合宿に出会う前の自分と、今の自分を比べた際に変わったことは、“多文化”

という言葉への意識だと思う。この合宿の名前は“多国籍合宿”だが、合宿の掲げ

るテーマは“多文化共生社会構築への挑戦”である。私は本合宿に 1 年生から参加

しているが、参加を決めた当初、私はこの 2 つの言葉に対し何も意見することはな

かった。むしろ、漠然とはしているが大きなテーマであり、これだけのテーマを掲

げることができるこの合宿に大きな期待を寄せていた。なぜ当時の私はこの 2 つの

言葉に何の不思議も感じなかったのか、それは“多文化＝多国籍”だと戸惑いも無

く信じていたからである。 

 しかし、今の私にとっては“多文化＝多国籍”という等式は成り立たない。これこそ、私が得た大きな自分の

中の変化である。つまり、国と文化がイコールではないということをこの合宿は教えてくれたのだ。そのことに

気づくことができたのは、当日までの準備や合宿本番を通して留学生をはじめとする外国人、そして所属の異な

るさまざまな日本人との直接的コミュニケーションがあったからだ。本合宿には毎年およそ 15 ヵ国・地域、400

人の参加者が参加している。だからと言って、合宿内にほんの 15 文化しか存在しないわけではない。そのひと

りひとりが異なる文化を持っていると言っても過言ではないのだ。たとえば、“中国人”といっても皆が同じ文

化をもっているわけではない。私が今までで出会った中国人の中には、政府という 1 つのトピックに対し批判的

な意見を向ける者もいれば、支持する者もおり、そして批判的な意見を自分の内には抱いていても口外しない者

もいる。しかし、全く関心がないという者はいなかったように思う。政府というトピックに何かしら意見を持っ

ているという点においては、私の中での中国人としての共通文化があるように感じられたが、しかし掘り下げて

みると各々の思想は異なるのである。彼らは中国に戻れば、もしかすると同じ思想の持ち主であるかのように振

る舞うかもしれない。しかしこの合宿までの話し合いの場では、個人の考えを垣間見ることができ、とても興味

深かったと同時に、私は“中国人”という 1 つの国、もしくは文化的カテゴリーの危うさも感じた。また、“日

本人”という例をとってみても、参加者のもつ文化は十人十色である。年齢や性別など所属という表面的な面か

ら見てもさまざま文化を感じられるが、実際の対話を通してみると、さらに多様な考えに触れることができた。

同じ大学生でも、フェアトレードという、2 年時の私は知らなかった活動に熱心に取り組もうとしている学生も

いれば、日々の国際交流活動の延長線で参加する学生、そして国際交流のきっかけを求めて本合宿に参加した学

生もおり、その思いや国際交流に対する見方はさまざまである。そのひとりひとりの考え方が尊重されるべきも

のであり、また自分自身の考え方とは異なる意見に出会うことで、新たなものの見方を学ぶことができた。そし

て、同じ学生といっても、その全てをひと括りにしてはいけないと感じたのである。 

 4 年間の多国籍合宿のスタッフ経験を通して、私はここでは書き尽くせないほどの多文化に触れることができ

た。そしてその経験があったからこそ今、人・文化・国・地域を 1 つの直線状に並べるような考え方をしなくな

ったのだと思う。そして今だからこそ、“多文化”と“多国籍”のつながりに疑問を呈することができるのだと

思う。もちろん本合宿では“多文化＝多国籍”だと位置づけているのではない。私がここで述べたかったのは、

私自身の 4 年間での考え方の変化であり、本合宿の目指すものが間違っているということではない。“文化”と

いうのはとても複雑な概念であり、何が文化であり、何が文化でないと断言するのが難しい。それだけ多くの要

素が“文化”として存在しうるということだが、そのことを体感し、自分なりの考えを持つことができたのは、

本合宿に参加したからだ。普段の比較文化などの授業では、どうしても中国人なら“中国人”、アメリカ人なら

“アメリカ人”とひと括りでの比較文化になりがちだが、私の中での意識が確立されたことで、そのカテゴリー

化された文化比較の説明を鵜呑みにすることがなくなった。この意識を育めたことが私の何より大きな成長であ

る。（児玉 香織） 
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 初めて多国籍合宿というイベントを聞いた時には、「いろんな国の人が集まって合宿

するんだ」、という漠然としたイメージしかなかった。当初スタッフとして参加する際

も恥ずかしながらその程度の意識だったので、待ち構えている困難や楽しみなどは予

想もついていなかった。では、その困難、楽しみ、そして多国籍合宿を経験してみて、

自分は何が変わったのか考えてみた。 変わったこと。一番変わったと思うのは、留

学生に対しての考え方・接し方、そして国際交流というワードに対しての考えだと思

う。 

正直私は shy であった。なにを言っているんだと思う方もいると思うが、私はどう

も留学生に対して shy になってしまっていたと思う。鹿児島国際大学で国際交流サー

クルの主将をしながら情けない話である。なんで shy になっていたのだろうと考え直

してみた。それは、留学生に対してどこかで変な気遣いをしていたこと、レベルの低い自己満足の意識。これに

尽きると思う。 

 留学生に対して変な気遣いというのは、スタッフをしていながら気づいたことなのだが、留学生がいる中で難

しい日本語飛び交う会議というのは留学生にとっては難しい。その中でやはり英語、中国語、そのほかの言葉が

出るのは当たり前である。パンフレットはもちろんのこと、会議の資料も日英両方そろえるという体制だった。

できるだけ留学生にも理解してもらうため当たり前のことだ。何が言いたいかというと、前まで私は心のどこか

で言語の壁があるから完全に理解するのは難しいだろうという考えを持っていた。難しいということは確かなこ

とだと思うが、それに対してこのように最大限の努力をする姿勢が以前の自分には十分備わっていなかった。留

学生はとても親切で、とても積極的で、常にベストを尽くそうとしてくれた。にもかかわらず、難しいし自分が

やるからいいか、という変な気遣いをするのでは無く、ここはこうだからこうして欲しい、という意思をしっか

りと伝えること。こういったコミュニケーションを大事にしていく事で初めて伝えるということができるのでは

ないかと思った。 

 そして、コミュニケーションをしっかりとることに至らなかった原因に、自分のレベルの低い自己満足、とい

うのがある。たぶん自分は今まで、国際交流、相互理解というのを本当に真剣に考えたことがなかったのではな

いかと思った。大学に入ってから自分はただ卖に外国の人たちと話せればいいと思っていた。それだけでどこか

満足していたのかもしれない。コミュニケーションのその先に何があるのか、ということまでは考えていなかっ

た。自分の大学のイベントでもそうだ。ただ人を集めてそれだけで終わってしまうし、その場だけであってその

後は交流が続かないというのも珍しくない。しかしそうであっても自分が何も対策をしてこなかったこと、気付

かなかったことも事実だ。ただ集まるだけでは留学生も不満に思うし、離れて行ってしまうだろう。 

楽しければいいという考えは悪い考えではない。楽しくなければ意味がないから。留学生が国の紹介をしたり、

話したりしたとする。それを自分が考え、その先に待っているものとは何なのだろう。留学生はもっと伝えたい

ことがあるのではないか。そのために自分は何ができるか。こういった自問自答ができる機会を多国籍合宿が与

えてくれた。そしてその考えは今の自分の糧になっていることは確かだ。国際交流に対しての考え方を大きく変

えてくれた。 

多文化共生社会構築への挑戦というのはとても大きなテーマだ。自分にとっては想像もつかないくらい大きいテ

ーマだ。国の数だけ衝突することもあるだろう。しかし、それも異国の友人を作り、お互い理解を深めていくと

ころから始めればなにか見えてくるはずだと信じている。自分が多国籍合宿を経験して見えた様に。（岩山 浩

司） 
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4．編集後記 
*************************************************************************************************** 

 この報告書の特徴は、合宿が終わった翌年度に作成されたところにある。毎年、年度内に報告書が完成されな

いことが問題となっているが、なぜ今年もそうなったのか、改めて検証することができた。だからこそ、今年の

報告書は例年より多くの人々の力によって完成にこぎ着けることができたし、2010 年度の記録担当者にも必要

最低限のノウハウを伝えることができたのではないかと思う。そしてまた、2010 年度多国籍合宿を迎えながら、

昨年の多国籍合宿を振り返ることも、私達スタッフにとっては貴重な経験となり、「2009 年度のカラー」として

第二部を設けるに至った。無論、報告書は年度内に完成させるべきではあるが、今にして思えば、報告書や多国

籍合宿そのものが問題を抱えてる中で、翌年度に報告書の作成に取りかかるという行為は、今後の発展のために

も必要だったのかもしれない。 

 この報告書作成を通して実感したことは、スタッフが大学生であることによる限界と、報告書作成における過

程が、外部から見えにくいということだ。ここ数年の記録係は大学 3 年生が担当した。しかし、就職活動は、多

国籍合宿終了後に本格化する。この膨大な報告書の作成と就活を両立するのは不可能に近い、というより不可能

だ。そのため、他のスタッフ、報告書作成を知らない新人スタッフに引継し、就活に専念するわけだが、報告書

作成を丸投げされたスタッフは何をすればいいかわからず、そのまま何もしない。これは、仕方のないことであ

る。執筆、原稿集め、校正などは何人かで分担作業が可能だが、ある程度原稿が集まった後の編集作業は、一人

の人間がやらなければどうしようもない。各データの繋ぎ合わせ・写真挿入・文章の加筆修正などは、何人かで

話し合ったり分担して行うものではなく、1 台のパソコンで、一人の人間の判断によって行わなければならない

からである。ここに、外部からの報告書作成過程の見えにくさがある。大学生は 4 年間しか在学しない。そして、

丸 4 年間多国籍合宿に参加できるとは限らない。報告書作成に通じている人間 1 人が就活していたり、卒業して

いたら、もう誰も報告書作成のノウハウを知らないことになる。合宿終了後に作業が本格化する報告書作成にお

いて、モチベーションを維持し続けることは難しい。そういった中で、就活があったり、作成過程を知らないス

タッフに作業を丸投げされれば、報告書から手が遠のいてしまうのは当たり前だ。このような問題を見過ごして

年度内に報告書を完成できなかった責任は私にもある。この場で皆様にお詫び致します。 

 幸い、2010 年度多国籍合宿報告書は年度内に完成することができた。初めてのスタッフにもかかわらず、懸

命に奮闘した小田あさひさん、進路に悩みながらも、時間をやりくりして必死で作業をしていた中島まどかさん

に敬意を表したい。また、英中韓の 3 カ国語は報告書にできなかったが、2010 年度も含め、今までの報告書は

日英中韓の 4 カ国語でホームページに掲載することとなった。私達スタッフは、多国籍合宿のホームページを今

まで十分に生かすことができずにいた。ホームページから報告書をお読みいただいて、一人でも多くの人々が「多

文化共生社会」に興味をもっていただければ幸いである。 

 お忙しい中、英中韓 3 カ国語の翻訳をしてくださった皆様をはじめ、この多国籍合宿報告書作成に御協力くだ

さった皆様に、感謝致します。ありがとうございました。 

 

第九回 多国籍合宿実行委員長 

梶原 莉那 

 

 

 

 

 



102 

 

5. 参加者名簿 

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

1 鎌田悠幹 日本 
 

41 ＭＯＨＤ ＨＡＺＷＡＮ ＢＩＮ ＹＵＳＯＦ マレーシア 

2 井手迫美紀 日本 

 
42 越智信一朗 日本 

3 片平知宏 日本 
 

43 手嶋道男 日本 

4 ユーリズ バクティアル インドネシア 
 

44 田中大揮 日本 

5 ＶＩＬＬＡＭＯＲ ＳＨＩＥＬＡ フィリピン 

 
45 濱元亜衣 日本 

6 岡田行史 日本 
 

46 宮野洋平 日本 

7 趙子龍 中国 
 

47 小野祐佳 日本 

8 若松夏紀 日本 
 

48 上野真理衣 日本 

9 濱屋啓太 日本 

 
49 向江親太郎 日本 

10 嶋田愛佳 日本 
 

50 木村清 日本 

11 宋詩媛 中国 
 

51 木場彰一 日本 

12 ＡＮＩＳ ＵＲ ＲＥＨＭＡＮ パキスタン 

 
52 城之園真代 日本 

13 ユソフ シュアイブ ビン イブラヒム マレーシア 
 

53 平田杏菜 日本 

14 日髙葵 日本 
 

54 西原千夏 日本 

15 児玉香織 日本 

 
55 植木園麻未 日本 

16 中島まどか 日本 

 
56 小川景一 日本 

17 小林基起 日本 
 

57 川本聡美 日本 

18 梶原莉那 日本 
 

58 山崎修輔 日本 

19 岩山浩司 日本 

 
59 山尾海彦 日本 

20 永田勝彦 日本 
 

60 小荒田裕理 日本 

21 蘇穎 中国 
 

61 小田充穂 日本 

22 ＣＨＯ ＨＹＥＭＩＮ 中国 

 
62 黄恵顯 台湾 

23 ＴＹ  ＭＵＲＰＨＹ アメリカ 
 

63 王越 中国 

24 柳田泰 日本 
 

64 馬渡菜生 日本 

25 吉井豊寛 日本 
 

65 吉田祐基 日本 

26 ＳＭＩＴＨ  ＪＡＹ アメリカ 

 
66 IQBAL ＫＨＡＮ ＭＯＨＡＭＭＡＤ バングラデシュ 

27 河ダソン 韓国 
 

67 ＳＨＵＲＡＹＡ ＴＡＳＮＯＯＶＡ バングラデシュ 

28 鳥栖石 カナダ 
 

68 KHAN ＮＡＷＭＩ バングラデシュ 

29 岡信太郎 日本 

 
69 瀬角龍博 日本 

30 王林桐 中国 
 

70 竹下俊一 日本 

31 小川裕也 日本 
 

71 名嘉眞航 日本 

32 久保日香梨 日本 
 

72 喜井建太 日本 

33 ＣＡＭＰＯＳ ＣＨＩＮＣＨＩＬＬＡ ＦＲＡＮＣＩＡ コロンビア 

 
73 脇元克也 日本 

34 ＲＯＤＲＩＧＵＥＺ ＣＡＭＰＯＳ ＪＵＬＩＡＮ コロンビア 
 

74 星田敬弘 日本 

35 山下智恵 日本 
 

75 柳沼悠 日本 

36 韓尚均 韓国 

 
76 坂本武弘 日本 

37 前川菜々 日本 
 

77 土屋大樹 日本 

38 ＥＬＩＡＳ ＴＨＩＡＭ セネガル 
 

78 山田雄吾 日本 

39 石橋恭平 日本 

 
79 鈴木新 日本 

40 ＮＩＡＮＧ ＭＯＨＡＭＥＤ ＯＵＭＡＲ モーリタニア 

 
80 樺山美和 日本 
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81 里園直美 日本 
 

121 IQBAL AFRAIMA ADARA バングラデシュ 

82 里園知香 日本 
 

122 FERDOUS AHAMED バングラデシュ 

83 山下いのり 日本 
 

123 SULTANA MOST AFIA バングラデシュ 

84 有村貴子 日本 
 

124 李冬 中国 

85 テレシータ中島 フィリピン 
 

125 高堅 中国 

86 鮫島亮二 日本 
 

126 小島大昇 日本 

87 赤崎隆明 日本 
 

127 郭鵬 中国 

88 西村宏子 日本 
 

128 劉揚 中国 

89 村井宏彰 日本 
 

129 篠原理江 日本 

90 仁賀善友 日本 

 
130 内田里那 日本 

91 廣原寿竜 日本 
 

131 樊思鳴 中国 

92 KWATI LEONARDO カメルーン 
 

132 馮 双 中国 

93 松岡朝子 日本 
 

133 中原 樹里 日本 

94 大木弓佳 日本 
 

134 山崎 寛子 日本 

95 KATHY THI AUNG ミャンマー 
 

135 徳田覚子 日本 

96 TIISEKWA ADILI タンザニア 
 

136 佐賀恵 日本 

97 古田信一 日本 

 
137 鈴木文乃 日本 

98 MAK GOON LOM マレーシア 
 

138 羽生美奈子 日本 

99 NYLVYN MAYER PETER マレーシア 
 

139 池田隆太郎 日本 

100 ANIS FARHANA BINTI IBRAHIM マレーシア 
 

140 MICO AMＩGO ENCARNA スペイン 

101 王忠騰 中国 
 

141 陳鐳鐳 中国 

102 姜燕珍 中国 
 

142 鄭玉青 中国 

103 西岡セルソ ブラジル 
 

143 熊華磊 中国 

104 MD ABDULLA AL MAMUN バングラデシュ 
 

144 SAEED MUHAMMAD パキスタン 

105 菅雄祐 日本 
 

145 李民主 韓国 

106 ROSLEINE DIAN インドネシア 
 

146 SOOMRO ANILA NAG パキスタン 

107 KOROWA ARINI MONIKA MEIDY インドネシア 
 

147 KHAN AFSAR NOUREEN パキスタン 

108 BARANSANO CHRISTINE インドネシア 
 

148 BOHARA MANOJ ネパール 

109 KITOLELEI フィジー 
 

149 KHAN SOHAIL パキスタン 

110 玉利浩美 日本 
 

150 SUHAIL BUSHRA パキスタン 

111 玉利由美子 日本 
 

151 KHAN SALIB AHMAD パキスタン 

112 玉利祐人 日本 
 

152 KHAN ASAD AHMAD パキスタン 

113 玉利友梨奈 日本 
 

153 KHAN SOHA パキスタン 

114 MD IMRANUL HOQ バングラデシュ 

 
154 MYINT THEIN TUN ミャンマー 

115 李曼 中国 
 

155 HOSSAIN MOHAMMAD ALAMGIR バングラデシュ 

116 GARRIDO MORENO RAUL スペイン 
 

156 SULTANA JASMINE バングラデシュ 

117 RAHMAN バングラデシュ 
 

157 ALAM MOHAMMAD RIDWANUL バングラデシュ 

118 符晨星 中国 
 

158 AFRA RAIHNA バングラデシュ 

119 UDIIN ABUL FAIZ MD BURHAN バングラデシュ 
 

159 GHANI SIDRA パキスタン 

120 MOSA SANZIDA SULTANA バングラデシュ 
 

160 ANWAR SOBIA パキスタン 
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161 ANWAR MUHAMMAD パキスタン 
 

201 AKTHER HAFEZA バングラデシュ 

162 ANWAR IZA パキスタン 
 

202 AHMED FARHAN バングラデシュ 

163 ANWAR ZOYA パキスタン 
 

203 AHMED HIMAWARI バングラデシュ 

164 孫夢嬌 中国 
 

204 DO HIEN ベトナム 

165 相良かおる 日本 
 

205 TU MAI OANH ベトナム 

166 BASHIR AHMMAD バングラデシュ 
 

206 林貢平 日本 

167 福元俊 日本 

 
207 HALL WILLIAM イギリス 

168 田原純一 日本 

 
208 肱黒香里 日本 

169 山崎望 日本 

 
209 上田美佳子 日本 

170 中島寛之  日本 

 
210 魏一 中国 

171 安藤雪乃 日本 

 
211 吉原直樹 日本 

172 太田麗子 日本 
 

212 吉原和樹 日本 

173 YADAV VARADARAJU GNANESHWAR インド 
 

213 永峯知明 日本 

174 石原寛樹 日本 
 

214 緒方祐介 日本 

175 鄧黎明 中国 
 

215 鵜口紘平 日本 

176 久保彩華 日本 
 

216 謝新 中国 

177 DEVIN CARTER アメリカ 
 

217 竹山依里 日本 

178 大前研斗 日本 
 

218 大島卓 日本 

179 MULYILA ESTHER JAPHET タンザニア 

 
219 岩崎育美 日本 

180 阮敏 中国 

 
220 川崎昌達 日本 

181 楊文霞 中国 

 
221 坂本悠三 日本 

182 倉橋桃子 日本 

 
222 櫻井夏菜 日本 

183 許ボムアン 韓国 

 
223 中岡志織 日本 

184 范姜閎韻 台湾 
 

224 BIN ABRAHIM MUHAMAD SYAFIQ マレーシア 

185 金英善 韓国 
 

225 BINTI ZAINAL NURUL IZZA マレーシア 

186 鄭殷先 韓国 
 

226 平岡彩子 日本 

187 牧山真奈 日本 
 

227 GYULEMETOV NIKOLAY ブルガリア 

188 ANASCO NATHANIEL フィリピン 
 

228 益山めぐみ 日本 

189 ANASCO CHERRY フィリピン 
 

229 RIKO HAMDANI インドネシア 

190 ANASCO JOSHUA ICHIRO フィリピン 
 

230 PATRICK PRAYOGA インドネシア 

191 ANASCO JULIA AIKO フィリピン 

 
231 水谷成美 日本 

192 上川畑智美 日本 

 
232 中村ももえ 日本 

193 北國秀治 日本 

 
233 藤元幸子 日本 

194 BACOLOD EUGENE TAN フィリピン 

 
234 岡村由美子 日本 

195 MONTECILLO MENCHIE フィリピン 

 
235 松山洋子 日本 

196 MONTECLARO HAROLD フィリピン 
 

236 JUARUAH インドネシア 

197 RAGAZA JANICE ALANO フィリピン 
 

237 SUSANTI RULLIYANA インドネシア 

198 SARNO BRIAN JOHN フィリピン 
 

238 坂下千鶴子 日本 

199 RABOR JANICE  フィリピン 
 

239 WIDIAS TUTY インドネシア 

200 AHMED SAGIR バングラデシュ 
 

240 LUSIA MANU インドネシア 
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241 LIDEMAN インドネシア 
 

281 張子午 中国 

242 LAINING ASDA インドネシア 
 

282 日高亜耶 日本 

243 NEEDA NURROHMAH インドネシア 
 

283 音堅茉美 日本 

244 森山祥子 日本 
 

284 内匠康博 日本 

245 山本貴士 日本 
 

285 髙橋かすみ 日本 

246 森田豊子 日本 
 

286 盛園茉耶 日本 

247 米田昌生 日本 
 

287 濱田利奈 日本 

248 林利栄子 日本 

 
288 草野辰朗 日本 

249 堂園尚史 日本 
 

289 ＳＡＬＯＭＥ ＴＡＵＦＡ  トンガ 

250 若狭隆彦 日本 
 

290 池田洋子 日本 

251 若狭美奈 日本 
 

291 日髙淳一郎 日本 

252 若狭茜音 日本 
 

292 福宮智代 日本 

253 若狭杏奈 日本 
 

293 ＳＡＹＥＤ ＭＵＨＡＭＭＡＤ ＳＹＡＦＥＥＱ マレーシア 

254 通山こころ 日本 
 

294 樺山綾子 日本 

255 小森かおり 日本 
 

295 西岡盛隆 日本 

256 高椋三樹 日本 
 

296 除川創 日本 

257 WEBER JAN ドイツ 
 

297 上井瑛子 日本 

258 山之内卓也 日本 
 

298 藤元悠 日本 

259 川路梨紗 日本 
 

299 角野加奈 日本 

260 牧保奈美 日本 
 

300 三上拓朗 日本 

261 林恵里香 日本 
 

301 乗濱静香 日本 

262 ＨＡＦＩＺＵＤＤＩＮ BIN ＭＯＨＡＭＥＤ マレーシア 
 

302 CHOUDHURY MALAY インド 

263 松田智恵 日本 
 

303 CHOUDHURY DEEPANKAR インド 

264 黒川夕貴 日本 
 

304 CHOUDHURY NILANJANA インド 

265 久保泰國 日本 

 
305 CHOUDHURY ABHRONEEL インド 

266 柚木崎健太 日本 
 

306 CHOUDHURY DIYANJANA インド 

267 豊西敬 日本 
 

307 PAL SANDIPAN インド 

268 後藤あや 日本 
 

308 MD.YEAMIN HOSSAIN バングラデシュ 

269 有江憲吾 日本 
 

309 KHATUN MURSHIDA バングラデシュ 

270 新留靖貴 日本 
 

310 前田英恵 日本 

271 岡部里美 日本 
 

311 大津英理 日本 

272 渡久地翔太 日本 

 
312 今村梨沙 日本 

273 谷口明子 日本 
 

313 黒尾信 日本 

274 橋本佳代子 日本 
 

314 若松拓郎 日本 

275 轟木克也 日本 
 

315 貞谷貴裕 日本 

276 有馬美香 日本 
 

316 松尾優作 日本 

277 有馬アハッマドリョウ 日本 
 

317 中村祥吾 日本 

278 ＳＴＯＫＡＲＴ ＴＨＯＭＡＳ ベルギー 
 

318 福島直彦 日本 

279 福盛三南美 日本 
 

319 片岡理奈 日本 

280 程嘉男 中国 
 

320 関美穂子 日本 
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宮崎恭輔 日本 
 

361 山崎真里菜 日本 

322 松井勇磨 日本 
 

362 白石西南 日本 

323 冨山貴之 日本 
 

363 平嶺純子 日本 

324 大川卓也 日本 
 

364 古川聖音 日本 

325 松尾航太 日本 
 

365 屋宮香世子 日本 

326 松尾哲人 日本 
 

366 遠目塚幸子 日本 

327 山下美沙貴 日本 

 
367 西直美 日本 

328 原元祐太 日本 
 

368 古野安寿子 日本 

329 竹田侑里 日本 
 

369 NORA インドネシア 

330 有賀美保 日本 
 

370 ASKAR ZUHDI ASYAUQIY インドネシア 

331 片平祐介 日本 
 

371 NIBRAS TASKIYAH QALBINA インドネシア 

332 佐藤賀俊 日本 
 

372 AMIRA HIKARI インドネシア 

333 泉和佳奈 日本 
 

373 野口英一郎 日本 

334 田嶋亜紀子 日本 

 
374 村津蘭 日本 

335 大江佑季 日本 
 

375 髙群勝彦 日本 

336 野尻彩歌 日本 
 

376 李青 中国 

337 井手口優太郎 日本 
 

377 宋暁萌 中国 

338 宮内尚之 日本 
 

378 種子田実希 日本 

339 華山達也 日本 
 

379 松山昌樹 日本 

340 児塔彬音 日本 
 

380 松山聖姫 日本 

341 ＡＦＺＡＬ ＭＵＨＡＭＭＡＤ パキスタン 
 

381 泉有香 日本 

342 ＡＦＺＡＬ ＳＡＩＭＡ パキスタン 
 

382 尾脇こずえ 日本 

343 ＡＦＺＡＬ ＫＡＩＮＡＴ パキスタン 
 

383 肥後綾子 日本 

344 ＡＦＺＡＬ ＨＩＲＡ パキスタン 
 

384 三嶋弓子 日本 

345 ＡＦＺＡＬ ＳＡＭＥＥＮ パキスタン 
 

385 CHENGA TSHERING ブータン 

346 ＪＵＮＧ ＪＵＹＡＮ 韓国 
 

386 元ホウ州 中国 

347 尾崎夏美 日本 
 

387 権相豪 韓国 

348 田邉明日香 日本 
 

388 王浩 中国 

349 飯田恭子 日本 
 

389 SANDER CHRISTOPH ドイツ 

350 苧野あすか 日本 
 

390 呂燕妮 台湾・フィリピン 

351 平城亜弥華 日本 

 
391 趙正操 中国 

352 小八重奈々 日本 
 

392 杜林 中国 

353 城山彩美 日本 
 

393 張旭潔 中国 

354 安藤理奈 日本 
 

394 孫考利 中国 

355 辻さとみ 日本 
 

395 林偉倫 台湾 

356 脇元憂美香 日本 
 

396 李秋 中国 

357 服部薫 日本 
 

397 葛芹然 中国 

358 野間滋 日本 

 
398 仼暁紅 中国 

359 野間リツ子 日本 
 

399 當清香 日本 

360 RIZTYAN インドネシア 
 

400 李春揺 中国 
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401 迫地陽平 日本 
 

441 AMRIT KUMAR GIRI ネパール 

402 李美英 韓国 
 

442 馬俊南 中国 

403 中尾真央 日本 
 

443 姚燕 中国 

404 劉力暢 中国 

 
444 鄧彪 中国 

405 李超慧 中国 

 
445 蔡天培 中国 

406 李涵月 中国 

 
446 張志勇 中国 

407 齋藤晃 日本 

 
447 NGUYEN THI HOA ベトナム 

408 林将之 日本 
 

448 NGUYEN TRONG QUYEN ベトナム 

409 謝寧 中国 
 

449 馬媛 中国 

410 谷帥欣 中国 
 

450 NGO THE NGHIA ベトナム 

411 温中敏 中国 
 

451 XAIKHA KAO YANG ラオス 

412 隠居悠介 日本 

 
452 WIJESUNDARA MENUKA スリランカ 

413 林錦彣 台湾 

 
453 SAMRETH KUCH VUTHY カンボジア 

414 平口いづみ 日本 

 
454 久保仁 日本 

415 小幡順子 日本 

 
455 小松あけみ 日本 

416 帖佐理子 日本 
 

456 太田原愛 日本 

417 村方千鶴 日本 
 

457 帖佐徹 日本 

418 谷口晴夫 日本 
    

419 金田正博 日本 
    

420 福永梨々子 日本 

    
421 山下晃暢 日本 

    
422 久永明靖 日本 

    
423 塚本真理音 日本 

    
424 大徳昴平 日本 

    
425 柿元勇人 日本 

    
426 潟山望見 日本 

    
427 宇都彩香 日本 

    
428 靍田翔子 日本 

    
429 金南希 韓国 

    
430 吉田友美 日本 

    
431 小島亜衣 日本 

    
432 広瀬公子 日本 

    
433 黒葛原結愛 日本 

    
434 中俣菜穂 日本 

    
435 大久保由起子 日本 

    
436 中崎陽子 日本 

    
437 恒吉伸子 日本 

    
438 王宇 中国 

    
439 李震 中国 

    
440 何歓 中国 

    


