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2014 年度報告書の概要 

この報告書は 2014年度に、特に新渡戸カレッジ生を対象として、担当者（玉城）が中心

となって実施した「短期留学スペシャルプログラム」のまとめである。2014年に実施した

プログラムは実施期間順に以下の通りである。 

 ジュネーブ大学 スイス・ジュネーブ 2014年 8月 

 デラサール大学 フィリピン・マニラ 2014年 9月 

 デリー大学 インド・デリー 2015年 2月 

 ペラデニヤ大学 スリランカ・ペラデニヤ 2015年 2月 

 マヒドーン大学 タイ・バンコク 2015年 3月 

 オークランド大学 ニュージーランド・オークランド 2015年 3月 

 台北医学大学 台湾・台北 2015年 3月 

 ジュネーブ大学 スイス・ジュネーブ 2015年 3月 

 報告書でははじめに、担当者がプログラムの概要や実施経緯などを概説した。そして参

加した各学生のレポート、留学後アンケートの結果、学生の帰国後報告会資料などをまと

めた。 

報告書作成の主な目的は、実施したプログラムの概要を紹介することに加え、特にそれ

ぞれの問題を分析し、これからのプログラムの内容を充実させ、かつ実施の改善などに役

立てるためである。参加した学生からは、建設的な意見やコメントなどがあり、今後の問

題や課題を抽出するのに大変役にたった。一方で、意思疎通が十分に行われなかったがた

めに、一方的なネガティブなコメントや批判などもあったが、それらも真摯に受け止め、

今後、安全面にもより配慮したプログラムを構築していく予定である。 

私たちは 2014年度に、７カ国 8大学、つまりアジア（フィリピン、インド、スリランカ、

タイ、台湾）を中心に、欧州（スイス）およびオセアニア（ニュージーランド）において

このスペシャルプログラムを実施した。いずれの大学も北海道大学の大学間協定校であり、

かつ 2009年に結成された「Consortium on Global Health Research, Education and Training」

のメンバーが中心になって実施した。プログラムが概ね成功裏に終了できたのは、メンバ

ー間のこれまでの友情と信頼、実績に負うところが大きい。メンバーの皆様の協力と支援

に心から感謝申し上げます。今後もコンソーシアムを拡大し、メンバーを増やして、留学

をホストしてくれる大学のネットワークのさらなる充実を図っていくことが重要である。 

新渡戸稲造はこれらの国のうち、台湾では農業経済の専門家として、またスイスでは国

際連盟事務次長として国際的に活躍した。特に、新渡戸カレッジ生は、新渡戸稲造の精神

を汲むカレッジのミッションに則り、彼の足跡を訪ね、歴史を辿り歴史を学び、そしてこ

れからのグローバルで活躍するための知識と勇気を得て、さらに新しいものを造る気概を



示して欲しいと願っている。留学（短期であれ長期であれ）の目的は未来への投資のため

の種を蒔くことであると言っても過言ではない。留学は在学中に一回限りではなく、可能

かぎり、複数回経験していただきたいと願っている。 

新渡戸カレッジ生を筆頭として北海道大学の学生は、大学の基本理念の一つでもある「フ

ロンティア精神」を、グローバル社会の最前線で発揮しなければならない。運命は勇気あ

る北大生、そして新渡戸カレッジ生に微笑むのだ。北海道の厳冬のふぶきの中の白い雪を

思い出して欲しい。挑戦した者のみが足跡を残す。 

さて表に示すように、8つのプログラムに参加した学生総数は 55人（男 26人、女 29 人）

で、そのうち新渡戸カレッジ生は 29人（男 11人、女 18人）であった。プログラム実施地

域別に見ると、参加学生数の多い順にフィリピン 13人、次いでスイス 12人（春夏 2回実

施）、台湾 8人、インド 7人、タイ 6人、ニュージーランド 5人、スリランカ 4人などであ

った。学部別に見ると、文学部・文学研究科と法学部がそれぞれ 10人ともっとも多く、次

いで経済学部 9人、工学部 7人、農学部 5人、その他薬学部 3人、歯学部 3人、理学部 2

人、水産学部 2人、公共政策大学院 2人などであった。 

新渡戸カレッジ生 29 人では、経済学 8人がもっとも多く、次いで法学部 5人、文学部 4

人、工学部 3人、薬学部 3人、農学部 3人、医学部、歯学部、理学部がそれぞれ 1人であ

った。本プログラムの対象である新渡戸カレッジ生約 200人中、14.5%（29人）がこのスペ

シャルプログラムに参加していたことになる。 

また、学生のコメントにあるように、事前学習の強化、過密なスケジューリングの改善

（自由時間の希望など）、プログラム内容への不満、英語力の問題、費用負担の問題など、

いくつかの課題が指摘されている。学生ひとりのためにプログラムを実施しているわけで

もないので、指摘が必ずしも適切でないものもあるが、いずれにしても、これらの課題を

逐次、そして順当に改善していくことが必要である。 

このデータが示すように、短期留学スペシャルプログラムに参加する学生の全体の留学

生数に占める割合は決して大きくはない。学生の参加率、留学熱を高めるためには、学生

のニーズに適した、そして魅力あるプログラムをさらに開発して、広く周知する必要があ

る。一方で、一セメスター以上の長期留学を留年なしで実施することは現状ではかなり厳

しい。新渡戸カレッジだけでこれを改善することは限りなく不可能に近いので、グローバ

ル化に沿った北海道大学のカリキュラムの変革と併せて、大学全体として、留学を推進す

ることが求められている。 

また最後に、国際本部国際教務課の方がたには、プログラムの企画から実施、最終的な

整理まで大変お世話になりました。新渡戸カレッジオフィスの方がたと併せてここに感謝

の意を表明します。また、プログラムの実施に終始協力してくれた参加者の学生にも感謝

します。そして何と言っても、準備不足などのいろいろな課題が山積していたにも関わら

ず、私たちを最初から最後まで気持ちよくお世話していただきましたホスト校の関係者に

衷心より感謝いたします。その他にも、いろいろな方がたや大学関係者などからの温かい

 
 



ご支援をいただきました。それなくして、このプログラムを成功裏に終えることはできま

せんでした。重ねて御礼申し上げます。本当にありがとうございました（玉城英彦）。





短期留学スペシャルプログラム報告書（第一回） 

ジュネーブ大学 2014 年 8月 

報告書 

1．短期留学スペシャルプログラムとは 

2．新渡戸稲造とジュネーブ 

3．本プログラムの日程と内容および特徴 

3.1．ジュネーブ大学 

3.2．本プログラムの目的と形式 

3.3．本プログラムの達成目標 

3.4．本プログラムの強み 

4．今後の課題 

5．まとめ 

6．謝辞 

資料 

資料 1．プルグラムの概要 

資料 2．参加者名簿（ジュネーブ大学） 

資料 3．学生のコメント～留学後アンケート調査から 

資料 4．学生の帰国報告会資料 

1 



短期留学スペシャルプログラム 

報告書（第一回） 

1．短期留学スペシャルプログラムと

は 

 当該プログラムは、4種類ある短期留学

プログラムの一つで、学部学生 2 年次以

上を対象に実施する国際交流科目（海外

留学Ⅱ；2単位）である。また当該プログ

ラムとグローバル・キャリア・デザイン

（ファースト・ステップ・プログラム FSP）

などを組合せて、新渡戸カレッジ「海外

留学」の修了要件を最低限満たすことが

できる。とはいえ、本プログラムの究極

の目的は、交換留学などの 1 セメスター

以上の長期留学を行うためのインセンテ

ィブを高めるものであり、かつ今後の留

学につながる投資と捉えるべきである。

よって、可能な限り、これを契機として

長期の留学を具体化することを薦める。 

 本プログラムの内容は基本的に１）コ

アの部分と２）専門性の高い領域の二部

構成からなる。１）コアの部分とは、こ

れからのグローバル人材に必要とされる

基本的な要素、つまり語学力や応用力、

実践力の強化、文化・宗教・歴史などの

多様性の理解など、広い意味での Liberal 

Arts の修養・涵養である。２）専門領域

は、参加者の背景や短期留学先の歴史、

相手先コーディネターなどの専門性など

が反映するので、カバーする専門領域は

それぞれのプログラムによって異なるこ

とが想定される。複数ある短期留学スペ

シャルプログラムの中から留学先を選定

する場合には、留学にかかる費用などに

加え、このような背景も考慮すべきであ

る。 

 さらに、本プログラムは上述の国際交

流科目として、新渡戸カレッジ生以外の

他部局の学生ならびに異なる学年なども

対象としている。 

 条件を満たした参加者には留学支援の

奨学金もあるので、出願の時に詳細は国

際本部に問い合わせて欲しい。 

２．新渡戸稲造とジュネーブ 

北海道大学は 2013年より新渡戸カレッ

イギリス公園にある花時計 

ジュネーブにある世界一高い大噴水 
（Jet d’Eau） 
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ジを創設した。新渡戸カレッジは学部教

育と並行して、豊かな人間性・国際性を

育むために取り入れられた各種教育を実

践する特別教育プログラムであり、本年

度の夏、新渡戸カレッジ生を含む 13名の

本学の学生が本プログラムに参加した。 

新渡戸カレッジ生にとって、新渡戸稲

造の足跡を訪ね、現在の国連の活動に照

らして、彼の活躍を総合的に理解するこ

との意義は極めて高いものである。 

新渡戸カレッジが求めている人材像、

つまり今の日本の若者に求められている

基本的な要素は、1）幅広い質の高い知識

の涵養 2）品位ある自律的な個人の確立 

3）アィデンティティの確立 4）国際性

の醸成 5）リーダーシップの確立である。

これらの要素を着実にそして系統的に学

習することによって、グローバルに通用

する豊かな人間性が育まれる。 

新渡戸稲造はこれらのすべてを兼ね備

えた、当時の日本を代表する国際人の一

人であった。札幌農学校教授として多忙

を極める中、彼は誰でも学べる「遠友夜

学校」をつくり、日本人としてのアイデ

ンティティを記した「武士道」を発表し、

“I want to be a bridge across the 

Pacific.”「太平洋のかけ橋になりたい」

と願った。また国際連盟の事務次長とし

ての彼の献身的な仕事振りから、ジュネ

ーブの星と呼ばれるまでになった。これ

らの業績によって、新渡戸稲造は 1919 年

にジュネーブ大学から名誉博士号が授与

された。 

彼の国際連盟での仕事のアーカイブは、

現在の国連欧州本部国際連盟図書館（在

ジュネーブ）に保管されている。それら

を通して世界の平和や後のユネスコの前

身である「国際知的協力委員会」などの

活動を、今回学生は直に学ぶことができ

た。世界近代史の中での新渡戸稲造の活

動とその後の遍歴の歴史などを理解する

ことによって、質の高いグローバル人材

が育成される。さらに文化・宗教に対し

て感受性の高いジュネーブ大学の学生と

の交流を通じて、国際性を涵養し、将来

世界で翔たく人材の基礎が確立される。 

3．本プログラムの日程と内容および

特徴 

短期留学スペシャルプログラム（ジュ

国連欧州本部国際連盟図書館に保管され

ている新渡戸稲造直筆のサイン 

（1921年 4月 14日） 

新渡戸稲造旧邸宅（現在の Franck 
Muller）@Genthod, Geneva 
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ネーブ大学）は、スイス・ジュネーブの

歴史や治政、ならびに「新渡戸稲造

1862-1933 年)の足跡」などを背景にした、

特徴的なかつ魅力的な内容になっている。 

3.1.ジュネーブ大学 

スイス・ジュネーブはヨーロッパのほ

ぼ中心に位置し、現在では数多くの国連

機関や各国の大使館、NGO/NPO、それに日

本の企業などが在籍する、世界でも有数

の国際都市である。 

ジュネーブ大学はフランスの神学者

Jean Calvin（ジャン・カルヴァン）によ

って 1559年に創立された。このカルヴァ

ン派の宗教革命に端を発する 455 年以上

の歴史を有する国際色豊かな大学で、ス

イスで 2 番目に大きい大学でもある。ジ

ュネーブ大学はその地の利を生かして、

フランス語をベースにした国際的なプロ

グラムを広く展開している。 

またジュネーブ大学の所在地ジュネー

ブは、新渡戸稲造が国際連盟の事務次長

として 7 年間勤務したゆかりの地でもあ

り、特に新渡戸カレッジ生にとっては聖

地であると言っても過言ではない。 

北大は 2009年に、ジュネーブ大学、テ

キサス大学（米国）、デリー大学（インド）、

ペラデニヤ大学（スリランカ）、マヒドー

ン大学（タイ）、デラサール大学（フィリ

ピン）、台北医学大学（台湾）などの大学

からなる「グローバルヘルス研究教育研

修コンソーシアム」を創設し継続的に活

動している。ジュネーブ大学は創設当初

からその中心的役割を担っている。その

活動の一環として、ジュネーブ大学と北

大は学部・大学院レベルでの学生および

ジュネーブ大学構内にて(UNI MAIL) 

ジュネーブ大学構内 Parc des Bastions
にある宗教革命記念碑 ジュネーブ大学 Uni Bastions前にて 

（＠Place Neuve） 
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教員などの交流を積極的に行っており、

2005 年に北大と大学間協定を締結した。 

今回、国際連盟の事務次長として活躍

したジュネーブにおける新渡戸稲造の足

跡を訪ねるとともに、国際連盟創設時の

激動の世界近代史とその後の国連・国際

機関などの活動を学習した。また北大の

協定校であるジュネーブ大学を拠点に、

一連の講義（英語）や現地の学生との交

流などを通じて、グローバル人材の基本

要素である国際性、文化多様性などの涵

養および英語力の向上に努めた。 

3.2.本プログラムの目的と形式 

よって、本プログラムの目的は、1）ジ

ュネーブを中心としたヨーロッパ近代史 

2）国際連盟の歴史と活動を理解して新渡

戸稲造の足跡 3）現在の国連・国際機関

の活動 4）複雑なグローバル化時代にお

ける若者の役割 5）持続可能な発展にお

ける健康と環境 6）現地大学院生などと

の異文化交流などを通じた国際性・多様

性の涵養 7）国連機関への将来的な勧

誘・投資などを理解・学習することであ

った。 

特に多文化・多宗教の環境で生活して

いるジュネーブ大学生との交流やディベ

ートを介して、異文化・異教徒学生の異

なる社会行動様式や思考方法、態度、行

動などを経験し、相互の信頼・友情を培

い、将来への糧となる人脈形成を行うこ

とができることに加え、未来のグローバ

ル人材に不可欠な文化・宗教の多様性な

どを実践的に学習することであった。 

本プログラムは、講義やハンドアウト、

プレゼンテーションなどをすべて通訳な

しの英語で実施した。よって、単に実践

的な英会話ではなく、特に保健・環境な

どに関する一般的な専門用語なども交え

た講義などを実施した。本プログラムは

豊かな人間性を持ったグローバル人材の

育成を目的として、新渡戸カレッジ生を

中心に、北大の全部局の学生を対象とし

ジュネーブ旧市街高台にそびえる
サン・ピエール寺院

WHO EB Room（常任理事会室）での授業風
景その２ 

WHO EB Room（常任理事会室）での授業
風景 その１
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た。上述の新渡戸カレッジの理念は、北

大の教育研究に関わる基本理念である

「フロンティア精神」「国際性の涵養」

「全人教育」「実学の重視」に包含され

るものであり、よって本プログラムの内

容は新渡戸カッレジ生以外の北大生に

大いに適用できる。 

さらに本プログラムでは、現地の学生

とともに「Leadership vs. Partnership」

についてディベートを行い、論理的な思

考方法（論理学や詭弁術などの基礎的な

弁論術）についても教育を受けた。この

形式は高度の語学力を必要とするが、よ

り実践的にかつ論理的に語学力アップで

きるメッリトがある。 

本プログラムは上述の通り、ジュネー

ブ大学と共同で実施する教育プログラム

で、その一環としてのディベートであり、

国連専門機関への訪問であった。お互い

の文化や習慣などを十分に共有する環境

において本プログラムが実施され、学生

間のソーシャル・コミュニケーションの

機会を増やし、英語力の向上の他、多文

化・多宗教の理解を得た。 

 

3.3.本プログラムの達成目標 

プログラムの達成目標は、1）国際連盟

が創設される（1880-1920 年）までの日本

と世界の激動な歴史背景の理解 2）国際

連盟の活動と歴史の理解 3）当時の日本

を代表する国際人「新渡戸稲造」の業績

の理解と解釈（国際人の基本的な要素と

は） 4）日本人としてのアイデンティテ

ィの確立（新渡戸稲造の足跡を通して） 

5）国際連盟から現在の国際連合(UN)の創

立の経緯と現在の UNの活動・役割の学習

である。これらを介して、北大の教育研

究に関わる基本理念である「フロンティ

ア精神」「国際性の涵養」「全人教育」お

よび「実学の重視」を再確認するととも

に、これからのグローバル化時代に相応

しい人間像を醸成することである。 

国際赤十字(ICRC)@ジュネーブ 

WHO EB Room（常任理事会室）にて、Dorine
広報官と共に その３ 

小島和暢技官（北大出身）と共に＠WHO 
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グローバル時代に相応しい学生には、

応用性とコミュニケーション能力、異文

化理解、協調性、柔軟性、主体性、責任

感、問題解決能力、チームワーク力など

を兼ね揃えることが必要である。特に今

回のプログラムでは、1）コミュニケーシ

ョン能力 2）異文化・異宗教理解 3）

協調性 4）チームワーク力を通じて、国

際性の涵養に努めるとともに、学生の実

践英語能力の向上を図ることを達成目標

とした。 

3.4.本プログラムの強み 

本プログラムの強みは特に、ILOや ITU、

WHO 、 WTO な ど の 国 連 専 門 機 関 (UN 

Specialized Agencies)を訪問し、かつそ

れぞれの専門機関のスタッフからその役

割、活動、ならびに人材募集などについ

ての特別講義を受講できることである。

これらの方々と直接交流することによっ

て、学生は世界的な課題をいろいろ分

野・視点からグローバルに展望すること

の重要性を学ぶことができる。また、学

生が国連機関を今後の就職のオプション

の一つと捉える機会を提供するものであ

る。わが国の国際的プレゼンスを高める

のに将来大いに貢献する礎を築くことに

もなると確信する。今年度参加した学生

は実際これらの国連機関を訪問して、国

連が雲の上の存在ではなく、「自分たちの

もの」「自分たちは株主の 1人」であると

感じるようになることである。これらの

一連の活動を通じて、国連職員への道を

選択する学生の動機づけに大いに繋がる。

その一歩として、参加学生は、学生時代

に国連のインターシップ制度の利用につ

いても学習する。よって、本プログラム

は、参加学生を「先は国連職員」へと触

発し、将来グローバル社会で活躍する動

機づけにつながることができた。 

また、「世界で働く」という背景につい

ても、学生と十分に議論し、自己のアイ

デンティティの確立、自律性、多様性な

どの涵養がいかに大事かを学習した。つ

まり、国際人になるための「他人の中に

埋没されない自己」を確立することの重

要性を学び、かつ「あんぱん」の中の「あ

んこ」のように日本的アィデンティティ

を構築することが肝腎であることを改め

て学習した。 

シオン城（Château de Chillon）、ス
イス・ヴォー州のモントルー近郊のレ
マン湖畔にある城。イギリスの詩人バ
イロンの詩「シヨンの囚人」などの舞

台として有名 

モンブラン通沿いから眺める 
Jet d'Eau 
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4．今後の課題 

 今回は、ジュネーブ大学の学生と一

緒に講義を受けるものもあったが、

すべての講義やフィールド研修がそ

の様に企画・実施されたわけではな

い。常に合同で実施することのメッ

リとは大きいので、ジュネーブ大学

の担当者と協力して次回以降は可能

な限り合同企画・実施を実現したい。 

 学生交流および相互理解を促進する

上で、北大生が北大の魅力をジュネ

ーブ大学の学生に広く広報する機会

も大変重要であるので、今後企画し

たいと思う。

 また、北大の学生は、現地の日本語

補習校の学生との交流、場合によっ

ては北大の案内や北海道の固有の文

化（たとえばアイヌ文化）などの紹

介を兼ねたセッションも企画したい。

ジュネーブの日本語補習校の学生の

大部分は日本からの生徒というより

も、現地の方と結婚し異国で生まれ

育っている。彼らと直に接触するこ

とによって、子供の教育や育て方、

習慣などの違いを理解し、学校現場

においてより実践的な異文化教育を

習得できる。またジュネーブ大学の

学生だけでなく、日本人の子息を将

来北大に勧誘すると言う意味でもこ

の企画は価値がある。 

 さらに、現地の日本商工会の方々と

の面談などを介して、「外国で働く」

ことの意義・心構えなどを吸収する。

このように国際都市ジュネーブの相

対的有利性を存分に活用したプログ

ラムを組み、学生が文化の多様性な

どを学ぶ機会は多く設けたい。

 最後に、今回の学生が特に希望した

のは、講義やフィールド研修の合同

実施の他に、現地の大学生らとのソ

ーシャル・コミュニケーションであ

った。キャンパスを離れてコミュニ

ティの中で、学生同士がきずなやネ

ットワークを構築し、かつ多文化交

流および語学力の促進・向上する上

で、これが極めて効果的な方法であ

ることを考えると、現地の学生を昼

夜縛る結果になるにしても、計画的

に実施することのメリット、ならび

に学生の満足度の充実などには欠か

せないものであると確信した。その

レマン湖上にて 
（Dr Marc KARAMのヨットでスイス
Pranginsからフランス Yvoire へ） 
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ためのプログラムを出発前に十分に

検討することも今後の重要な課題の

一つである。 

 

5． まとめ 

今回 10日間という短い海外研修であっ

たが、学生は世界的国際都市ジュネーブ

に足を運び、また約 1 世紀前に自分たち

の大先輩が活躍した国際舞台の足跡を訪

ねて、新渡戸カレッジ生、いや北大生と

しての誇りと自信を獲得し、そして国際

人としての将来への夢を膨らませる機会

を得たことの意味は大きい。 

願わくは、学生がこの経験をさらに発

展させ、長期留学につなげるようにして、

世界で大きく翔たく礎を築いて欲しい。 

 

6． 謝辞 

多くの関係者にお世話になったので、

一人ひとりのお名前を挙げることはでき

ないが、その中でも特にジュネーブ大学

の Coordinatorsであり、長い間の同僚・

友人である Dr Sandrine MOTAMED と Dr 

Andre ROUGEMOND に御礼を申し上げます。

彼らの支援とアドバイス、および本学国

際本部国際教務課の協力などがなければ

この短期留学を成功理に終えることはで

きなかった。 

また参加学生の協力にも特別な謝辞を

送りたい。ありがとう（玉城英彦）。 
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資料１.プログラムの概要（Programme for Hokkaido University students, University 

of Geneva, 27 August-5 September 2014） 

Date Activities Resource persons 

Day 1 (Wed) 27/8/2014: Departure/Arrival 

(Sapporo/Geneva) 

Day 2 (Thu) 28/8/2014 

12:00-13:30 Orientation ROUGEMONT, MOTAMED, 

TAMASHIRO,  

14:00-16:30 Swiss & Geneva history and religious 

reformation, and introduction to 

University of Geneva 

Private guide 

ROUGEMONT, MOTAMED, 

TAMASHIRO,  

Day 3 (Fri)  29/8/2014 

09:00-10:30 European history and supranational 

organization of European States 

GONDARD 

11:00-12:30 Welcome and introduction to 

University of Geneva by International 

Relations and Institute of Global 

Health 

International Relations, 

ROUGEMONT, MOTAMED, 

TAMASHIRO,  

12:30-13:30 Lunch 

13:30-17:00 Research in science. Visit the 

European Organization for Nuclear 

Research (CERN) and the Observatory 

of Sauvergny 

MOTAMED,TAMASHIRO 

Day 4 (Sat) 30/8/2014 

09:00-17:00 Visit to the World Heritage (Lavaux) 

and Chateau de Chillon (Montreux), 

Canton du Vaux, Switzerland 

TAMASHIRO 

Day 5 (Sun) 31/8/2014 

09:00-17:00  Chamonix, France TAMASHIRO 

Day 6 (Mon) 1/9/2014 

09:00-12:30 Lecture and debate on Global Health 

with the students of University of 

Geneva 

ROUGEMONT, MOTAMED,  

TAMASHIRO 
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  12:30-13:30 Lunch   

  13:30-17:30 Follow of the footprints of Dr Inazo 

NITOBE in Geneva, 1920-1926,  

Nitobe's old residence in Genthod 

(Franck Muller) 

TAMASHIRO 

Day 7 (Tue) 2/9/2014   

  09:30-10:00 Lecture on working experience with 

WHO (Room 014) 

KOJIMA, WHO 

  10:00-10:30 Lecture on work and function of WHO 

(Room 014) 

KOBA, WHO 

  11:00-11:30 Q&A on the above 2 lectures TAMASHIRO 

  11:30-13:00 Tour of WHO premises and lunch at WHO 

canteen 

TAMASHIRO 

  13:30-14:15 Visits to Library of League of Nations TAMASHIRO 

  15:00-16:00 Tour of Palais (UN European Office, 

old League of Nations) 

TAMASHIRO 

Day 8 (Wed) 3/9/2014   

  10:00-12:00 Functions and roles of the 

International Committee of Red Cross 

(ICRC). Experiences from the field. 

Trip to ICRC 

ICRC specialist (ETIENNE) 

  12:00-13:00 Lunch at ICRC canteen   

  13:00-14:30 History of ICRC and visit to ICRC 

Museum 

MOTAMED, TAMASHIRO 

  14:45-16:00 Q&A and conclusions ROUGEMONT, TAMASHIRO 

  18:00-20:00 Farewell party (organized by students 

from University of Geneva and 

Institute of Global Health) 

Students, MOTAMED, 

ROUGEMONT, TAMASHIRO 

Day 9-10 (Wed/Thu) 4-5/9/2014: Final debriefing at 

University of Geneva; Departure/arrival 

(Geneva/Sapporo) 

Students, MOTAMED, 

ROUGEMONT, TAMASHIRO 
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資料２．参加者名簿（ジュネーブ大学） 

No. 氏名 学部 在籍年次 性別 
新渡戸カレッジ生 

YES／NO 

1 小谷 直人 工学部 2 男 YES 

2 四宮万里絵 医学部 2 女 YES 

3 田中穂乃佳 医学部 3 女 NO 

4 中村 水都 工学部 2 男 YES 

5 福本峻介 法学部 2 男 NO 

6 吉田瑛佑 獣医学部 3 男 NO 
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資料 3：学生のコメント～留学後のアンケート調査より 

ジュネーブ大学 2014年 8月 

 

スケジュールイング（曜日や時間配分

など）について。 

 短い期間内にいろいろと盛り込んでい

たため駆け足気味だった。時間があれば

ほかの国際機関にも訪れてみたかった。 

 とても充実していて楽しく学ぶことが

出来ました。自由時間が土日に当たらな

いようになっていた点も良かったと思

います。 

 土日が留学期間の間にあったことはと

てもよかったと思います。帰りの日が平

日であることと、間に講義以外の単純な

アクティビティがあることで次の週の

講義にも精神的な疲れをとれていたか

と思います。 

 一つ思う点は、プログラムの最大人数は

15人でした。参加した人数は 6人であっ

たため小回りも聞きましたがこれ以上

の人数となるとスケジュールにもう少

し時間的余裕があった方がいいかと思

います。 

 退屈する時間のないよく考えられたス

ケジューリングで、曜日等も前回の反省

を活かしたようで完璧なものでした。 

 

Ｑ27．「今回の留学でもっとも感動したのは

何ですか？」 

 全て。 

 路面バス（路面電車のような作り・電気

駆動などの先進的な作りに意表を突か

れたため）。 

 どこのコーヒーもおいしかったこと。 

 国際機関に実際に足を踏み入れたこと

や、そこで働く人の話を聞けたこと。 

 町のいたる所に飲水用の水が出ている

こと。 

 ジュネーブ大学構内で何が人を病気に

するのかについての映像を見、ディスカ

ッションをしたことは自分にとってと

てもいい経験になりました。今後の学習

に対する向上意識も高まりました。 

 玉城先生の人脈に感動した。 

 モンブランを近くの山頂からみたこと。 

 公衆衛生学の講義（サンドリン先生）。 

 GENEVE 市の 3つの SPILIT。 

 玉城先生の知り合いのマークさんのヨ

ットに乗せてもらい、レマン湖をクルー

ジングしたり、湖の上で食事をとったり

したこと。 

 

今回の留学でもっとも驚いたのは何

ですか？ 

 路面バス。 

 すぐに帰国する日が来たこと。 

 スイスの人は随分とゆっくりとした時

間を過ごしていたこと。日本にいると何

かとカツカツした日々を送っているた

め。 

 紙幣が少しおもちゃっぽいところ。 

 飲食店にペットを連れ込んでもよいこ

と。 

 飼い主・ペットのマナーが良いこと。 

 ペットの数が多いのに路上に糞が落ち

ていないこと。 
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 町のいたるところに糞用の袋とゴミ箱

があったこと。

 オオカミみたいな犬を飼っている人を

見たこと。

 鉄道の特急のスピード。

 高速道路に速度上限がないことと、速さ

に対して車間距離が短いこと。

 トイレの作り。

 歩行者が横断歩道のないところでも平

気で大きな道を横断していたこと。

 学生がみな大人っぽかったこと。

 合理的な理由で設計・設定されているも

のが多かったこと。

 ジュネーブ市内の喫煙率が非常に高か

ったこと。

 シャモニーで観たモンブランの景色。

 EUの区分の多さ

 ジュネーブから車で数十分移動するだ

けでフランスやイタリアへ行くことが

可能であるということ。また、国境間の

移動が非常にシームレスであったこと。 

今回の留学でもっとも新鮮であった

ことは何ですか？ 

 路線バス。

 初めての海外であったため何もかも新

鮮だった。

 路上チェス。

 シャルルドゴール空港のデザイン。

 日本人に比べてジュネーブの人々がと

てもゆったりと日々を過ごしているよ

うに感じたこと。

 街並。

 非常口の絵。

 初の海外訪問であり、全てが新鮮であっ

たが、チップ文化や物価の違いなど、主

に生活面で新鮮味を感じた。 

今回の留学でもっとも学んだことは

何ですか？ 

 自分の英語力の無さ。

 異文化という存在そのもの。全く別の世

界があることと、そこに行くのは案外簡

単なのだということ。

 自分の拙い英語でも一生懸命話してい

ればちゃんと聞いて理解してもらえる

ということがわかり、大きな自信になり

ました。また英語を話す時の気恥ずかし

さや外国人を前にしたときの緊張感な

どが軽減されたように感じます。

今回の留学でもっとも意外だったこ

とは何ですか？ 

 フランスのくせして大したものを出さ

なかったエアフランス。

 ジュネーブの人々がとても親切であっ

たこと。ランドリーの操作方法を教えて

もらったり、おすすめのお土産を紹介し

てもらったりなど、困っているときに近

くの人が親切に声をかけてくれました。 

 英語力の重要性。

 ブロークンイングリッシュ（もしくはフ

レンチ）でもコミュニケーションをとろ

うとして声を発すること

 公衆衛生学。

 英語は言語であり、文法や単語などを完

璧に求めなくても相手に伝わればよい

のだということ。しかし、自分の英語力

がまだまだ未熟であると実感し、これか

らも磨いていく必要があるということ。 

 スイスでの交通ルールや、バス等の、日

常の景色が想像以上だった。
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 WHO の活動（他組織との協力体制の有無、

マネージメント活動が主であること）。 

 ジュネーブの学生が日本の音楽やマン

ガ、アニメにとても詳しく、非常に強い

興味を抱いていること。 

 

その他、今回の留学で感じたことや報

告したいことは何ですか？ 

 多すぎて書ききれない。ただし、非常に

良い経験になったことは確かである。こ

の留学が大学生活の半分くらいの時期

（ある程度の知識が身についてきたこ

ろ）に来たことは意味のあることだと思

う。この留学によって自分の未来は変っ

ていくかもしれない。 

 講義やツアー見学で見聞きしたジュネ

ーブや国連機関の長い歴史をたくさん

の写真とともに紹介できればいいと思

います。 

 

今後の留学のための改善点やコメン

ト、意見などを聞かせてください。 

 ユーロ圏に行くことも踏まえた外貨の

両替。 

 飛行機に乗る際に預けられる荷物の重

量を選べるようにしたほうがいいかも

しれない。特にお土産を多く買いそうな

人のために。 

 とても充実しており、楽しく学ぶことが

出来ました。時には時間に追われてしま

うほどタイトなスケジュールではあり

ましたが、そのお陰でかえってホームシ

ックにもなることなく楽しい思い出だ

けで初めての海外渡航を締めくくるこ

とが出来ました。自分ひとりで行ける観

光旅行などでは決して体験することの

できないイベントも盛り込まれていて

本当に良かったと思います。 

 初めての海外留学で不安な点も多々あ

りましたが、問題なくとても有意義な

日々を過ごすことが出来ました。ありが

とうございました。 

 もっともっと事前に英語やその国の言

語（今回であればフランス語）を学んで

から行くべきだとは思った。 

 スイス、ジュネーブで留学するうえで用

意した方がいいもの（つぎの参加者へぜ

ひ訪れてということ）。 

 日本でもチャレンジ精神（ブロークンイ

ングリッシュ）をもつこと。 

 ジュネーブの大学生は非常に意識が高

く、皆熱心に勉強しているということを

知ることができたこと。関わった皆さん

が非常に親切にしてくださったこと。 
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2015/6/29

1

2014年夏季短期留学スペシャルプログラム

新渡戸稲造の足跡を訪ねて
～ジュネーブ大学など～

参加者

○工学部2年 小谷直人 ○医学部2年 四宮万里絵

○医学部3年 田中穂乃佳 ○工学部2年 中村水都

○法学部2年 福本峻介 ○獣医学部3年 吉田

http://www.asahi-s.co.jp/shop/goods_image/A4174_I1.jpg

資料４．学生の帰国報告会資料

Today’s Menu

1. 旅程・GENEVAについて
Our itinerary

2. 内容 About Days 3, 6 & 7

3. まとめ Conclusions

4. お楽しみ Fun (Movie)！

旅程
Our itinerary 27/8 – 5/9, 2014

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5uPB-U-LRP0B-

tv73vf0nkNIPBxAc7Wa2xJxsshUulZKBZLnj5AVn2kg

GENEVA

FRANKFURT

HANEDA

CHITOSE

14 hours in total

7 Hours time difference

between Sapporo & Geneva

GENEVA（GENEVE）

Spirit of GENEVA

1. Negotiation to prevent and stop war

2. If war starts, don’t suffer but help people

3. Humanitarianism

スイス第二都市

人口： ジュネーブ40万人 vs. 札幌市190万人
スイスの公用語： フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロマンシュ語

おもな学習・訪問先

A.M. P.M.

Day 2 History of  Swiss・Geneva

Day 3 History of EU ジュネーブ大学天文学研究所

Day 4 Lavaux（ローザンヌ） シオン城 (Chateau du Chillon)

Day 5 Chamonix（フランス） （France）

Day 6 Discussion Franck Muller（新渡戸稲造旧宅）

Day 7 WHO 国際連盟

Day 8 国際赤十字 国際赤十字博物館
http://blog.canpan.info/fukiura/img/5954/800px-flag_of_the_united_nations_svg.png
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3日目

• 午前：講義棟でヨーロッパの歴史について学んだ。

• 午後：ジュネーブ大学の天文学の研究所へ行った。

←午前

午後→

感想・学んだこと
～ヨーロッパについて～

• ヨーロッパ諸国の関係は地理的・経済的・歴史的に非常に複雑である。
EUを作ってもなかなか足並みがそろわない。（欧洲の天地は複雑怪奇
とはよく言ったもの）

• ただし、ヨーロッパ圏が一体となって生き残っていくという思想はどこの
国にも少なからずあるようである。

• 館内の研究室や一般の方向けの資料室に入り説明を受けた。

• 天文学の研究所に入れたのは良い経験になった。研究室で
は天体観測用の器材の部品などを見ることができたが、これ
らは簡単には見ることができるものではないため興味深いも
のであった。

感想・学んだこと

６日目
Studying about Global Health

http://image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF8&p=%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB

Why are people sick?

• 1970s film of health problem in South Africa

ＳＩＣＫＮＥＳＳ

ＰＨＹＳＩＣＡＬ

ＭＥＮＴＡＬ

Water Food Microbe

Family 

problem

Social 

problem

http://image.search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B1%9A%E6%B0%B4+%E7%94%BB%E5%83%8F&aq=1&oq=%E6%B0%B4+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ei=UTF-8

What should we change?

• They need to be empowered.

→EDUCATION support…effective agricultural method, to buy 

more land from rich land owner (micro-credit), and to improve hygiene

→Community participation…listen to the people in 

developing countries (not just engineering but understanding their 
culture)

Putting Back “the Public” into 

“Public Health”!
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Afternoon- Franck Muller (Nitobe’s old residence)

A tour of process of 

making watches

http://image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF8&p=%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A9%E

3%83%BC

新渡戸稲造
～功績～

• 「武士道」の著者

• 国際連盟初代事務次官

• 国連大使として国連の活動や役割を世界中に講演してまわり、「ジュ
ネーブの星」と称えられた。

• 国際知的協力委員会の設立に尽力した後、その運営に専念した。

※国際知的協力委員会：

国際関係改善（戦争を防ぐ）には、各国間の思想や知識の交換を図る必要がある。それ
を実践する組織。また教育、科学、哲学の研究を推進することも目的とした。

新渡戸稲造
～人となり～

• 優秀な語学力、広い見識、優れた
人徳を備えており、国際社会の中
で仕事をするに足る人物であった。

• 真面目で努力家であったため、各国の著名人（米大統領など）とも親
交が深く、かつ絶大な信頼を得ていた。

• 何よりも、より良い国際社会を作ることに対する熱い魂を持っていた。

彼の功績はすべて彼の情熱から発したもので
ある。

→国連では常に重要な立場にいることを望まれ
その期待に応えた。

7日目

• 午前：WHOに訪れ、現役の職員の方の講義を受けた。

• 午後：国際連盟ジュネーブオフィスを訪れ、資料館の見学と館
内ツアーに参加した。

→

北大医学部卒
のこじまさんと

←国連の中庭

感想・学んだこと
～WHOを訪れて～

• WHOの日本人職員の割合は理想的な
人数の25%くらいしかいない。そのためWHO職員に採用される確
率は極端に低いとは言えないため、十分にチャンスはあるだろう。

• 個々の職員は採用のされ方によって立場が決まるため、自分が
何をしたいかによって志願の仕方を変える必要があることがわ
かった。

～おまけ写真～
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感想・学んだこと
～国連を訪れて～

• 資料室には国連・国際連盟に関する歴史が展示されていた。
そこには当時に書類などもあり、教科書では伝わらない重み
を感じることができた。

新渡戸稲造の直筆のサイン→

戦後の平和を求め
た当時の人たちの
熱い思いは伝わっ
た？

費用

� 飛行機代 約20万円
� 宿泊費 約3万円
� 食費 約5万円

（一日 2500円～1万円程度）

� TOTAL 約３０万円

参加者の感想 英語について

自分の英語力のなさを感じた。

伝えることが大切！

英語を話すことへの気恥ずかしさや緊張感も改善できた

ブロークンイングリッシュでもいい

もっと会話したいと思い、これからの励みになる

初めての海外渡航で緊張していたが、メンバーや先生、現
地の学生のお陰でとても充実した楽しい時間を過ごすこと
ができた

参加者の感想 今後…

もっと勉強しようと思った

これからの人生における選択肢が広がった。

将来海外に行くぞ！

在学中に長期留学にいき、将来の生活,自分の就
職,についてじっくり考えてみたい

スイスの学生の意識の高さを見習い、自身の学生生活
をよりよくしたい



 



短期留学スペシャルプログラム 
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短期留学スペシャルプログラム報告書 

 

１． はじめに 

今回のプログラムは、近隣アジア諸国で

初めての試みであった。日本から近いこと

もあって旅行費が比較的安く、学生も参加

しやすかったことが原因で、新渡戸カレッ

ジ生 9名を含む 13名の参加者が集まった。

医系を除くほぼすべての学部から学生が参

加した。 

 

２．デラサル大学 

フィリピンの首都マニラにあるデラサル

大学（De La Salle University）は日本の

ラ・サール中学・高校（鹿児島市、函館市）

一貫校と同じ系列のキリスト教系の、1911

年に設立された私立大学である。キリスト

教の精神に基づいた平和的、調和的教育理

念を持ち、総合的な人材育成を目標として

いる。現在 8学部： 

① Br. Andrew Gonzalez College of 

Education (BAGCED) 

② College of Computer Studies (CCS) 

③ College of Law (COL) 

④ College of Liberal Arts (CLA) 

⑤ College of Science (COS) 

⑥ Gokongwei College of Engineering 

(GCOE) 

⑦ Ramon V. del Rosario College of 

Business (RVRCOB) 

⑧ School of Economics (SOE) 

および 36学科が設置されている。今回の

プログラムはその中の Liberal Arts 

Department of Behavioral Science（一般

教養学部行動科学科学）との共同開催とし

て実施された。 

学部学生数は焼く 16,500人で男女ほぼ

同数である。また 26か国の約 580人の留学

生が現在在籍している。デラサル大学は、

国際人育成のために世界各国の大学と学生

およびスタッフの相互交換などを積極的に

進めている。北海道大学とは 2009年 1月に

大学間協定を締結し、特に相互の学生交流

を推進している。 

 デラサル大学はさらに、私たちが設立し

たジュネーブ大学などを含む 8大学のコン

ソーシアム「グローバルヘルスに関する研

究教育トレーニング」の創設メンバーで、

以来本学との連携を強化している。今回の

カウンターパートの Romeo Lee教授は、客

員教授として本学医学部に 2年間勤務した

経歴もあり、本学の諸々の事情にも詳しい。

彼のサポートがあってこそ、本プログラム

を成功裏に実施することができた。 

 

３．フィリピンと日本、第二次世界大戦 

フィリピン人は親日である。一方で、ス

ペイン、米国によって植民地化されたフィ

リピンは、キリスト教などの西欧文化を背

景に英語も公用語とするアジアの中で多言

語・多宗教の特殊な国として位置づけられ

デラサル大学 Henry Hall前にて 
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る。現在の人口は 1億人を超えていると推

測され、2040 年後には日本の人口を追い超

すかもしれないと予測されている。フィリ

ピンの首都マニラ（マニラ首都圏

Metropolitan Manila）は人口約 2,200 万人

と言われている。 

いろいろな意味で、日本の若者にとって

アジアの国々は遠い存在である。本学の学

生にとってもフィリピンはその例にもれず、

ある程度のイメージは持っているものの、

そこの歴史および現状に対する理解は極め

て弱い。それは留学後のアンケート調査の

結果からもはっきり伺える。 

 フィリピンは第二次世界大戦において大

きな被害を受けた。1898年のパリ条約によ

りフィリピンの統治権がスペインから米国

に譲渡され、1899 年 1月にフィリピン共和

国が建国された。しかし、フィリピン共和

国の建国を認めない米国はフィリピンを植

民地化して第二次世界大戦を迎える。第二

次世界大戦のフィリピンの戦い 

(1941-1942 年)において、日本軍は米国軍

を放逐し、1941 年 12 月にマニラに上陸し

た。米国陸軍司令官のダグラス・マッカー

サー（（Douglas MacArthur、1880 年 1月 26

日-1964年4月5日））は”I shall return.”

（私はここに必ず戻ってくるだろう。）の言

葉を残してオーストラリアに逃亡した。日

本軍は 1942 年の上半期中にフィリピン全

土を占領した。 

日本軍が敗勢へと傾いていた 1944年 10

月、”I shall return.”の発言通りダグラ

ス・マッカーサーはフィリピンに戻って来

た。そして、フィリピンの対日武装勢力も

勢いづいていた。日本軍にはもう反撃する

力は残っていなかった。その戦いにおいて、

フィリピン民間人約 110万人、日本兵約 34

万人、米国兵約 5万人が犠牲になった。 

 

４．本プログラムの日程と内容 

Dr José Rizal Park at Manila 

ホセ・リサール（José Rizal，1861年 6

月 19日 - 1896年 12月 30日、フィリ

ピン独立運動の闘士、「国民的英雄」）と

堀岡輝君（法学部 3年） 
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本プログラムでは、学生と引率の教員が

新千歳空港に集合し、全員でフィリピン・

マニラに向かった。マニラでの宿泊は、デ

ラサル大学の寮が確保できなかったので、

Dr Leeが手配した、マニラ市内の韓国人街

マラッテ(Malate)にあるペンションであっ

た。ペンションは決して十分に快適という

わけではないなかったが、一泊千円ぐらい

の安価さは学生にとって魅力的であった。

周りには飲食店などが多く、マニラの街の

現状や環境を体験するには良い場所であっ

た。研修先のデラサル大学には毎回全員で

バンを利用した。約 10 分のドライブで大学

に到着した。 

プログラムでは、フィリピンの文化・習

慣などについては講義を交えて十分な理解

が得られた。また、デラサル大学生とのパ

ネルディスカッションを通じて、両国の若

者におけるリーダーシップについて語り合

った。両国の若者の特徴については資料 3

に詳しい。その他、不平等やグローバル市

民についても議論する機会を得た。さらに、

世界銀行や WHO（世界保健機関西太平洋地

域事務局）などの国連機関を訪問し、これ

らの機関のグローバルな活動や役割などに

ついて学ぶことができた。また、日本大使

館を訪問し、フィリピンにおける日本の活

動について詳細に勉強することができた。 

また、孤児やストリートチルドレン 

を世話する、NGO経営の Virlanie 

Foundationを訪問し、その実情を把握した。

その中の子どもたちの明るさや逞しさに学

生は非常に感動していた。これらの子ども

たちと学生が屈託なくはしゃぎ回る光景は

本プログラムの特徴を顕著に示しているよ

フィリピン日本大使館にて 

質問する伊藤李沙さん＠WHO西太平洋 

地域事務局 

世界銀行にて 

WHO西太平洋地域事務局にて 
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うに思われた。引率の妙木先生も私もしば

らくしてその輪の中に入っていた。 

週末には大きな台風がマニラを襲い、プ

グラムの変更を与儀なくされたが、予定さ

れていたプログラム内容をカバーするよう

に臨機応変に対応することができた。これ

は現地コーディネーターDr Lee の英断に負

うことが大きい。 

 

５．課題 

 今回、フィリピンの歴史は日本との関

わりについて学ぶ機会は非常に限られ

ていた。次回からは、これらの日本と

の係わりにおいてフィリピン全体の歴

史を俯瞰する講義を追加しようと思う。 

 フィリピンの夏は台風の襲来もたびた

びあるので、それに備えた対応策も現

地のカウンターパートと事前に打ち合

わせておく必要がある。 

 宿泊先は生活上便利で安かったが、全

員が満足できるような施設では決して

なかったので、次回以降の検討課題で

ある。 

 現地の大学生とのソーシャル・コミュ

ニケーションをもっと増やすことも要

検討である。 

 学生の安全管理にも関連するので、一

部の学生が求めている、夕食時などの

単独行動については全体の状況を考慮

して判断することが求められる。 

 出発前の説明会についてはさらに充実

する必要があると思われた。 

 

６．おわりに 

学生のコメントにもあるように、デラサ

ル大学生の素晴らしいホスピタリティやソ

ーシャル・コミュニケーションなどを通じ

て、本学の学生は多くのことを学び、そし

てネットワークを構築することができた。

今回の短期留学スペシャルプログラムを通

じて、グローバル社会においてこれから活

躍するための小さな一歩を確実に踏み出す

きっかけを作ることできたと私は確信する。 

また、本プログラムの現地 Coordinator 

Romeo B. Lee教授および彼のスタッフの皆

さん、ホスピタリティ豊かな DLSU学生に心

から感謝します。彼らの積極的な支えがな

ければこのプログラムを成功裏に終えるこ

とは不可能であった。さらに、本学国際本

部国際教務課のスタッフの方々にも厚く御

礼申し上げます。さらに不可抗力なもので

あるが、プログラムの変更などで本学の学

生にも迷惑をかけた。反省すべきところも

あるが、学生は概ねプログラムに満足し、

それなりのものを体験・経験し、グローバ

ルに活躍するための入門を終えることがで

きたものと確信する（玉城英彦）。 

  

乙女たち 
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資料１．プログラムの概要 

SHORT COURSE ON CULTURE AND GLOBAL LEADERSHIP 

 at De La Salle University, Manila, Philippines, 16-25 September 2014 

DATE ACTIVITY RESOURCE PERSON 

Day 1 (16/9, Tue) Arrival in Manila at 20:55 DLSU Staff 

Day 2  (17/9, Wed), 9:30-16:00 Manila City Tour DLSU Staff 

Day 3 (18/9, Thu), Lecture/discussion 

9:00-10:15 Course Aim and Objectives DLSU/Hokudai 

staff 

10:30 How to Have More Fun in the Philippines! Enrico Baula 

13:30-14:45 Theories on Globalization and 

Transnationalism 

Yellowbelle 

Duaqui 

15:00-16:15 Global Culture and Its Elements Alicia Manlagnit 

Day 4 (19/9, Fri), Lecture/discussion – Day’s activities were postponed 

due to Typhoon Mario 

9:00-10:15 (Postponed) Cultural Commonalities and 

Diversities 

Cristina 

Rodriguez 

10:30-12:00 (Postponed) Film showing and discussion Dennis Erasga 

14:00 (Postponed) Role of WHO WPRO in Health in 

Sustainable Development 

WPRO Staff 

Day 5-6 (20-21/9, Sat & Sun) (Postponed due to Typhoon Mario) Field trips: 

Former US Military Bases, DLSU/Hokudai staff 

Day 7 (22/9, Mon), Lecture/discussion 

8:30-9:30 Global Citizenship Melvin Jabar 

11:00-12:00  Regional Sustainable Development World Bank 

Office 

14:30 The Role of Japan’s Overseas Development 

Aid in the Philippines 

Japanese 

Embassy-Manila 

Day 8 (23/9, Tue), Lecture/discussion 

8:30-9:30 Global Inequalities, Consequences and 

Responses: The Role of Industrialized 

Countries 

Romeo B. Lee 
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10:00-12:00  Panel Discussion: Youth as Leaders—

Reflections from Japan and the Philippines 

Students from 

Hokudai/DLSU 

15:00-17:00 Virlanie Foundation NGO for Street 

Children  

DLSU staff 

Day 9 (24/9, Wed) 

9:00-10:00 Cultural Commonalities and Diversities          Cristina 

Rodriguez 

11:00-12:00                                                           Role of WHO in Health in Sustainable 

Development    

WPRO Staff 

13:30-15:00                         Film showing and discussion Dennis Erasga 

15:00                               Closing Ceremonies DLSU/Hokudai 

staff/students 

Day 10 (25/9, Thu) Departure for Sapporo – Vehicle 

pick-up at 6:00. 

DLSU/Hokudai 

staff 
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資料２．参加者名簿（デラサル大学） 

No. 氏名 学部 在籍年次 性別 
新渡戸カレッジ生 

YES／NO 

1 伊藤 李沙 法学部 3 女 NO 

2 植村 茉莉恵 農学部 2 女 YES 

3 大釜 和寿 経済学部 2 男 YES 
4 大橋 暢 文学部 2 男 YES 

5 金澤 潤 経済学部 2 男 YES 

6 菊池 健 農学部 2 男 YES 

7 坂口 純也 文学部 2 男 YES 

8 相良 勇貴 法学部 2 男 YES 

9 佐藤 彩乃 文学部 2 女 YES 

10 谷川 駿介 経済学部 3 男 NO 

11 壇 昂佑 経済学部 2 男 YES 

12 堀岡 輝 法学部 3 男 NO 

13 道辻 碧 水産学部 2 女 NO 
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資料 3：学生のコメント～留学後のアンケート調査より 

 

スケジュールイング（曜日や時間配分

など）について 

 本当によく考えられたプログラムだと

思う。今回は台風直撃などによりいくつ

かプログラムが中止になってしまった

のが残念だが、それにたいしても臨機応

変に対応できていたと思う。非常に有意

義であったので、今後も続けていってほ

しいです。 

 台風の影響だったので仕方ないが自由

時間が増えてちょっと間延びした感じ

はあった。 

 ちょうどよかった。 

 だが、台風で予定が色々キャンセルにな

ってしまったのが、残念であった。 

 台風の影響を受けて少し変更になった

のが残念だった。 

 曜日については台風の直撃を受けてし

まったにしてはそこまで悪くなかった

と思う。 

 朝の集合時間を少し遅くしてもよいの

ではないか、と思った。 

 フィリピンでは予測していない問題が

多数発生する可能性が高いため、日程に

はより余裕を持たせたほうがよい。 

 食事は別が良かった。昼食は前後のスケ

ジュールがあるので納得できるが、夕食

は全員とではなく、個人的に知り合いの

駐在員と食事したり、DLSUの学生と食事

したりしたかった。 

 帰国後の次の日が授業、というのはちょ

っと体力的に厳しかったです。一日おい

ていただけたるとよかったです。時間配

分は問題なかったと思います。 

 余裕のあるスケジューリングでよかっ

た。 

 デラサル大学の学生達と昼食などを共

にできればもっと交流が深まる面もあ

るので、相手方の都合が合えば午前にフ

ィールドワークを置き、午後に授業が望

ましいと感じた。 

 

今回の留学でもっとも感動したのは

何ですか？ 

 良かったと思う。時間に余裕を持ちなが

ら行動できた。 

 ストリートチルドレンの現状を見れた

こと。 

 WHO の仕事の現場に自分自身で立ち入る

ことができたこと。 

 デラサル大学の学生と交流できたこと。 

 食べ物の値段。 

 NGO で見た子供たちの明るさや迎え入れ

てくれた歓迎の心。 

 Virlanie Foundation NGO for street 

childrenでの体験。 

 日本がフィリピンに対して行っている

援助の内容と額を知ったこと。 

 施設で会った子供たちのエネルギーは

忘れられない。 

 フィリピン人のホスピタリティの良さ。

誰でも優しく気さくなので、すごく話し

やすかったです。 

 道にいた普通の子どもが近づいてきて

挨拶してくれたり話しかけてくれたこ

と。 

 Virlanie Foundation で、子供達が困難

な状況でも立ち上がり、生活していると
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ころを目の当たりにしたこと。 

 玉城先生のレクチャー。 

 

今回の留学でもっとも驚いたのは何

ですか？ 

 フィリピンという国が思った以上に発

達していたこと。（滞在していた地区に

よるものかもしれないが）もっと荒れて

いると勘違いしていた自分が恥ずかし

くなった。 

 日本には見られないスピードで成長を

遂げているメトロマニラを見ることが

できたこと、それに対して貧しい人々も

まだまだいることを見ることができた

こと。 

 マニラの高層ビル群。 

 喫煙、飲酒と同じくらいメンタルヘルス

は人類にとって大きな問題であるいう

こと。 

 路上でまだ小さい子供たちが多く生活

していたり、物乞いをしている人々がた

くさんいたこと。 

 貧富の差が露骨に生活レベルに反映さ

れていること。 

 日本がフィリピンにとって重要な役割

を担っていること。 

 思ったよりも日本語の表示や日本人向

けの店が多かったこと。 

 スラム街とマカティのような都市とい

った、歴然とした貧富の格差が一つの国

の中に存在していた事です。話には聞い

ていましたが、実際に物乞いやごみをあ

さる子供たちの姿を目の当りにすると、

心にくるものがありました。 

 マニラの日差しの強さ。今まで経験した

ことがないくらい強い日差しであった。 

 確かにマニラの法遵守意識は低いが、そ

れでも世界が動いているということを

実感でき、また、驚きを感じた。 

 都市部でインフォーマル部門に就職し

ている人たちの多さ。 

 

今回の留学でもっとも新鮮であった

ことは何ですか？ 

 ストリートチルドレンの現状を見れた

こと。 

 以前からストリートチルドレンについ

て関心があったため、実際彼らをみてす

ごく考えさせられた。 

 人々の活気。ショッピングモールがとて

つもなく大きいこと。 

 人々の生活格差。 

 フィリピンでは本屋が少なく、またあっ

たとしても本の冊数がとても少ないこ

と。 

 現地の大学生との交流。 

 テレビ、パソコンなどに SUMSUNG や LG

の製品が想像以上に使用されていたこ

と。車を除けば日本製の物がそこまで普

及していないように見えた。 

 東南アジアの国に訪れたのが初めてだ

ったので、独特の空気や雰囲気、文化が

新鮮であった。 

 ジープニーや自転車タクシーといった

日本にはない交通手段。 

 韓国資本がマニラ市内にあふれていた

こと。 

 スラムとふつうの住宅地が隣接してい

るという現状。 

 "Law is a suggestion"と言い切ったと

ころ。同じ人間でありながら育つ環境や

文化でこうも習慣や価値観は変わるも
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のなのだと知りました。 

 また、台風での洪水すら娯楽に変えてし

まう発想には新鮮さと同時に妙に感動

しました。 

 今まで見たことがない果物がたくさん

あったこと。 

 一般的なフィリピン人、あるいは人間の

展望の立て方（富裕層は過去を、中流階

級は未来を、貧困層は現在を見据えると

いう傾向）。 

 ジェスチャーの重要性。 

 

今回の留学でもっとも学んだことは

何ですか？ 

 単に“国際協力をしたい”というだけで

は、なかなか力にはなれないということ。 

 実際さまざまな知識と英語力をつけて

から“国際協力”について真剣に考えな

ければならないということ。  

 ブロークンイングリッシュ、あんパンの

思想（心の芯はしっかりとしたものをつ

くるということ）。 

 英語。 

 経済発展していることと経済発展しき

ったことは大きく異なるということ。 

 具体的に言うと、経済成長が著しいとい

われている国の都市中心部は先進国と

ほとんど変わらないくらいに発展して

いる、と考えていたがマニラは決してそ

うではなかった。移動中の車窓から大規

模な工事をしているのがたくさん見れ

たので３年後くらいにもう一度行って

見たい。 

 NGO で身寄りのない子供たちが施設に入

って元気に楽しそうに生活している一

方で、路上では物乞いをしている子供た

ちがいたこと。 

 文化の理解の仕方と異文化交流の可能

性。 

 人間行動学について 

 世界的な機関の仕事をいくつも知るこ

とができた。 

 フィリピンの発展に日本がいかに貢献

していたか(実際に電車やジプニーに乗

って”Made in Japan”の文字をたくさ

ん見た)。地理的にフィリピンが日本に

とってどれほど重要なパートナーで、そ

れゆえに多額の ODAを拠出していたこと。

また、フィリピンは一見アメリカナイズ

されたように見えるけれど、リーダーへ

の価値観や集団意識など、日本人と共通

点も多いということ。 

 フィリピンの人の社交性。わたしはあま

り社交的ではないので、初対面の人に対

しても臆せず話しかけることが大切で

あると思った。 

 机に座って話を聞くのも大事だが、まず

は一回体験し、命や体に重大な関わりが

ない程度には冒険をすべきであること。 

 フィリピン人の国民性。 

 

今回の留学でもっとも意外だったこ

とは何ですか？ 

 フィリピン、マニラが想像以上に発展し

た都市であったこと。 

 弱いと思っていた自分のお腹が思いの

ほか頑丈であったこと。自分自身のタフ

さ。 

 フィリピン人の英語力。 

 数字やニュースなどで言われる発展は

草の根の発展とは大きく異なるという

こと。 
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 大学に通える裕福な人もいれば、路上で

生活しているような人もいて、貧富の差

が浮き彫りになっていたこと。 

 フィリピンの方々が電車でのマナーが

良いこと。 

 フィリピン国内の英語話者の数。 

 フィリピンという国の文化の多重性。日

本も様々な国の文化の影響をうけてい

ることは確かだがフィリピンほど顕在

化してはいないと感じた。 

 フィリピンには至る所に同性愛者の方

が明るく生活していること。私の偏見と

思いますが、アジア圏で同性愛にオープ

ンである国があるとは思っていません

でした。 

 フィリピン人の英語能力の高さ。タクシ

ーの運転手すら英語が流暢とは思って

いませんでした。 

 フィリピンにたくさんの車が走ってい

たこと。自転車ばっかりだと思っていた

が、自転車を使っている人はほとんどい

なかった。代わりに車が渋滞を起こして

いた。 

 かなりの部分が西洋化（あるいはアメリ

カナイズ）されており、ダンスや食事を

除いたほとんどの場合にフィリピン特

有の文化というものがなかったこと。 

 日本の文化が浸透していること。 

 

その他、今回の留学で感じたことや報

告したいことは何ですか？ 

 多くの若者が世界全体でグローバルに

活躍しているということ。その反面同じ

国にいても、物乞いを一笑していかなけ

れば生きていけない人もいるというこ

と。日本だけに籠っていると気づかない

大切なことをたくさん見つけられるか

ら北大生、日本の若者にはもっと外にも

目を向けてほしいと思う。 

 フィリピンは足を運ぶ価値がある国で

あるということ。 

 日本では当たり前のことがあたりまえ

でなかったり、逆も多くありうる。 

 何か、仕事をしたり勉強したり、日本で

はできないことができる国だと思う。 

 英語でのコミュニケーションの難しさ。 

 物乞いの人たちの一日、一年の生活が気

になった。経済成長に伴って雇用も生ま

れていると思うのだがなぜ物乞いを続

けるのか。 

 日本大使館では日本はフィリピンに

様々な面で一番援助している国といわ

れたが、それにしてはフィリピンの人は

あまり日本のことを知らないように見

えた。本屋に日本産のマンガやアニメは

ないし日本語の教材もない。マラテは韓

国語の飲食店が席巻し、保護施設見学の

ときにも物乞いの人はアニョハセヨ。日

本文化が浸透すればいいというのでは

ないが、日本の経済的なプレゼンスに比

べて庶民の人たちの間での日本の影が

薄すぎると感じた。 

 発展途上国内の貧富の格差。 

 マンゴーがおいしい。 

 国際機関でのことが印象に残っている。

様々な機関を訪れたが、どこへ行っても

いろんな面で日本の良さを感じること

ができた。アジア、世界から見たで日本

のたち位置は、素直に誇らしく感じたの

で、報告してみたいと思った。 

 物乞いの子供たちがいないというだけ

でも日本の生活レベルの高さがわかっ
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た。 

 帰国直後は、トイレットペーパーがある

という安心感が先進国にいると実感さ

せてくれた。（今では慣れてしまったが） 

 フィリピンといえば発展途上国で、汚い、

遅れているといった負のイメージばか

り抱いていました。確かに多少衛生的に

悪い面もありましたが、それ以上にフィ

リピンの正の部分がこの研修から発見

できて楽しかったです。現地で友達もで

きましたし、すごく充実した研修になり

ました。 

 体調管理が第一である。 

 

今後の留学のための改善点やコメン

ト、意見などを聞かせてください。 

 非常に有意義なプログラムでした。語学

留学のためのプログラムなどはたくさ

ん他にも見受けられますが、このような、

国際機関の仕事をみれたり、国際問題、

貧困問題などのリアルな姿を肌で感じ

られることに特化したプログラムはな

かなかないので、今後もプログラムを遂

行していってほしいです。国際機関で働

くことや、国際協力をしていと思ってい

ても、ざっくりとしてイメージしか持て

ない学生などにとって非常に助かるも

のであるはずです。 

 玉城先生をはじめとして、さまざまな先

生がた、現地のスタッフの方々にはお世

話になりました。本当にありがとうござ

います。 

 国際機関を見ることができたのは大変

良かった。 

 他大学と協定してプログラムを組むの

はとても良いと思った。 

 ただ相手の大学に大変お世話になった

ので、もう少し何か恩返しが出来ればよ

かった。 

 ぜひ北大にも来てほしいと思った。 

 デラサル大学の学生と一緒に授業を受

ける機会や交流を深める機会をさらに

増やせば、大学のプログラムとして留学

している意義が大きくなると考える 

 夕食だけ自由にしていただければ他の

コンテンツは大いに満足なので、あえて

改善点を挙げるとすればそこだけです。 

 玉城先生はじめ、協力して下さった国際

本部の方々にとても感謝しています。あ

りがとうございました。 

 治安の問題もあるが、夕食時などは個人

や小グループでの行動にしたほうがよ

い気がした。全体での食事も重要である

がやはり現地の人との触れ合いを増や

すためには小グループの方が向いてい

ると感じた。 

 全体的に見れば有意義な研修であった

ように思う。自分としてはストリートチ

ルドレンの施設が印象に残っている。施

設での研修を増やし、ボランティアとし

て単位を認めるようにしたらボランテ

ィアに興味がある人にはさらに面白い

研修になると感じた。 

 デラサル大学の学生の方と話すことが

できたり、マニラ近郊を観光したりとて

も楽しい 10 日間でした。個人的には自

分の英語力が足りなくて十分なコミュ

ニケーションが取れなかったので、英語

の学習をして、意思疎通ができるように

トレーニングしていこうと思います。 

 留学前後や留学中、いろいろお世話にな

りました。ありがとうございました。 
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 次回に向けて検討していただきたいの

は、大きく分けて二点ある。ひとつは、

ホテルについてである。こればかりはど

うしようもない部分もあるが、シャワー

とホテル街の騒音環境がかなり堪えた。

もうひとつは、現地学生との交流につい

てである。もう少し早くにデラサル大学

の学生達とコンタクトをとり、食事や行

動を共にできればよかったと感じた。 

 現地の学生と触れる機会をもっと増や

したかったです。 
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1

フィリピンの文化
発表者

経済学部3年 谷川駿介
農学部2年 菊池健
文学部2年 佐藤彩乃
水産学部2年 道辻碧

短期留学SPECIAL・PROGRAM
De La Salle University

Manila, Philippines

学生の帰国報告会資料 グループ1：フィリピン文化

・Crash course on 

Filipino culture

・Global culture and 

its elements

・Cultural

commonalities and 

diversities 

文化関連の授業の様子

フィリピン人の強み

・Adoptability

・Resiliency

・Spontaneity

・Resourcefulness

・Relax to view time

①フィリピン人の気質がど
のように育まれたか？

「地理、現代にいたるまで
の歴史」

②フィリピン人がどのよう
な文化を築いてきたか？
「風習、伝統」

事後学習でそれぞれ調査

授業で学んだことと事後研修について 発表の流れ

2.歴史2.歴史

3.風習3.風習

1.地理1.地理

4.伝統文化4.伝統文化

「事後学習～地理編～」

・フィリピン人の強みはどのような環境から生ま
れてきたのか。

・その強みはどのように生かされているか。

（ここでは、出稼ぎについて）

総人口 9234万人
マニラ圏人口 1186万人
（2010フィリピン国勢調査）
※2014年には１億人突破
言語
国語 フィリピノ語

（タガログ語）
公用語 フィリピノ語・英語

おはよう
「 Magandan umaga」

ありがとう
「Salamat」.
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台風16号
9月18日 マニラにて

車で約2時間

タール火山

道路沿いには

花やフルーツの
店が並ぶ

タガイタイシティのタール火山
山地であり夏でも涼しく

避暑地として人気

海外で働くフィリピン人

人口の約１０%

出稼ぎの背景

・Adoptability（適応力）

・英語が話せる

・1976年のマルコス政権時代に「新労働法」

が制定され、国策として海外雇用政策が
打ち出された。

人口増加

高い水準の
経済成長率

雇用の確保が課題

フィリピンのGDP成長率と人口
(Millions) (%) まとめ

・雨風にさらされる不安定な環境

→フィリピン人の強み、

「Adoptability」等を育んだ。

・その強みが、国民の10%出稼ぎを可能にする
一因となっている。

→強みを生かし、将来の雇用の確保など様々
な課題にフィリピンは立ち向かっている。
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フィリピンの歴史

スペイン統治以前

スペイン統治

アメリカ統治中の戦争被害

戦後

担当者 谷川駿介（経済学部3年）

スペイン統治以前14C
(室町時代)
中国(明）への朝貢体制

砂糖!!!

スペイン統治時代
16~18世紀

初日に，歴史を学ぶために

ツアーが企画された．

プロパガンダ運動の指
導者
→ホセ・リサール

マニラ市街戦（1945年2月3日〜3月3日）

現在のイントラムロス

10万人の市民が犠牲に
なった．

戦時中のイントラムロス

ニノイ・アキノ

コラソン・アキノ
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• 1972年〜マルコス大統領による独裁政治
憲法廃止，議会解散、戒厳令etc.
• 反マルコス派を一斉に逮捕・投獄
出版・集会・海外渡航の自由制限
• ニノイアキノはその後アメリカへ亡命

• 1983年8月21日、ニノイを乗せた中華航空811便がマニラ国際
空港に到着直後に頭を撃たれて即死

• 1986年2月コラソン・アキノ大統領選勝利

• 食はフィリピンでは身近で大切なもの

• もてなす＝食べさせること

• おかずは洋食でも主食は白米

• 屋台があちこちにある（果物、おやつ、etc）

• ハロハロ、トロピカルフルーツ

• 担当者 佐藤彩乃 (文学部2年)

写真：ハロハロ、マンゴー、ジョリビー

•グループでいることを好む

•感情表現が豊かで声が大きく、フレンドリー

•計画を立てない、適応力の高さ←地理的、
歴史的理由

フィリピンの伝統文化

バンブーダンス

• フィリピンの伝統舞踊

• Tinikling（ティニクリン）と呼ばれることもある。Tikling
（ティクリン）という鳥の名前が由来という説がある。

• 穀物にいたずらするこの鳥を2本の竹で捕まえよう
とする農夫たちの様子の再現という説もある。

• 元々はスペインのダンスを継承したモスリム王侯貴
族の舞踊。

• 今日では米の収穫の際に踊ることがあるといわれ
る。
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バロンタガログ（男性）
テルノ（女性）

� フィリピン人の正装

� パイナップルの繊維
が材料

� スペイン統治時代に
メキシコから移入さ
れたといわれている

� 前面に刺繍が施され
ているのが特徴

ご清聴ありがとうございました！
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2014年 夏季短期留学スペシャルプログラム
（De La Salle University）

in Philippines グループ報告

伊藤 李沙 （法学部 3年）

植村 茉莉恵 （農学部 ２年）

金澤 潤 （経済学部 ２年）

坂口 純也 （文学部 ２年）

堀岡 輝 （法学部 ３年）

～国際機関編～

学生の帰国報告会資料 グループ2：国際機関編

はじめに

▐今回発表する内容：
・Japanese Embassy（日本大使館）

・Virlanie Foundation（フィリピンのNGO）

・World Bank（世界銀行）

・WHO Western Pacific Regional Office

（WHO西太平洋地域事務局）

・まとめ

Japanese Embassy（日本大使館）
in the Philippines

（http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm）

担当者：金澤（経済学部 ２年）

日本大使館の概要

▐基本情報
→通常は国交国の首都に置かれる

→外交活動（交渉など）

→領事活動（ビザの発給、自国民の保護）

→広報・文化交流活動、情報収集など

▐在フィリピン日本大使館の活動
→経済協力（投資促進、生活・生産基盤の安定・平和形成）

→台風被害への支援（昨年の台風ヨランダの被害は甚大）

→フィリピン政府と日本企業の橋渡し

9/22 日本大使館にて

説明してくださった渡辺さん

今回随伴したDr.Romeo

訪問して学んだこと

▐なぜ経済協力するのか？
→2012年は約10.9億ドルをフィリピンに供与（全体の57％）

→日本が最大のOfficial Development Assistance供与国

→貸した国が成長すると、大きくなって帰ってくる

→国益は日本の中だけで生まれるとは限らない

▐特に気をつけていること
→要請主義（あくまで相手国の同意を得たうえで）

→税金投入に際して、効果実証と証明が要求される
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Virlanie Foundation（フィリピンのNGO）
（http://www.virlanie.org/）

担当者：植村（農学部 ２年）

Virlanie Foundationの概要

▐基本情報
→メトロマニラ最大の、民間非営利児童支援団体

→1992年の設立以降、約16000人の子供達を支援

→目的は、子供達の「笑顔を取り戻す」ことで、彼らの

よりよい未来を作っていくこと

▐活動内容
→貧困や虐待など、様々な理由で親が育てられくなった

子供を保護し、育てている

→12のプログラムに沿って、子供が自立し、社会に入って

いけるよう支援

→総合教育支援、医療ケア、心理ケアなどを行う

9/23 Virlanie Foundation
にて

訪問して学んだこと

▐ボランティアスタッフの必要性
→2011年で、スタッフ131人、地域ボランティア48人、

学生80人、外国人ボランティア93人

→地域ボランティア、学生ボランティアの協力は大きい

→世界各地から、ボランティアにやってくる

▐支援の限界
→ストリートチルドレンの現状を見る限り、施設は足りない

▐循環する支援
→かつて支援を受けた子供達が、支援者側に回ることも

World Bank（世界銀行）
in the Philippines

（http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm）

担当者：坂口（文学部 ２年）

世界銀行の概要

▐基本情報
→本部はアメリカ合衆国ワシントンD.C

→5つの組織で世界銀行グループが構成されている

→現在は途上国の支援を主としている。貧困削減や開発支援を

目的とした低利貸付や無利子融資、贈与などを途上国へ提供

▐訪問先について
→世界銀行グループは、6つの地域総局を持つ。（アフリカ、

東アジア・太平洋、欧州・中央アジア、ラテンアメリカ・

カリブ海、中東・北アフリカ、南アジア）

→日本とフィリピンは、東アジア・太平洋地域総局に所属
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9/22 世界銀行
オフィスにて

Country Directorの小西さんと

訪問して学んだこと

▐世界銀行と日本
→日本は、戦後から1953～67年までは支援を受けていた

その後支援と経済成長を経て、現在は主要な支援国の1つに

→かつて支援を受けていたことを忘れてはならない

→資産の豊富さを生かし、パートナーシップで資金を融通

フィリピンにおける支援
→1945年から参加した債務国。継続的に支援を受ける
→フィリピンでは”包括的な成長“を目標として、①政府の透明性、
②貧困・社会的弱者のサポート、③迅速・包括的・持続可能な
経済成長、④気候変動・環境・天候のリスクマネジメント、
⑤平和・社会・経済の機会保障の5項目を掲げている

WHO Western Pacific Region Office
（WHO西太平洋地域事務局）

（http://www.wpro.who.int/en/）

担当者：伊藤（法学部 3年）

WPROの概要

▐基本情報
→WHOは、人間の健康を基本的人権のひとつとしてとらえ、

その達成を目的として設立された国連専門機関

→193の国が加盟している

→本部はジュネーブ。６つの地域事務局（アフリカ、アメ

リカ、東地中海、ヨーロッパ、東南アジア、西太平洋）

▐WPROについて
→西太平洋地域事務局

→特に当該地域の健康問題に対して取り組む

Ex)台風の危機管理、ワクチンで予防可能な病気対策

9/24 WPRO
オフィスにて
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訪問して学んだこと

▐8つのミレニアム開発目標（MDG）
→乳幼児死亡率の削減、妊婦の健康の改善、感染症対策は

WHOが取り組むべき課題。

→健康なくして、発展なし

▐NCD（Non-Communicable Disease）
→伝染病でない、主として「生活習慣病」を指す

→環境や社会要因に起因するため、環境を変えることが必要

Ex）住居、食品、空気、運動、タバコ、アルコール…

→WHOは、NCD対策について9つのターゲットを設定（次図）

http://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/gmf1_large.jpg?ua=1

アルコールの10％削減

運動不足の10％削減

塩分の30％削減

たばこの30％削減 高血圧の25％削減

糖尿病を増やさない

薬物対策の50％保障

NCD薬品と技術の80％保障

NCD早期死亡率の
25％削減

国際機関とわたしたち

▐国際機関は遠いようで近い
→やっているのは、私たちに関わること

→われわれも出資者であり、株主のひとり

▐必要なのは「広い知識」と「必要最小限の語学」
→英語にとらわれることなく、チャレンジ

▐参加する方法はたくさんある
→大卒向けは、Young Professional Program、JPO、

インターン、ボランティア…

→自ら探し求めるべし

得たものと、伝えたいこと

▐何を得たか
→自分自身を見つめ直す機会

→さらなる長期留学へのモチベーション

▐興味のあるあなたへ
→プログラムでしか行けない所もある

→援助がある

→仲間がいる

→動いたもの勝ち。自分に合ったものを探してみよう！

ありがとうございました！
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学生の帰国報告会資料 グループ3：Panel discussion on youth as leaders

QUESTIONS:

1. WHAT ARE THE TRAITS OF YOUTH AS LEADERS?

2. WHAT CRITERIA SHOULD THE YOUTH HAVE TO BE 

EFFECTIVE LEADERS?

JAPAN 

� 責任感
� カリスマ性
� メンバーからの信頼

問題対処能力人望

� 協調性
� 強引さ(意見調整時)
� 論理的思考力

THE PHILIPPINES 

� 責任感
� 相談できる人柄
� メンバーからの信頼

問題対処能力人望

� 協調性
� 問題に対する柔軟性
� 意見をまとめる能力

PREDICT

日本

問題は未然に防ぐ

（マニュアルの作成）

→論理性が重要

フィリピン

LIFE IS UNPREDICTABLE

→RESILIENCY

（しぶとさ）が重要

COOPERATIVENESS

日本

フィリピンに比べると多様性は低い

グループ志向

（みんなのためにがんばる）

→協調性・責任感が大事

フィリピン

「フィリピン人ってどんな人」→「？？？」

→様々な人に対応しなくてはならない

→協調性・柔軟性が大事
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リーダーシップの条件

ヴィジョン
•カリスマ性 / しぶとさ

人心統一
•協調性 / メンバーからの信頼

動機付け
•論理性 / 柔軟性



 



短期留学スペシャルプログラム 

～デリー大学 2015 年 2 月～ 

 
・ 短期留学スペシャルプログラム 

・ 報告書 漆原花帆 文学部 2年 

・ 報告書 大釜和寿 経済学部2年 

・ 報告書 岡本友理 文学部2年 

・ 報告書 鍬取 暁 文学研究思想文化学専攻修士2年 

・ 報告書 唐 煒怡 文学研究思想文化学専攻修士2年 

・ 報告書 中島健人 経済学部2年 

・ 報告書 横山 円 文学部2年 

資料 1．プログラムの概要 

資料 2．参加学生リスト（デリー大学） 

資料 3．学生のコメント～留学後アンケート調査から 

資料 4．学生の留学後報告会資料 
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短期留学スペシャルプログラム 

1. はじめに 

 デリー大学は「グローバルヘルス研究・

教育・トレーニングに関するコンソーシア

ム」の設立当時からのメンバーであるもの

の、デリー大学での短期留学スペシャルプ

ログラムは初めての試みで、当該プログラ

ムの実施に当たっては不安がないわけでは

なかった。 

 その不安は最初から的中した。しかし、

それはインド、デリーで始まったのではな

く、国内、それも離陸する前に新千歳空港

において発生した。北海道の冬の天候は気

まぐれだ。前日から降りだした大雪のせい

で、成田向けの飛行機の到着が遅れて、予

定の飛行機に乗ると、成田でデリー行きの

飛行機に間に合わなくなる。学生と引率の

寺沢先生は、いろいろなトラブルの後に、

いったん札幌に引き返し、明日一番の飛行

機で羽田に出て、リムジンバスで成田に移

動した。早朝に再出発して朝一番の飛行機

に乗るのは体力的にも大変なことであるが、

それは大雪による飛行機のさらなる遅延の

リスクを避けるためであった。そのために、

デリー行きの飛行機に搭乗するまでに、学

生らは長時間成田で待機することになった。 

 いろいろな困難を乗り越えてデリーに到

着した学生と寺沢先生は、若いせいか、新

しい土地への興奮からか、幸いにして疲れ

の色は見えない。先に到着していた細田先

生と私の顔を見て、さらに安堵したように

も見えた。 

 

2． 適応性－グローバル化のキーワード（1） 

 到着が一日遅れたために、全体のプログ

ラムの変更が余儀なくされた。本プログラ

ムのカウンターパートである、デリー大学

文学部英文科 Sumanyu Satpathy教授や関係

者と協議して、それもうまく調整すること

ができた。よって、本来のプログラムの内

容を大きく変えることなく、プログラムを

進行することができた。 

 何事に対しても柔軟性に対応することの

重要性を改めて感じる。そして、何か予想

外のことが発生したときに、どのようにう

まく対応するかどうかの能力は特に国際社

会では必要なことである。そこで、人の能

力が試される。「疾風にて勁草を知る」、困

難にあってはじめてその人間の本当の価値、

デリー大学(International Guest House)

での授業風景―その 1 

Sumanyu教授と学生たち～デリー大学

での授業風景―その 2 
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本当の強さが分かるものだ。英語にも、“In 

a calm sea every man is a pilot”という

表現がある。風が強く波の高い大海原では、

並のパイロットでは船を操縦できないのだ。 

 

3． 好奇心－グローバル化のキーワード（2） 

 Sumanyu先生や細田先生、寺沢先生らの

適応力にも助けられた。また学生もその変

更に特に不満を述べるのでもなく、それに

うまく対応し、異国の文化や習慣、食など

を満喫していた。外国が初めての学生もい

たが、それが何のその、彼女らの旺盛な好

奇心は些細な日常の変化を大いに凌駕する

ものであった。学生がグローバル社会への

一歩を確実に踏み出したということをこの

事件は確信させてくれた。インドというグ

ローバル化の先進国において、2週間未満

の短期留学ではあるが、その一歩を踏み出

した学生らの体験は彼らにとって極めて貴

重なものとなり、未来への投資としては過

不足のないものである。 

海外留学は、それが長期であれ短期であ

れ、そのような緊急の、予期せぬ出来事が

多々発生する。計画通りにいかないものが

留学であるかもしれない。だからこそ、留

学中に柔軟な適応性が身に付く。郷に入っ

て郷に従いつつ、その郷のものを上手く手

早く理解し吸収し、自分のものにと適用す

ることが与儀なくされる。眼前につねにチ

ャレンジするものがある。これが留学の醍

醐味の一つだ。それにうまく適応すること

によって私たちは成長する。留学は否応な

しにそのような環境を作ってくれる。挑戦

を回避するようでは、激動するグローバル

社会に対応できる人は育たない。したがっ

て、留学はグローバルに活躍することが期

待される人間が通過しなければならない、

いくつもの門の一つであるかもしれない。

学生はその門から新しい世界を俯瞰し、未

来への門の扉を開けて欲しいと願っている。 

 

4． 留学－グローバル化のキーワード（3） 

 これからグローバルに活躍することが求

められる学生にとって、留学はその登竜門

の一つである。新渡戸カレッジではそのた

めのプログラムをいくつか開発し、学生に

提供している。プログラムの数も質も現在

必ずしも満足できるものではないが、コン

ソーシアムのメンバーのネットワークを通

じて、学生のニーズに応えられるように努

力している。しかしながら、プログラムの

内容は、本学の学生のニーズだけに限定し

で構築できるものではない。ホスト校の歴

デリー大学学生祭(Antardhvani–2015)

に参加して 
デリー大学 the Vice-Regal Lodge 前にて 
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史や背景、ならびにカウンターパートのコ

ーディネーターの専門性などを考慮して構

築される。さらに、その地域の物価状況な

ども影響する。 

 

5． Globishi (Broken English)－グローバ

ル化のキーワード（4） 

 当該プログラムの内容は、インドでの医

学的課題の事例（ポリオ根絶）、文化、宗教、

言語、日本との関係など、多岐に亘った。

講義はすべて英語で行われた。多くの学生

は、インド訛りの英語を理解するのには苦

労した。また、デリー大学日本語学科の学

部学生や大学院生がほぼほとんどの講義に

参加したので、講義中にもいろいろと意見

交換ができた。 

 また、短期留学期間中に、デリー大学の

学園祭が開かれていた。これはデリー大学

の学生の生活の一面を伺う最高の機会であ

った。 

 さらにいくつかの世界遺産を訪問したが、

その中でも一泊かけて行った「タージ・マ

ハル」に対する学生の感動は大きかった。

その背景の歴史についても学生は心動かさ

れていた。 

 さて、インドは現在日本で言われている

グローバル化が数千年前からすでに始まっ

て現在に至っていると思われる。経済的な

発展とは別に、文化・宗教・言語などにお

いて現在ではグローバル化の最先端を走っ

ているような感さえある。インドという一

つの概念だけでは説明できないほど、文化

や宗教、言語などが多様化し、10億人のイ

Taj Mahalにて 

Red Ford 入口 

Jama Masjid, Agra 
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ンド人はその中ですでに生活している。言

語や宗教などにおいて、日本がガラパゴス

化しているのとはまったく対照的である。

その環境において、学生がデリー大学の学

生と共に受講し、キャンパス内外にてソー

シャル・コミュニケーションを行ったこと

の意義は大きい。 

また話し言葉としての英語についても、

インド人は私たち日本人とは違う、まった

く新鮮な考えを持っていた。つまり標準の

英語というのはなく、現地で使われている

英語が英語である。つまりインド英語も標

準英語、米国英語も標準英語、そしてジャ

パニーズイングリッシュもグルーバル英語

の一つであると。これは極端であるとして

も、訛りの強い英語だからといって、話す

ことを臆することがないようにという強い

メッセージをインド人が私たちに教えてく

れた。 

 確かに、世界でもっとも広く使われてい

るのは中国でも、英語でも、フランス語で

も、スペイン語でもなく、グロービッシュ

（Globish）、つまりブロークンイングリッ

シュ(Broken English)だ。国連などの国際

機関ではほとんどが Globishである。 

Japanese Englishもその一つという訳だ。

よって、発音などを気にするよりも、コミ

ュニケーションの内容や対話のエチケット、

聴き方などに配慮する方がよりウィットに

富んだ会話ができる。Broken Englishを気

にすることなく、堂々と自分をさらけ出す

ことが国際人となるための近道であるのか

もしれない。いずれにせよ、インドの環境

においてグローバル化の意味を考える意義

は大きかった。 

また学生の健康管理などにおいて大いに

改善すべきところがある。10人中 6人が体

調を壊した今回の経験を糧に、健康管理に

おいて、ホスト大学の保健センターとの連

携なども今後検討したい。 

6．おわりに 

Mahatma Gandhi(マハトマ・ガンディー

1869 年 10月 2日-1948 年 1月 30日） 

“My Life is My Message.” 
“Truth is God.” 

Seven Social Sins by Mahatma Gandhi：

「Mahatma: the great soul」 

1. Politics without Principles

2. Wealth without Work

3. Pleasure without Conscience

4. Knowledge without Character

5. Commerce without Morality

6. Science without Humanity

7. Worship without Sacrifice
Humayun’s Tomb, 1565-1572 
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 インドではいろいろなことを数多く学ん

だが、その中でもマハトマ・ガンディーに

は特に感銘を受けた。彼に出会うのは今回

が初めてではないが、訪問する度に新しい

ことを発見している。 

 また、Sumanyu Satpathy教授および彼の

教室員の皆さん、素晴らしい講義を提供し

ていただきました講師の先生方、および関

係者のアドバイス、ご支援、ご協力、おも

てなしなどに感謝の意を表します。インド

での初めての試みでしたが、多少体調を壊

した学生らはいたものの、学生はプログラ

ムの内容には大いに満足しており、担当者

としてうれしい限りである。 

 日程が厳しかったことも体調を崩した一

因であったかもしれないので、次回以降は

その点を踏まえ、もっとゆとりのあるもの

にしたい。 

 前述したとおり、グローバル化の勉強に

は、インドは一面、最適の場所なのかもし

れない。比較的に単一な文化背景の日本と

異なり、多文化・多宗教・多言語のインド

はその対極にある。グローバル化が過去何

千年と今も進行形のかたちで進んでいる国

がインドなのだ。学生がその原点に戻って、

グローバル化の意味を体験し、学ぶことの

裨益効果は大きい。この点を、短期留学出

発前にいかに学生へ周知できるかどうかが

このプログラムの成否にかかわるように思

う。 

 いつものことながら、本学国際本部国際

教務課の方々には大変お世話になりました、

改めて御礼申し上げます。上述しましたが、

文学部の細田先生、寺沢先生にもプログラ

ムの最初から最後まで大変お世話になりま

した。この場を借りて、改めて感謝いたし

ます。 

 最後に、体調を崩した学生諸君には大変

な面も多々あったと思うが、大きな悲鳴も

なくそれに耐えて、最後まで頑張ってくれ

たことに感謝します。これに対して、心配

りが必ずしも十分でなかったところもあっ

たものと反省し、それを次回に活かしてい

きます。 

取り急ぎすべてに感謝して（玉城英彦）。 
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報告書 漆原 花帆 文学部2年 

 

1. プログラム内容 
このプログラムではインドに 9 日間滞

在し、デリー大学教授による講義や、

インド観光を行ました。 
 講義 

講義は、大学ではなくゲストハ

ウスにて行われ、十数名の先生方

がそれぞれの研究について話して

くださいました。授業にはデリー

大学の日本語学科の生徒も参加し

てくださり、交流する機会を持つ

ことが出来ました。 
 観光 

観光はデリー市内とアグラ、そ

してマトラーと言う町を観光しま

した。各地の寺院を見学したり、

博物館に行ったりと内容は盛り沢

山でした。引率の細田先生や現地

のガイドさん（中には日本語を話

せる方もいました）による解説も

あったため、単なる見学ではなく、

インドの歴史について学ぶことも

出来ました。 
2. 生活 

 宿泊先 
基本的にはデリー大学のゲスト

ハウスに宿泊させてもらいました。

私が宿泊した部屋は 3 人部屋で、

トイレやシャワー、テレビも付い

ており、Wifi 環境も良かったので

とても快適でした。全体は写って

いませんが下の画像がゲストハウ

スの部屋出とった写真です…。 

 
 準備した方がいい持ち物 

私が実際にいって必要だと感じ

たものは、ほぼ世界の歩き方に書

いてある持ち物と同じです。イン

ドに行くときは一度そのようなガ

イドブックを一度見てから行くと

いいと思います。 
3. 感想 

 楽しかったこと 
今回のプログラムに参加して一

番楽しかったことは、現地の学生

と交流出来たことです。おそらく

そのような交流は普通の旅行では

なかなか得られないものではない

かと思います。そして、デリー大

学の先生方の授業を受けることが

できたこと。日本での大学講義と

は少し異なった雰囲気を体験する

ことができてとても面白かったで

す。あとは、ありきたりですがイ

ンドの様々な観光地を回ることが

できたこと。インドという自分で

は旅行しに行く勇気があまり出な

いところに行くことができてとて

も楽しかったです。 
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下の写真はかの有名なタージ・マハルで

す。本当に綺麗だった！ 

 

 辛かったこと 
なんといっても腹痛が辛かった

です。恥ずかしながら原因はよく

言われるような水野問題ではなく、

おそらく食べ過ぎだと思います…。

インドの料理は意外と美味しく、

そこまで口にあわないわけではな

いので食べ進めることができます。

が、たくさんの香辛料が使われて

いたり、やはり食べ慣れていない

料理ということもあって、気づい

たら腹痛に見舞われます。私は結

局たくさんの人に迷惑をかけてし

まいました。海外留学においては

体調管理も自己責任であると学び

ました。 
 最後に体調を崩し、たくさんの人

にご迷惑とご心配をお掛けしてし

まいましたが、このプログラムは、

世界に目を向け自分の視野を広げ

るとてもいい機会だと思います。

これからたくさんの人に参加して

もらいたいです。 
。  玉城先生、国際本部の方々、本当

にありがとうございました。 
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報告書 大釜和寿 経済学2年 

 

1. はじめに 

 今回のプログラムでの経験は私にとって、

とても貴重な体験でした。予定していた便

の欠航等もあり、なかなか予定通りにはい

かなかった短期研修でしたが、学んだこと

がたくさんありました。以下では、このプ

ログラムにおけるデリーでの生活・観光・

講義について報告していきたいと思います。 

 

2. 生活 

 タージ・マハルを訪れた一日を除き、こ

のプログラムではデリー大学の「インター

ナショナル・ゲストハウス」に滞在しまし

た。設備や環境がとても良く、スタッフの

方々も生活面に関しては親切に対応してく

ださいました。 

 右上は部屋の写真です。これには映って

いませんが、テレビと冷蔵庫、さらにトイ

レと温水の出るシャワーが設置されていま

す。 

 主なサービスは右側の写真です。チップ

が必要でしたが、洗濯もしてくれました。 

 右下はゲストハウス内の食堂のご飯の様

子です。カレーと共にナンやインディカ米

等のインド料理をいただきました。滞在中、

朝食と夕食はこちらで食べ、昼食を外で食

べるといったような生活でした。インドの

料理はスパイスがきついですが、どれもお

いしかったです。ゲストハウスでの生活は

快適なもので、不自由なく過ごすことがで

きました。気候面も、乾季の 2月は日中は

宿泊部屋の様子@International Guest 

House 

International Guest House 

ディカ米等のインド料理 
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カラッとしていて気持ちの良い暖かさでし

た。さらに、夜になると涼しくなるので不

快感なく一日を過ごせました。 

 衣・食・住の 3 つが比較的不自由なく過

ごすことができましたが、滞在３日目にひ

どい下痢に襲われました。インドの料理は

私の口にすごく合い、毎食ついついたくさ

ん食べてしまいました。しかし、インドの

料理には日本ではあまり使われていないよ

うなスパイスがとても多く使われており、

日本人である私たちの胃袋には、そのスパ

イスの刺激は強すぎるのです。実際に後か

ら調べてみると、インドへ渡航した日本人

の大半が、まずはこの下痢に悩まされるこ

とがわかりました。このプログラムに参加

した他のメンバーも同じようにこれを経験

していました。よく「食べれるうちに食べ

ておけ」と海外での生活の際には言われま

すが、「食べすぎる」というのにも気をつけ

なければならないと実感しました。 

まずはこの右の写真。インドの首都デリ

ーの中心部にある、「レッドフォート」。

ムガル帝国第５代皇帝であるシャー・ジャ

ハーンが、首都をタージ・マハルのあるア

グラからデリーへ遷都し、自らの名を冠し

た新都シャージャハーナーバード におけ

る居城として築きました。1639年から 9年

をかけて 1648年に完成しました。 

 1857 年のインド大反乱のとき、当時植民

地支配を行っていたイギリスは軍の駐屯地

として接収し、兵舎が建設されるなど、城

内は 

 

3.フィールド演習 

 授業の合間や、滞在日程の中間に観光の

ための時間が設けられており、そこで有名

な観光地だけでなく様々な場所を訪れまし

た。インドには世界遺産が多く存在してま

すが、ここでは訪れた中でも特に有名な２

つを紹介します。 

大きく造り替えられたそうです。インド

の独立後も軍の施設として使用されており、

現在もデリー門周辺と北西部には軍の施設

があるため立ち入ることができませんでし

た。 

 門をくぐると「チャッタ・チョウク」と

呼ばれる以前は宮廷の女性たちのためのシ

ョッピング街があったそうですが、現在は

小物やお土産を取り扱うような小さなお店

が並んでいました。 

 ２つ目は、とても有名なタージ・マハル

です。タージ・マハルはデリーからおよそ

200km離れた、アグラの郊外に位置してい

ます。 

 建物の美しさに目が行きがちですが、タ

ージ・マハルが建設された経緯も非常に興

味深いものがあります。右上の「レッドフ

ォート」築いたシャー・ジャハーンの妻で

ある妃ムムターズは 14番目の子供を出産

した後にこの世を去る際に王は深く嘆き悲

しみ、愛する妻の記憶を永遠に留めるため

 

Red Fort 
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に霊廟としてこのタージ・マハルの建設に

没頭しました。22年の歳月と一日 2万人も

の労働力をかけて造営したと言われていま

す。この写真の裏側に位置する場所にヤム

ナー河が流れていますが、シャー・ジャハ

ーンはその対岸に黒大理石を基調とした自

らの墓廟を造る計画でした。しかし、ター

ジ・マハルの建設により国は資金、労働力

ともに深刻に不足していました。晩年は息

子のアウラングゼーブが彼をタージ・マハ

ルの近くにあるアグラ城に幽閉し、王は部

屋の窓から妻の廟を眺めて暮らしたと言わ

れています。 

 インドの建築物全体に言えることなので

すが特定の宗教や思想、また王の意向によ

り庭園が設けられていることが多いです。

右の上段の写真は「レッドフォート」内に

ある庭園、下段はアグラ城内にある庭園で

す。 

世界中のどの世界遺産にもしっかりとし

た世界遺産たるゆえんがあるのは当然です

が、ここまでに紹介してきたものを含めた

インドにある世界遺産は、建物の美しさや

歴史的重要性度もさることながら、建築物

内が特徴的です。城の場合は、王は外へ出

て買い物をしないため、「バザール」と呼ば

れる市場をこれらのような庭園に設けてい

た名残である場合が多いそうです。私たち

がこれらを訪れたのは昼間や休日というこ

ともあり、現地の人々がこれらの庭園でピ

クニックをしたり、クリケットをして遊ん

だりする様子も目にしました。観光地だけ

でなく、現地の人々の憩いの場としても有

名であるようでした。 

 

4.講義 

このプログラムのメインである、デ

リー大学の教授陣による講義は刺激

的なものでした。 

Red Ford内の庭園 

Taj Mahal 

Agra城内の庭園 
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下の写真は私たちが受けたある日の

講義のスケジュール表です。 

この他にも、インドでのポリオの感

染拡大防止についての取り組み策に

ついてなど、各教授の専門分野で、イ

ンドという国を知る上で特に重要な

事柄を講義していただきました。イン

ドの人々が話す英語はよく特徴的で

あると聞きますが、それは想像をはる

かに超えています。最初に受けた講義

が、そのポリオに関する医学部の教授

の研究のことであったこともあり、専

門用語とその英語の融合でまったく

と言っていいほど理解できませんで

した。 

しかし、講義を受け耳が慣れてくると

徐々に理解できるようになっていくのを実

感しました。 

 写真にはないのですが、印象的であった

講義の一つに言語学の視点から観た「文化

の多様性」についてあります。言語が豊富

であることは、文化の多様性を意味すると

いうことが大筋です。「インドでは 1052も

の言語が話されている」と説明されました。

それに対して、「そのほとんどは方言なので

はないか」という質問が出されます。する

と教授は「何をもって方言を定義するかは

難しい」と続け、「それらすべては一つ一つ

が独立した言語であり、方言として括るこ

とはできない」と結論付けました。 

 ある言語を“方言”として扱うことは、

何かほかの言語を“標準語”とし、その亜

種としてそれを“方言”と定義した結果で

あると彼は主張していました。何をもって

“標準語”を設定するのか。その国の首都

で話されているからか、人口の最多数が話

しているからか、はたまた一番長い歴史を

持つからか。客観的に便宜上、国によって

公用語は定められていますが、“標準語”と

“方言”という分類は非常に難しいし、言

語は文化の一側面であるという彼らの主張

は、1052の言語は 1052の互いに異なる文

化を表すという結論につながると考えられ

ます。“方言”という概念についてこれほど

考えさせられたことはないという意味にお

いて、非常に興味深い講義でした。 

 

5.最後に 

講義スケジュール 
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 インドはアジアの国々の中でも少し変わ

った雰囲気を持つ国だと感じました。ヒン

ドゥー教は、宗教ではなくひとつの習慣に

なっているようにも見えました。広大な国

土に多様な言語、そして多数の宗教が混在

しているこの国は、一つの国として纏める

には余りある様々な側面を持っています。 

 今回訪れたのは北方のインドの都市圏だ

けで、しかも大学からあまり出ることはあ

りませんでした。いつになるかはわかりま

せんが、次回は南方にも足を運び、この国

の数多くある他の顔を覗いてみたいと思い

ます。 

 引率の先生方をはじめ、このプログラム

の組織に関わった国際本部の皆様やともに

このプログラムに参加したメンバー、そし

てインドで出会ったデリー大学のサトパテ

ィー先生を含めた全ての方々に感謝を申し

上げます。 
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報告書 岡本友理 文学部 2年 

 

 私が参加したデリー大学の短期留学プロ

グラムについて報告します。 

まず、大学で受けた講義ですが、インド

英語が聞き取りづらいこともあり、講義内

容が専門的すぎると内容がよくわからなく

なりました。しかし、自分の興味のある分

野でなおかつ教授が気を使って話してくれ

れば内容は理解でき、とても楽しく受講で

きました。講義の合間のティータイムでは、

日本語学科の学生との交流ができ、それも

新鮮でした。プログラム全体を通じて、日

本語学科の学生や、インドに留学している

北大生が私たちのフォローにあたってくれ

たために、とても快適で楽しく過ごすこと

ができました。ぜひ今後もこのようなかか

わりが続くといいと思います。 

 次に、フィールド研修についてです。ほ

とんどのフィールド研修地で強引な客引き

などに遭遇しましたが、地球の歩き方など

ガイドブックに書かれていることでもある

ので、きちんと身構えていけば問題はなか

ったです。フィールド研修と講義の割合は

フィールド研修が多めかな、とも思ったの

ですが、総じてとても充実しており、特に

普通の旅行ではまず行かないような場所に

行けたのがよかったです。専門の教授から、

直接解説される経験はなかなか得られるも

のではないので、細田先生、寺澤先生が同

行してくださったのはありがたかったです。 

 宿泊先のゲストハウスはとても快適で、

水もきちんと出るし、清潔に保たれていた

ので、かなり身構えていた方としてはある

意味で拍子抜けしました。ゲストハウスの

宿泊代が、最初言われていた額よりもかな

り安くすんだため、大量のルピーが余って

しまったので、両替は今回（5万円ほど）

よりも少なくていいかもしれません。 

 総じて、デリー大学が思った以上に快適

な環境であり、気を付けていたからなのか

もしれませんが、怖い思いも特にすること

なく、身構えていたよりはとても楽しく過

ごせました。私は大丈夫だったのですが、

お腹を壊した人が多発した時も薬がすぐに

届けられたので、インドにおける最大の懸

念材料も問題ないかなと思います。 
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報告書 鍬取暁 文学研究科思想文化学専

攻修士 2年 

 

1．プログラムの概要について 

 今回の短期研修プログラム内容は、デリ

ー大学の教員による講義と博物館・遺跡・

宗教施設の見学が主だった。特にヒンドゥ

ー教寺院、ジャイナ教寺院が印象深かった

が宗教施設の多くは携帯電話やカメラなど

の電子機器の持ち込みが禁止されていたた

め記録に残せなかったのが残念だった。デ

リー大学教員による講義は諸事情あり、一

日しか私は受けることができなかったが興

味深く充実したものだった。「インド国内に

おけるポリオへの対策について」といった

全く専門外の講義もあったが、解説が充実

しており門外漢にも理解できる内容だった。

少ない日数だったが、インドという国はど

のような国家であるか僅かながらも理解で

きたと思う。 

 

2．滞在期間について 

 宗教施設や講義以外に印象に残っている

のは食事である。今回の短期研修プログラ

ムが私にとっての初めての海外渡航だった

ため、入国審査や税関、長時間のフライト

など様々なことが衝撃的だったが、それ以

上にインド滞在中の食事が衝撃的だった。

私は胃腸が強い人間だと自負していたが、

インドのスパイス・香辛料たっぷりの食事

に胃が驚いたのか一日程受講を休まざるを

得なかった。胃薬は持参していったものの

効果はなく、半日程度断食しゲストハウス

の方が用意して下さった薬を飲み回復を待

つよりなかった。滞在期間中の食事は主に

カレー（ナン、チャパティ、もしくはタイ

米が付属）、肉料理（鶏肉が主、鶏肉以外は

マトン）、野菜（生、もしくはグラタンのよ

うに煮込み）であった。どれもスパイスが

多用されていた。上の写真は 2月 18日の夕

食で、野菜・マトン・チキンのカレーであ

る。これにチーズナンとガーリックナンが

ついてきた。 

甘味ではカッテージチーズに似た触感の

もの（名称不明）や petha と呼ばれるゼリ

ーが出てきた。次頁の写真、爪楊枝が刺さ

った黄色い物体が petha である。非常に甘

く完食することは出来なかった。 

 外務省のデータによるとインドの宗教の

割合は、ヒンドゥー80％、イスラーム 13％、

キリスト教 2％、シク教１％、仏教 0.8％、

ジャイナ教 0.4％であるという。様々な宗

教が混在しているばかりか、講義でも紹介

されていたが言語もヒンディー、ウルドゥ

ーなど混在しているという。多様な宗教を

持つ人々が存在するため、食事についても

多くの配慮がなされていた。例えばバイキ

ングでは使用している肉の種類は必ず表記

野菜・マトン・チキンのカレー 
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があり、またどのレストランにもベジタリ

アン向けの料理が用意してある。スパイス

に対する拒否反応が出た為、食事を一度だ

けドミノピザにしたのだがそこでも注文の

際は「ベジタリアンか？」と問われた。他

国ではこのようなことは当たり前なのかも

しれないが、初めての海外であった為新鮮

に感じた。現在日本ではこのような配慮が

されている店は少ないように思う。オリン

ピックや移民政策などで海外の人々が日本

に来る際にはこのような配慮が必要となっ

てくるのではないかと思う。 

  

3．宗教について 

 日本で過ごしていると、実際に宗教が生

活に根付いているものであると実感するこ

とは少ない。今回の短期研修プログラムで

は、実際に宗教を信仰しまた生活の中で宗

教を利用する人々を見ることができた。 

マトゥラーの博物館へ行く途中、クリシ

ュナが生まれた後幾年か過ごしたとされる

聖地へ行くことになった。そこでは長老（自

称）が場所を解説してくれ、その後クリシ

ュナに対する祈りを捧げてくれた。だがそ

の後祈念料を高く吹っ掛けられることにな

った。何度も「中国人か？」と問われたこ

とからも、そこでは完全に聖地観光がビジ

ネス化されているようだった。 

また国立博物館では、仏陀の遺骨が展示

されている箇所でタイ・ベトナムの僧が展

示スペースにもかかわらず祈りを捧げてい

る場面にも立ち会った。 

ヒンドゥー教寺院では、インド哲学史に

名だたる哲学者たちが仏陀やクリシュナと

ともに祀られていた。そこでは昭和の特撮

のような見世物でクリシュナの人生を見る

ことができるアトラクションも併設されて

いた。「ウギャーペロペロペロペロ」といっ

た BGM が常に流れている昭和初期の特撮の

ようなお粗末な出来の見世物だったが、観

光客や参拝していた人は楽しんでいたよう

に思う。 

今回の短期研修プログラムは写本を見た

り専門書を講読したりと言った専門的な内

容ではなかったが、実際にインド哲学史で

学んだ人物や出来事がどのように人々に捉

えられ、現在ではどのように信仰されてい

るのかということを体感することが出来た

点で非常に有意義なものだったと思う。ま

たヒンドゥー教以外にも、生活に宗教がど

のように根付いているかということを知る

ことができた。 

もしまた機会があるのならば、実際にサ

ンスクリットの文献やデリー大学教授によ

る専門分野の講義を受けてみたいと思う。  

甘いデザート、Petha 
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報告書 唐煒怡 文学研究科思想文化学専

攻修士 2年 

 

1. プログラムの内容 

デリー大学プログラムには講義と観光の

二つのスケジュールがある。講義はデリー

大学インターナショナル・ゲストハウスの

会議室で行われ、特別演習のような授業で

ある。講義テーマは様々であり、カルチャ

ー・ダイバーシティ、デリー大学の歴史、

インドのカースト制度、仏教、言語などが

含まれる。すべては英語の授業である。1

コマの講義が終わっても先生が話し続けて、

学生たちは質問する隙間をなかなか見つけ

られないが、質問と議論はウェルカムであ

る。講義中または講義の間のティー・ブレ

イクに、デリー大学の優秀な学生たちと存

分にコミュニケーションすることができる。

今回の研修で相手にしてくれたのはデリー

大学英文学科の博士たち、日本語学科の学

生たち、と日本に短期研修する経験があっ

て日本語が堪能な学生たちである。私から

見れば、このコミュニケーションはこの旅

の中にもっとも有意義なことである。 

講義のない日に、マトゥラとアグラをフ

ィールド研修に行った。後ほどデリー市内

もまわってきた。寺院と博物館は主な目的

地である。主にトラベル・バスで移動する。 

 

2．感想 

前に述べたように、すべての講義は英語

で行われる。ヒンディー英語になまりがあ

るので、大変聞き取りにくいところが少な

くない。英語を活用できる環境から離れて

六年ぐらいで、出発時に自分の英会話能力

をためしてみたい気持ちで旅に出た。今回

の研修で語学力が確認できて、今後の勉強

法もわかってうれしかった。 

私は一人旅行のときが多い。今回の研修

でチームメンバと一緒にいると落ち着くこ

とができ、はじめて団体旅行が好きになっ

た。短期スペシャルプログラムのスケジュ

ールも完璧と言える。しっかり講義を受け

ることと博物館フィールド研修とのことこ

そ「研修」であり、参加者に成長させる。

楽しかったことばかりであって、つらかっ

たことは一つもないと言えるデリー大学プ

ログラムの旅に、よい思い出に残る。 
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報告書 中島健人 経済学部 2年  

 

 私が今回のプログラムに参加を希望した

理由は二つあり、一つは学びたい内容が盛

り込まれていること、二つ目は大学のプロ

グラムということもあり、安全だというこ

とです。プログラムの内容については、イ

ンドならではの文化の多様性や衛生面のこ

とを現地の先生にレクチャーしてもらった

り、それと関係あるところを巡ったりしま

した。レクチャーではインドに関する歴史

から、多様な言語や文化が存在する理由や、

ポリオという途上国に多い病気についても

学びました。現地でできたインド人の友達

に、「インド人の英語はほんとに聞き取りづ

らいんだけど、イギリス英語かアメリカ英

語、どちらの影響を強く受けているの？」

と聞いたところ、自信満々の顔で、「これは、

ヒングリッシュだよ。勿論、イギリスに占

領されていたからその影響はあるけど、ヒ

ンドゥー語と英語を混ぜたんだよ！！イン

ドでしか伝わらない単語もあるよ。」と言わ

れ、日本人もこれくらいのメンタリティが

必要なのかなと、非常に印象に残っていま

す。フィールド研修については、アグラの

タージ・マハルなどを巡り、そのベースと

なったところも巡りました。普通、観光客

が行かないようなところも行ったので非常

に楽しかったです。細田先生やインド人の

細かい解説のおかげで、主要な観光地を巡

る旅に、点が線になっていくのを感じ、世

界史は中学生以来だった私でも歴史を理解

し、感じ、楽しむことができました。フィ

ールド研修で特に印象に残っているのは

「ボース」という人物です。歴史の教科書

には載っていないらしいですが、インドの

独立を語る上では非常に重要な人物です。

日本ではガンジーが有名ですが、その前に

独立運動を行っていたのがボースです。も

しボースが独立を達成していたら、ガンジ

ーはいなかったかもしれないと、インド人

の友達は教えてくれました。二つ目の安全

面については、全員で行動したので危険は

ほとんど感じませんでしたが、もし自分が

バックパッカーだったらと思うと水をはじ

め移動なども大変だろうなと感じました。 

 また、生活については、ホテルよりよか

ったです。Wi-Fi は多少不安定でしたが、

意外ときれいでしたし、冷蔵庫もあり、テ

レビもあり、結構快適でした。ただ、3 日

目くらいに何かにあたり、その日の夜は寝

込みました。恐らく、フルーツに当たった

んだと思います。日本の薬は全く効かず、

インドの薬を使ったら治りました。この時、

ポカリスエットと、日本食をもってくれば

よかったと本当に思いました。インドの食

事には必ずスパイスが入っているので、胃

へのダメージがすごかったです。 

 初日に、北海道から出れなくて、プログ

ラムに対して多少不安を感じましたが、終

わってみれば非常に楽しい時間でした。 
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報告書 横山円 文学部 2年 

 

１． プログラムの内容 

とても充実したプログラム内容だったと

思う。様々内容の講義を受けることができ

たことに加え、デリー大学の学生と交流し

ながらの文化財訪問や教授の専門的な解説

を聴きながら遺跡を巡れたこと、大学関係

者の方々とのパーティでお話できたことは

とても貴重な体験となった。講義は専門的

な内容でもあり、英語だけで理解できない

ところは北大の先生方が日本語で要約して

解説してくださったため、講義に全くつい

ていけない、ということはなかった。しか

し、インド哲学や、宗教、歴史について全

く知識がない状態で受講すると理解に苦し

むことが多くあると思う。事前に基礎知識

は身につけておいた方が、より勉強になる

だろう。 

 

２．生活 

宿泊先はデリー大学のゲストハウスであ

り、身に余るほどの待遇をしていただいた。

個室は電気ケトルや冷蔵庫（中にはミネラ

ルウォーターやジュース類が揃っていた）、

テレビ、バスルーム（トイレットペーパー

もちろん、シャンプー・タオルなどバスセ

ットも揃っている）が完備されており、室

温も快適であった。ミネラルウォーターや

トイレットペーパーなど備わっていたもの

が足りなくなった時は補充をしてもらえる

らしい。毎日の講義の際、ミネラルウォー

ターを頂けたため私は足りなくなることは

なった。ただシャワーのお湯には制限があ

ったり、トイレの水圧が弱かったりと日本

と全く同じ環境ではないが、それでも毎日

快適に過ごすことができた。このように

様々なものが揃えられていたため、特別準

備しなくてはならないものはないが、女性

の方はドライヤーがあると便利だと思う。

Wi-Fiもゲストハウス内であれば安定して

いた。ホテルと同等の待遇であったのに、

宿泊料はとても良心的であった。 

ゲストハウス内はこのように快適に過ご

せるが、一歩外に出ればまた違う生活にな

る。あった方が良い持ち物としては、除菌

シートが挙げられるだろう。食事の前に手

を清潔にするのはもちろん、寺院などは裸

足にならなければ入れないところがあるた

め、その後に足を拭くことにも使える。ど

んなものが地面に落ちているかはわからな

い。靴下で入れるところもあるので捨てて

もいいようなものを履くのが良いと思う。

また、観光地は入場料だけでなくトイレや

靴を預ける場所など、いろいろな所で細か

いお金を要求され、お釣りをもらえないこ

とも多いので少額の現金があったほうが便

利である。 

日本での常識は全く通用しないスタイル

であったが、それでも健康に毎日楽しく生

活できたのは、引率の先生方をはじめ、こ

のプログラムに携わっている国際本部の

方々、デリー大学の先生や生徒の方々のお

かげであるので、心から感謝を申し上げた

い。 
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資料 1．プログラムの概要 

（Final Programme for the undergraduate students from Hokkaido University, Japan 

17-22 February 2015 

at Conference Hall 1 (Ground Floor), International Guest House, University of Delhi） 

Tuesday, 17 February, 2015 

Time Name and Address Theme 

09.30–10.00 1. Prof  Sumanyu Satpathy, Head, 

Department of English, University of 

Delhi 

Welcome : Scope of 

International 

Collaboration: Course, 

Aim and Objective 2. Prof K Sreenivas, Dean, International 

Relations (Science and Technology) and 

Professor of Physics Department, 

University of Delhi 

3. Prof Hiko Tamashiro,  Hokkaido  

University, Japan 

10.00-10.15 TEA BREAK 

10.15-11.15 Lecture 1: Dr Sanjay Chaturvedi, Professor 

and Head, Department of Community 

Medicine, University College of Medical 

Sciences (UCMS) and Guru Tegh Bahadur 

Hospital, Dilshad Garden, Delhi - 110095 

Power point presentation 

on “World Witnesses 

Tumultuous Years While 

India Reports An 

Eventful Decade in the 

Long Story Of Polio 

Eradication” 

11.15-12.15 Lecture 2: Dr Sukrita Paul Kumar, Cluster 

Innovation Centre (CIC), University of 

Delhi 

Cultural Diversity 

12.15-13.15 Lecture 3: Dr Bodh Prakash, Zakir Hussain 

College, University of Delhi 

Cultural Diversity 

13.15-14.15 LUNCH 

14.15-15.15 Lecture 4: Prof Sushila Narsimhan (Retd.), 

Professor Japanese Studies, East Asian 

Studies, University of Delhi 

Power point presentation 

on “Major Contours of 

India-Japan Relations” 

15.15-15.30 TEA BREAK 
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15.30-16.30 Lecture 5:  Dr Amrit Kaur Basra, Deputy 

Dean, Foreign Students’ Registry (FSR), 

University of Delhi 

Power point presentation 

on “Mapping the History 

of Delhi and that of 

University of Delhi 

since 1803” 

16.30-17.30 Lecture 6: Dr Amrit Kaur Basra, Deputy 

Dean, Foreign Students’ Registry (FSR), 

University of Delhi 

Tour of the Archives 

located inside the 

Vice-Regal Lodge 

 17.30-19.30 WELCOME PARTY 

WEDNESDAY, 18 FEBRURAY, 2015:                          Visit to Agra, and Night stay 

at Agra 

09.00-18.00 

THURSDAY, 19 FEBRUARY, 2015:                              Visit to Agra, and 

returning back to Delhi 

09.00-18.00 

Friday, 20 February, 2015 

Time Name and Address Theme 

09.30-10.30 Lecture 7: Caste in India 

Prof Raj Kumar, Department of English , 

University of Delhi 

10.30-10.45 TEA BREAK 

10.45-11.45  Lecture 8: Buddhism, India and 

Japan Prof HP Gangnegi, Department of Buddhist 

Studies, University of Delhi 

11.45-13.00 LUNCH 

13.00-14.00 Lecture 9: Social Inequalities 

Ass. Prof Shigenori Terazawa, Hokkaido 

University 

14.00-14.15 TEA BREAK 

14.15-15.15 Lecture 10: Understanding of Early 

Medieval India Prof B P Sahu, Department of History, 

University of Delhi 

15.15-17.00  57th Annual Flower Show , University Stadium Complex, North Campus 

17.00-20.00 Antardhvani – 2015  

Saturday, 21 February, 2015 
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Time Name and Address Theme 

09.30-10.30 Lecture 11: Language and Literature 

in India Prof R Gargesh (Retd), Department of 

Linguistics, University of Delhi 

10.30-16.30 Delhi City Tour, Humanyu Tomb; Museum; Gandhi Memorial 

16.30-20.00 Antradhavani – 2015 

Sunday, 22 February, 2015 

Time Name and Address Theme 

09.30-10.30 Lecture 12: Health and Health 

Promotion Prof Hiko Tamashiro, Hokkaido University, 

Japan 

10.30-10.45 TEA BREAK 

10.45-11.45 Lecture 13: Indian Culture in Japan 

Prof Noriaki Hosoda, Hokkaido University, 

Japan 

11.45-13.00 LUNCH 

13.00-14.15 VOTE OF THANKS 

14.15-17.00 Antardhvani - 2015 

17.00-19.00 FAREWELL PARTY 

Monday, 23 February, 2015 

Time Name and Address Theme 

9.30-10.45 Presentation by Hokkaido University 

students 

Introduction to Hokkaido 

University 

10.45-11.00 TEA BREAK 

11.00-12.00 Lecture 14: Discussion Indian Culture in Japan 

UNIVERSITY OF DELHI Japanese language 

students and Hokkaido University students 

Prof  Sumanyu Satpathy, Head, Department 

of English, University of Delhi 

12.00-13.00 LUNCH 

13.00-14.30 Presentation by Prof Hiko Tamashiro, 

Hokkaido University 

Definition of Health and 

Health Promotion 

14.30-14.45 TEA BREAK 

14.45-16.15 Presentation by University of Delhi 

Japanese language students 

Life in Delhi and study 

in the Delhi University 

22 
 



16.15-18.00 Free discussion: Oversea study at 

Hokkaido University and 

University of Delhi 

University of Delhi Japanese language 

students and Hokkaido University students 

Ass. Prof Shigenori TERAZAWA, Hokkaido 

University 

18.00-21.00 Preparation for Departure 

21.00 Leave for Airport 
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資料2．参加者名簿（デリー大学） 

No. 氏名 学部 在学年次 性別 新渡戸カレッジ生 

YES/NO 

1 漆原花帆 文学部 ２年 女 NO 

2 大釜和寿 経済学部 ２年 男 YES 

3 岡本友理 文学部 ２年 女 NO 

4 鍬取 暁 文学研究科 修士１年 女 NO 

5 唐 煒怡 文学研究科 修士１年 女 NO 

6 中島健人 経済学部 ２年 男 YES 

7 横山 円 文学部 ２年 女 NO 
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資料 3：学生のコメント～留学後のアンケート調査より 

デリー大学 2015年 2月 

 

スケジュールイング（曜日や時間配

分など）について 

 個人的にショッピングがあまり好きで

はありません。海外に行っても現地の

雑貨を入手する欲が正直ないです。で

すから、今回の短期留学のようにしっ

かり講義を受けること、ディスカッシ

ョンの時間をアレンジしてくださるこ

とに感謝します。毎日急がなく休みが

十分で、無意味な観光ばかりではない

ことに対して、大変ありがたいです。 

 飛行機が飛ばなかったこと以外はとて

も良いスケジュールだったと思います。

講義と観光の時間配分がちょうどよく、

どちらにも集中することができました。 

 思ったより観光中心なんだと感じたが、

とても楽しかったので特に気になるこ

とでもなかった。 

 

今回の留学でもっとも感動したのは

何ですか？ 

 デリー大学の学生たちがいろいろと話

してくださることに感動しました。カ

ルチャー・ダイバーシティによって意

味が通じないときがありますが、お互

いに努力してコミュニケーションする

ことはまさに海外研修の意義です。 

 インドの町並みや建物にも感動したの

はもちろんですが、一番は自分の英語

が相手に通じ、コミュニケーションを

とれた瞬間でした。初日は全く意思疎

通が図れなかったこともあり、初めて

会話できたときの感動は忘れられませ

ん。 

 アグラ城の景。 

 

今回の留学でもっとも驚いたのは何

ですか？ 

 インドが私の母国の中国と似ていると

ころは多いです。 

 金銭感覚です。コインがなければお釣

りを出さないことが当然であり、交渉

すれば多少なりとも安くしてくれ、サ

ービスにと見せかけ後から代金を請求

することなど日本ではあまりない、こ

のお金事情に驚きました。 

 いくつもの言語が同じ空間にとびかっ

ていること。 

 

今回の留学でもっとも新鮮であった

ことは何ですか？ 

 意外とインドが私の母国の中国と似て

いるところは多いですので、正直新鮮

さが感じませんでした。 

 インドの寺院のきらびやかさです。日

本の寺院は厳かで静かなイメージなの

ですが、インドでは電飾で飾り付けら

れ、音楽が流れていたことに新鮮さを

感じました。 

 さまざまなものが入り乱れていること。

たとえば車、バイク、自転車、リクシ

ャー、馬車などが同じ道路を走ってい

るなど。 

 

今回の留学でもっとも学んだことは

何ですか？ 
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 私が日本に留学している間に、いろい

ろと気を配っているうちに思わず臆病

者になってしまいました。今回の留学

で、チームの中の優秀な新渡戸カレッ

ジの学生と、現在インドに留学してい

る日本人学生と出会って、一筋で目標

を追うことがまったく間違っていない

と改めて意識しました。

 とにかく挑戦してみる、ということで

す。観光地では小さな子供が何ヶ国語

も話していました。それは商売のため

で、聞いた言語をそのまま真似してい

るのだと思います。日本で言語を学ぶ

といえばテキストを揃えて、できるよ

うになっても自分から話しかけること

を躊躇う人が多いのですが、インドで

このような子たちをみるともっとたく

さんのことを吸収して表現していった

方が良い、そうしていきたいと思うよ

うになりました。インドに行く前は海

外に行くことにも勇気がでなかったの

ですが、今回の留学を通して何事も挑

戦し、色々な国に行ってみたいと思い

ました。

 ものごとを見るときには、一方からで

はなく、多面的にならなければならな

いということを改めて学んだ。

今回の留学でもっとも意外だったこ

とは何ですか？ 

 トイレが想像以上にきれいだったこと

です。

 思っていたよりも、開発が進んでいな

かった。ニューデリーの中心地には高

層ビルがあるのだと思っていた。

その他、今回の留学で感じたことや

報告したいことは何ですか？ 

 今回の留学でインド大学の事情が少し

だけ把握しました。これからインドに

留学することを真剣に考えます。

 インド、と聞くと衛生面や現地の人に

対してマイナスなイメージを持つ人が

多いと思うのですが（私の友人・家族

など周囲の人だけかもしれませんが

…）、それを超えるようなプラスの面が

たくさんあるということです。現地の

人は私の拙い英語を理解してくれる姿

勢をみせてくれ、お互い理解できたら

笑顔をくれました。もちろん危険なこ

ともあり、私はたった 9 日間という短

い期間しか滞在しなかったのでどちら

の面もまだまだわからないことばかり

ですが、インドだけではなくイメージ

に惑わされずに自分の興味がある国に

は行ってみてほしいです。

 デリーやアグラ中にいた強引な客引き

（子供を含む）や物乞いの人々につい

て。

今後の留学のための改善点やコメン

ト、意見などを聞かせてください。 

 高校と学部のときに短期留学に行った

こともありますが、今回のデリー大学

プログラムのように楽しく勉強できた

ことははじめてです。今度ほかの一流

の大学に尋ねることが楽しみにしてい

ます。

 私は事前学習を十分に行わなかったこ

とが反省点でした。学習しすぎるとい

うことはないと思います。今回は引率

の教授の方々が詳しくひとつひとつの
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ことを詳細に解説してくださいました

が、自分である程度理解していれば、

理解が深まったと反省しています。ま

た日本のことを訊かれても答えられな

いことがあったので、まずは自分の国

について学習してみることも大事だと

思いました。このような貴重で素晴ら

しい機会を設けてくださった北海道大

学、デリー大学の方々を始めとするす

べての人に感謝したいです。 

 もう少し早めにいろいろな情報がほし

かったかなと思います。 

 また、当初のガイダンスより、必要経

費が多くなっていたことも気になりま

したが、そのほかは特に文句なく、と

ても満足な留学になりました。 
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資料 4．学生の留学後報告会資料 
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2015/6/29

1

2015年春短期留学スペシャルプログラム
(デリー大学)

資料４．学生の帰国報告会資料

参加者

引率の先生:玉城先生(国際本部特任教授)

細田先生(文学部教授)

寺沢先生(文学部助教授)

学生:唐、鍬取(文学研究科)

岡本、横田、漆原(文学部)

中島、大釜(経済学部) 計10名

発表内容

�現地での生活

�講義内容

�現地での食事

現地での生活

2015年春短期留学スペシャルプログラム(デリー大学)

・宿泊先…デリー大学のインターナショナルゲストハウス

・インド国外からの来訪者向けの寮
・大学内にあるが、地下鉄駅と近く便利
・学生だけでなく、講師や教授も利用
・比較的新しい、レストラン有

・部屋 ・清潔感があり、過ごしやすい ・2人一部屋
・ホットシャワー！ ・1日当たり1500円くらい
・ランドリーサービス有(チップ要)

・空調も完備



2015/6/29

2

・デリーの様子

・思ったより暑くない
(2月末は乾季)

・大気汚染がひどい
・どこへ行っても人
・野良犬、野良猿
・いつも交通渋滞

・数々の世界遺産

・インド国内の世界遺産数は32

・デリー市内には2つ
・それぞれが宗教的にも重要な役割
・感動的な背景

・その他に

トラベラーズ・ダイアリーア
～Traveler‘s Diarrhea～

講義内容

2015年春短期留学スペシャルプログラム(デリー大学)

講義スケジュール

� 09:30 ~ 10:15 講義

� 10:15 ~ 10:30 休憩 (Tea Break)

� 10:30 ~ 12:00 講義

� 12:00 ~ 13:00   昼食

� 13:00 ~ 14:15 講義

� 14:15 ~ 14:30   休憩 (Tea Break)

� 14:30 ~ 15:30   講義

� 15:30 ~ IGH周辺散策…

花祭り(57th Annual Flower Show)…

デリー市内観光…               

講義テーマ

� Polio Eradication

� Cultural Diversity

� India-Japan Relations

� The History of Delhi and Delhi University since 1803

� Caste in India

� Buddhism, India and Japan

� Understanding of Early Medieval India

� Language and Literature in India

� Social Inequalities

� Health and Health Promotion

� Indian Culture in Japan
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講義内容

※インドにおけるポリオへの対策について

(Polio Eradication)

・生ワクチンと不活性化ワクチン

・ポリオの根絶

※言語の多様性

(Language and Literature in India)

・公用語は２２

・その他１０５２～３０００の言語

言語の多様性

周辺散策 (VICE REGAL LODGE)

インド
のグル
メ

担当：岡本・横山・
漆原

ターリー

ナンとチャパティーの違い

ナン チャパティー
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その他のカレーのお供たち

プーリー パパダ

インドのデザート

ペタ

お口直し

この研修に参加しての感想・発見

�インド訛りの英語が想像以上に難しい

�生活レベルでも日本との関わり大

�インドでは何世紀も前からグローバル化が進
んでいた(文化・宗教・言語)

最後に

10日間という短い期間ですが、
密度が非常に濃いため、
自信をもってオススメできます!

次回があれば、ぜひ参加してください!

この場をお借りして
デリー大学のサトパティー先生をはじめ
現地でお世話になったすべての方々、
また、玉城先生、細田先生、寺沢先生や
この研修を組織してくださった国際本部の皆様に
感謝申し上げます。

ご静聴ありがとうございました



 



短期留学スペシャルプログラム 

～ペラデニヤ大学 2015年 3月～ 

 

・ 報告書短期留学スペシャルプログラム 

・ 報告書：今井駿司 法学部 2年 

・ 報告書：筧 拓也 法学部2年 

・ 報告書：斎藤優輝 理学部2年 

・ 報告書：鈴木繁元 法学部2年 

・ 資料 1：プログラムの概要 

・ 資料 2：参加者名簿（ペラデニヤ大学） 

・ 資料 3：学生のコメント～留学後アンケート調査から 

・ 資料 4：学生の帰国後報告会資料 

 

Sigiri Graffiti 
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短期留学スペシャルプログラム 

１．はじめに 

 インド洋に浮かぶ島国、スリランカは北

海道の 8割程度の面積であるにもかかわら

ず、人口は北海道の約 3.4倍、2,030万人

である。スリランカは「光り輝く」「高貴な」

な島という意味で、1948年に英国から独立

し、1972 年にセイロンから現在のスリラン

カに改称した。スリランカの正式名称はス

リランカ民主社会主義共和国（Democratic 

Socialist Republic of Sri Lanka）である。 

スリランカはインド洋にあり、ベンガル

湾の南西、アラビア海の南東に位置する、

インド洋の Sea Lanesとして極めて戦略的

な位置にある。 

 

２．スリランカと日本の関係 

スリランカと日本は 1952年に正式に国

交を樹立しているが、その前年 1951 年に、

スリランカ代表、当時のスリランカ蔵相ジ

ュニウス・リチャード・ジャヤワルダナ氏

はサンフランシスコ講和会議において、日

本の国際社会復帰を求め、日本の国際社会

復帰の道筋を作った。この講和会議におけ

る彼の演説は今でも、多くの日本人の記憶

に刻み込まれている。 

ジャヤワルダナ氏はシンハラ人で、敬虔

な仏教徒であった。その仏陀の教えにした

がっての演説は、国際連合における名演説

として今も語り継がれている。つまり、ス

リランカ代表ジャヤワルダナ氏は戦勝国お

よび敗戦国を含む全世界の代表の前にした

講和会議において「日本の掲げた理想に独

立を望むアジアの人々が共感を覚えたこと

を忘れないで欲しい」と述べ、また、仏陀

の言葉を引用して、「憎悪は憎悪によって止

むことはなく、慈愛によって止む」（Hatred 

ceases not by hatred, but by love.）と

演説した。 

ジャヤワルダナ蔵相（後にスリランカ 2

代目の大統領）の姓の「ジャヤワルダナ」

はシンハラ語で「勝利をもたらす」を意味

するという。第二次世界大戦で連合軍に打

ちのめされた日本にとって、国際社会への

復帰は念願の、そして喫緊の課題であった

だけに、この演説（すなわち、対日賠償請

求権の放棄）は真の独立国としての戦後の

歩みに裨益するところが大であった。その

演説がきっかけになって、当時日本に対し

厳しい制裁処置を求めていた一部の戦勝国

も含め、多くの国がスリランカに続いて日

本への戦争賠償を放棄するようになったと

言われ、その後の日本の国際社会復帰への

道につながる象徴的な出来事として記憶さ

れている。 

日本はそれに対する恩恵を忘れることな

く、スリランカとの友好を戦後ずっと持続

的に大切にしてきている。ジャヤワルダナ

氏の功績はそればかりではない。彼の名前

はスリランカ建国に貢献したとして、その

首都スリジャヤワルダナコッテ（輝ける勝

利をもたらす町・コッテ）に残っている。 

政治の中心である首都はスリジャヤワル

ダナプラコッテであるが、経済・商業の中

心はスリランカ最大都市コロンボである。

本プログラムを共同企画・実施したペラデ

ニヤ大学はスリランカの古都 Central 

Provinceの Kandyにある。 

 

３．スリランカの民族と言語 

 スリランカは他民族・他宗教・多言語国

家である。2012年の統計によると、人口の
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約 74.9％がシンハラ人、15.5％がタミル人、

9.2％がムーア人、残りが混血のバーガー人

とユーラシアン、先住民のヴェッダ人など

となっている。タミル人は、スリランカ・

タミルと（古代以来の移住者）とインド・

タミル（19世紀半ばの南インドからの労働

者）に別れ、またムーア人もアラブ系のス

リランカ・ムーアとインドから移住してき

たインド・ムーアに分かれる。小さい島国

であるがその歴史的な背景に応じて、いろ

いろな民族が移入し、現在では複雑な民族

構成をとり、そして仏教、イスラム教、キ

リスト教などからなる他宗教国家を形成し

ている。よって文化的にも民族・宗教間に

大きな違いが見られる一方、それぞれがう

まく統合し一つの国家として形成されてい

る。とは言え、1983年から 2009 年の 26年

間に亘り、特にシンハラ人とタミル人との

間における大規模な民族対立が起こり、内

戦状態が続いた。その内戦によって、兵士・

民間人 20万人以上が死亡したと推定され

ている。 

公用語はシンハラ語とタミル語、そして

連結語として英語も憲法上認められている。

スリランカのコミュニティーでは、それぞ

れの民族が民族語、つまりシンハラ人はシ

ンハラ語、タミル人はタミル語を使ってお

り、それに英語が混じって、ほとんどの国

民が日常的に多言語で生活している。その

点、インドの言語環境によく似ている。北

大生もこの言語環境に一番驚いていた。 

 

4．スリランカの文化など 

 スリランカ文化は 2500年の歴史におい

て、特に仏教とヒンドゥー教、そしてイス

ラム教の影響を受けている。古都キャンデ

ィやアヌラーダプラを中心とするシンハラ

人の文化と、ジャフナを中心とするタミル

人の文化の 2つの伝統文化が、スリランカ

には根付いている。さらに 16世紀前半にポ

ルトガル、17世紀にはオランダ、そして 18

世紀後半には英国がスリランカを植民地化

したこともあり、現代ではそれらの、特に

英国殖民文化の影響も大きい。また、スリ

ランカには民主主義の伝統も宿っていると

され、その伝統の一端を 2015 年 1月の大統

領選挙に見ることができる。三選を企画し

た現職のラージャパクサ大統領は、野党統

一候補、保健相のマイトリーパーラ・シリ

セーナに敗れたが、権力の移転は民主的に

行われた。 

 スリランカには、ユネスコの世界文化遺

産が 6件、自然遺産が 2件ある。 

Sigiriya Rock 

左から鈴木・筧・今井・斉藤君＠

Sigiriya Rock の頂上 
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文化遺産 

・ 聖地アヌラーダプラ（1982年） 

・ 古代都市ポロンナルワ（1982 年） 

・ 古代都市シギリヤ（1982年） 

・ 聖地キャンディ（1988年） 

・ ゴールの旧市街と要塞（1988 年） 

・ ダンブッラの黄金寺院（1991 年） 

自然遺産 

・ シンハラジャ森林保護区（1988 年） 

・ スリランカの中央高地（2010 年） 

 またスリランカでは大学までの教育や医

療費などは無料である。全子供に 9年間の

義務教育を適用しているので、スリランカ

の識字率は 92.5％、平均寿命は７4.07歳で、

途上国では極めて高い（2012 年）。この国

の豊かな伝統文化は途上国ではこのような

高い識字率および健康水準に支えられてい

る。 

 

5．ペラデニヤ大学 

ペラデニヤ大学は 1942年に創設された、ス

リランカ最古の国立大学で、設立当時はセ

イロン大学と呼ばれていたが、1972年にス

リランカ大学ペラデニヤキャンパスと改称

され、1978年から現在のペラデニヤ大学と

なっている。スリランカ最大の都市コロン

ボから約 110 Km、そして古都キャンディか

ら 6 Kmのペラデニヤにある。山あり川あり

の自然豊かな広大なキャンパスを誇ってい

る。 

スリランカでの唯一の獣医学部を含む、

現在 8学部からなる。2009 年には文学部の

中に法科学科を再設立し、スリランカの中

でもっとも大きい総合大学である。北海道

大学と 2006 年 11月に大学間協定を締結し

ていている。 

 

5．プログラムの内容 

 プログラムの内容は、スリランカのこれ

らの歴史・民族・宗教・言語的背景ならび

に平和構築のプロセスに関する講義と、ユ

ネスコの世界文化遺産へのフィールド研修

との組合せであった。北大の引率者の講義

に加え、ペラデニヤ大学の教員が英語で講

義した。その分野の専門家による特別講義

として北大とペラデニヤ大学の学生に提供

された。今回は、ペラデニヤ大学の学生に

は単位付与とまではいかなかった。 

 本プログラムで特筆すべきものは、ペラ

デニヤ大学の International Interaction 

Club (InIC)のメンバーの活躍である。InIC
ペラデニヤ大学の学生との懇談会＠キ

ャンパス（その 1） 

ペラデニヤ大学の学生との懇談会＠キ

ャンパス（その 2） 
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のメンバーは本学の学生と一緒に講義に参

加するときもあれば、それ以外には昼夜に

亘って、本学の学生の世話をしてくれた。

本学の参加数（4人）は少なかったので、

InICのメンバーが明らかに多く、学生同士

のソーシャルコミュニケションの質を高め

ていた。 

 InIC の顧問は、本短期留学スペシャルプ

ログラムの現地コーディネーターの１人、

Dr Nanda Gunawardhana であった。Nandaは

ペラデニヤ大学の International Research 

Center のディレクターを務めている。 

 学生はスリランカの歴史・宗教・言語な

どの多様性に触れるだけではなく、26年間

も続いた民族間の大規模な対立からの復興、

つまり平和構築のプロセスについても学ん

だ。講義で学んだものを、ユネスコ登録の

世界遺産に実際に足を運んで、その背景に

ついてさらに学習することができた。フィ

ールド研修にも InIC のメンバーが引率し

てくれたのは、いろいろな面で学生にとっ

て有益であった。 

 またスリランカでは本学の卒業生が大勢

活躍している。その現場を後輩が訪ねるこ

とで、お互いに刺激し合い、両者に良い影

響があったものと確信する。実際に、在ス

リランカ日本大使館の粗信仁大使ならびに

在スリランカ JICA事務所の浅井誠氏を訪

問し、それぞれの仕事の内容などを拝聴し

た。 

 さらに北大の HUSTEPの学生として 2014

年に留学していた Ms R.D.Dilani Anuradha 

(Anu)の自宅に招待され、全員、スリランカ

キュイジーヌを堪能・満喫した。これはス

リランカの生の文化・習慣などを学習でき

る貴重な機会であった。 

 

6．おわりに 

 今回はプログラムの周知が必ずしも十分

でなく、参加人数が 4人と少なかったのは

Anu（HUSTEPの学生 2014年）の自宅に

招かれて 

スリランカ特命粗信仁大使（北大農学部

出）と共に 

浅井誠氏（北大農学部出）と共に＠ス

リランカ JICA 事務所にて 
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残念であった。また、学生の集まりが悪い

こともあって、学生募集が長引き、スリラ

ンカ・コロンボまでの直行の飛行機が取れ

なかったので、学生と引率の先生には移動

の負担が大きかった。 

 ペラデニヤ大学との共同開催が今回初め

てあったので、全体としてプログラムのス

ケジュールを詰めすぎた嫌いがあった。フ

ィールド研修もバスでの移動になるので、

時間がかかり、学生の体力的な負担が少な

くなかったと思われる。また 2月末とは言

え、北海道の学生には気候的に暑すぎたか

もしれない。現代の日本の若者はこのよう

な過酷な暑さには慣れていないので、これ

から夏季休暇中に実施される予定のプログ

ラムではこの気候対策も一つの課題であろ

う。 

 しかしながら、スリランカの豊富な文化

遺産や言語、宗教、歴史などは異文化理解

のための留学先としては推奨できる。ペラ

デニヤ大学の学生が対応する人によって、3

ヶ国語を常に使い分けることに本学の学生

は感動していた。同じスリランカ人であり

ながら、宗教的・文化的・言語的背景の違

う仲間とコミュニケーションをとることの

現実に遭遇して、北大の学生はびっくりし

ていた。逆に、日本の文化・言語などの単

一性が彼らには異様に映ったのかもしれな

いとすれば、それはそれで短期留学した意

義は大きいと思う。 

 

7．謝辞 

 本プログラムを現地で調整していただい

た Dr Nanda Gunawardhana, Dr Tudor Silva

（文学部教授）そしてプロジェクトマネー

ジャーMs Shanthini Shanmugarajah、なら

びに InICの多くのメンバーに大変お世話

になりました。この場を借りて厚く御礼申

し上げます。また、最後まで引率していた

だきました本学文学部 Michelle La Fay先

生、そして健康を害することなく全日程を

終了できた学生諸君に感謝します。 

 お名前は 1人ひとり出しませんが、この

スリランカのプログラムだけではなく、全

プログラムの企画・運用にご尽力いただき

ました国際本部国際教務課の方がたに重ね

て感謝申し上げます。彼ら・彼女らの献身

的な協力がなければ、プログラムを成功裏

に終了することは不可能でした。改めて御

礼申し上げます。 

ボホーマストゥティー（玉城英彦）。 
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報告書 今井駿司 法学部 2年 

はじめに 

 ペラデニヤ大学のあるキャンディは「ス

リランカで最もスリランカらしい町」とい

われている町と言われている。開発が進み

高層ビルが立ち並ぶコロンボと比べても、

キャンディは大きな建物も少なく、田舎的

な雰囲気が漂う。大学のキャンパスも広大

で緑が溢れ、動物たちの住処になっている

点は、北大とも似ている。そんなキャンデ

ィ、ペラデニヤ大学で過ごした日々は、わ

ずか２週間であったにも関わらず、充実し

たものであった。この報告書では、プログ

ラムで私が経験した一部をみなさんに紹介

したいと思う。 

プログラムの内容 

 プログラムの多くの時間は、ペラデニヤ

大学での講義に当てられた。講義といって

も現地の講義に参加するのではなく、北大

生のためだけに特別に用意された講義を受

講する（もちろん英語）。オムニバス形式の

授業で、毎回それぞれの教授の専門分野に

ついてレクチャーを受ける。共通している

点は、どれもスリランカに関する話題であ

ることで、具体的には、スリランカ人の ID

や昨今の内戦の原因、また内戦後の平和構

築の過程などが挙げられる。日本ではスリ

ランカについて知る機会は少ないので、ど

のトピックも自分にとって新鮮なもので、

大変興味深かった。 

 加えて、このプログラムは講義外の活動

も充実している。現地の国際交流サークル

の学生やペラデニヤ大学の方々がほぼ毎日

のように、私たちのために様々なプログラ

ムを用意してくれた。歓迎パーティーやキ

ャンディの街案内、exchange section、プ

ログラムの打ち上げパーティー、どれもよ

い思い出で現地の学生とも仲良くなること

ができた。このように、現地の学生との交

流の機会が多いこともこのプログラムの魅

力の一つである。 

 週末はキャンディを離れ、スリランカの

名所を見て回った。世界遺産であるシーギ

リヤロックでは、急な階段を 2 時間も登り

続け疲れ果てたが、頂上から見た景色は一

面緑いっぱいで大変綺麗なものであり、満

足できた。 

 その他生活面について述べておくと、滞

在期間中は基本的には北大のオフィス（と

いっても一軒家に近い）の一画で寝泊りし

ていた。共同生活なので、最初は窮屈に感

じた面もあったが、他のメンバーとコミュ

ニケーションをしていくうちに徐々に慣れ

ていくことができた。食事は、夕食はほと

んどが外食であったが、朝食を中心に簡単

な自炊をする日もあった。レトルトパック

やパスタソースなどを持っていくと重宝さ

れる。次にネット環境についてだが、オフ

ィスの中は Wi-Fi を使わせてもらうことが

できるが、町の中や大学では無料の Wi-Fi

環境はほとんどない。しかし一方でスリラ

ンカではプリペイドの sim カードを安価に

手に入れることができるので、街中でネッ

ト使いたい人は、空港などで調達すると便

利である。 

失敗談 

 Are you Buddhist? ―仏教徒が多いスリ

ランカで、学生によく聞かれた質問である。

宗教意識の低い私は、この質問にどう答え
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たらよいか分からなかった。日本独自の宗

教である神道について説明しようとも、曖

昧な知識しか持ちえていなく、ましてやそ

れを英語で説明することなど、英語が苦手

な私にはできなかった。何とか broken 

English で説明しようと試みたが、学生か

ら次々と投げ掛けられる、神道の成り立ち

や仏教との関係性についての質問には、全

く答えることができなかった。せっかく日

本に興味を持ってくれた学生の皆さんに申

し訳なかったし、何よりも正確な知識をほ

とんど持ちえていない自分を恥じた。 

現地の学生や先生方からスリランカに関す

る様々ことを教えてもらったにも関わらず、

それに十分に応えることができなかったの

は、今回の研修の反省点である。 

 

現地の学生との交流 

先にも述べたが、このプログラムでは現

地の学生との交流の機会が豊富で、特に私

が印象に残っているのは、お互いの食文化

を紹介したときのことである。食文化の紹

介といっても、ただ単にスライドで紹介し

てもおもしろくないので、実際に日本食を

食べてもらうことにした。私たちが用意し

たのは、レトルトカレーとわさび料理であ

る。わさびの味はスリランカ人の口には

中々合わなかったようだが、スリランカで

は三食カレーが食されていることもあり、

レトルトカレーは現地の学生に好評だった。

一方現地の学生はスリランカの伝統料理を

いくつか持ってきてくれた。その中でもコ

コナッツで炊いたご飯である、ミルクライ

スはソースとの相性がよくおいしかった。

このように他の食文化を実物を見せたり食

べたりしながら紹介しあう機会は、お互い

になかったようで、とても盛り上がった。 

 

まとめ 

暇な春休みで何かしたい―そんな気軽な

気持ちで参加したプログラムであったが、

学べることや貴重な体験ばかりで、帰国し

た今は、このプログラムに参加したのは間

違いではなかったと考えている。むしろこ

の気軽さもこのプログラムの魅力の一つと

もいえるのではないだろうか。「百聞は一見

にしかず」でないが、ここで書ききれない

ほどのたくさんの刺激を受け取れるプログ

ラムなので、ぜひ実際に参加することをお

勧めします。 
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報告書 筧拓也 法学部 2年  

 

はじめに 

 私は、スリランカにおいて、多宗教・多

民族国家、内戦後の処理、英語の役割の 3

点について実態を見聞したいと考え、本プ

ログラムへの参加を決めた。今回は、上記

3 点を中心に、事前調査での知識と実態の

共通点・相違点、現地で感じた問題点をレ

ポートし、本プログラムでの経験をまとめ

る。 

 

１．多宗教・多民族国家について 

 スリランカは、宗教では、仏教、ヒンド

ゥー教、イスラム教、キリスト教を抱える

多宗教国家である。また、民族では、シン

ハラ人、タミル人、スリランカ・ムスリム、

ムーア人を抱える多民族国家でもある。 

スリランカの街を歩いていると、サリー

を着た人々やイスラム衣装をまとった人々

が多く見られ、多宗教・多民族国家を実感

した。ついこの間まで内戦をしていたとは

思えないほど、よく融合していると感じた。

しかし、私が現地ペラデニヤ大学で接した

のは主にシンハラ人で、学生間のコミュニ

ケーション言語がシンハラ語であった点か

ら、大学という公共サービスにおいて民族

間の公平が保たれているかには疑問符がつ

いた。 

 

２．内戦後の処理 

 スリランカでは、1983 年から 2009 年ま

で、幾度かの停戦を挟みながら、多数派シ

ンハラ人とスリランカ・タミル人との間で

内戦が繰り広げられた。2009 年には、シン

ハラ人が武力で反政府組織（タミル・イー

ラム解放のトラ、LTTE）を抑える形で停戦・

終戦の運びとなり、現在に至る安定が訪れ

た。戦時中の人道問題に関しては、シンハ

ラ政権、LTTE 側双方に責任を求める声が上

がっている。2015年 2月の大統領選挙では、

政権側の候補が敗北し、人権問題により敏

感な候補者が勝利した。この政権交代は二

大政党制に基づくもので、スリランカの安

定した民主主義を示すものと評価された。 

 戦後処理に関しては、現地での講義で強

調されたように、未だに多くの問題が山積

している。特に私は、戦場となった北部の

街、ジャフナで、住民が依然として帰らな

いことに注目した。今回のプログラムでは

訪れなかったが、長く続いた戦争で人々の

人口構成や専業寡婦の問題に加え、軍によ

る民業圧迫など、急激な経済成長を示す数

字の裏を読むことは大切であると考える。

政権交代については、現地人との話から前

政権の不正義への憤りを聞くと同時に、そ

うした考えはエリートや都市の住民のもの

で、農村部ではまた違った考えがあるよう

である。大学内でも二大政党で割れるなど、

スリランカの民主主義については一定の評

価ができると考える。 

 

３．英語の役割 

 スリランカでは、英語は公用語のシンハ

ラ語・タミル語に次ぐ言語で、シンハラ人

とタミル人のコミュニケーションを助ける

役割を担っている。かつてイギリスの植民

地であったことも、英語の利用を助ける大

きな要因である。 

 ただし、前述のように学生間の会話はシ

ンハラ語で、街中では英語が通じないこと

もあったため、英語の役割には限界がみら
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れた。また、学生の中でも英語の上手な者

とそうでない者が混在し、複雑な事柄を共

有するための英語としては心許ないように

感じた。講義によれば、英語が経済的格差

を生んでいるとの指摘もあり、スリランカ

における英語の役割は理想的なものとはい

えないと考える。 

４．まとめ 

 本プログラムでは、フィールドワークの

重要性、それを実践するための言語の大切

さを学んだ。上述のように、事前調査と現

地での見聞の間には、多くの相違点があり、

現地で自ら確かめることはとても重要なこ

とであった。また、現地での見聞は主に現

地人とのコミュニケーションによってもた

らされ、そのためには英語が大切であった

（当然、現地語を使う方がよりよいことで

あるが、英語がままならない現状では英語

の勉強が優先されると考える。）今後の学習

では、フィールドワークを重視して、積極

的に海外に出ていくとともに、英語の勉強

を一から見直すべきと感じた。 

おわりに 

 私は、本プログラムを通して、当初の目

標はある程度達成されたが、現地で見つけ

た新たな課題が残った。より正確な理解の

ためには、めまぐるしく変わる現状に合わ

せる点でも、何度もフィールドワークを続

けることが大切である。様々な選択肢があ

るので、再びスリランカ入りする機会を貪

欲に狙っていきたい。 
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報告書 斎藤優輝 理学部２年  

 

PART１ プログラムを通して経験した事 

はじめに 

�これから、プログラムを通して思ったこ

とを、日記のような形式で時系列に書いて

いく。「事前学習」に始まり、現地入り「１

日目」から「10日目」までを書く。時系列

に書くのは、スリランカでの出来事が経験

する順序が変わった場合には感じ方が変わ

るかもしれないと考えるからだ。だから、

何が心に留まったのかわかるような形式を

とることにする。 

 

事前学習 

シンハラ語であいさつ程度できるように

した 

→引率の Michelle La Fay 特任教授(以下、

ラフェイさん)に紹介された『You Tube』内

の動画『LAZY BUT SMART SINHALA』シリー

ズを用いて学習した。 

 

・ 映画を通して宗教的概念に触れた。 

→映画が好きだったため、スリランカ映画

を通して学習しようを思ったが、実際に日

本で見られるスリランカ映画はほとんど見

当たらなかった。 

代わりに以下の宗教にまつわる映画 

１．『リトル・ブッダ』ベルナルド・ベルト

ルッチ監督 

➡�仏教。シッダールタが悟りを開いて

釈迦になるまでを学ぶ。 

２．『クンドゥン』マーティン・スコセッシ

監督 

➡�仏教の輪廻転生にまつわる概念を学

ぶ。 

３．『第七の封印』イングマール・ベルイマ

ン監督 

➡�キリスト教における死の捉え方を描

く。 

４．『奇跡』カール・テオドア・ドライヤー

監督 

➡�キリスト教における信仰についての

考えを描く。 

 

・ 書籍を通して知識を増やした。 

1．『地球の歩き方 スリランカ』ダイヤモ

ンド社 

→大半の理系学生にとってはスリランカに

ついての本はほとんど専門性が高すぎるた

め、少し難しいと思われる。『地球の歩き方』

を使って留学に必要な基礎知識を得ること

ができた。 

2．『日本霊性論』内田樹 釈撤宗 講談社 

➡�日本における宗教性や宗教観につい

ての本。自国の宗教観についてある程度把

握することでスリランカ仏教と日本仏教に

ついての知識を橋渡しすることができ理解

が深まったと思う。 

 

１日目◻空港→宿泊地 Aniwatta 

空港から宿泊地までの道、乗客５人に対し

て、50人は乗れる大型バスが旅行会社の方

で用意されていた。旧正月の影響で中国人

観光客の数が普段よりも多く小型のバスの

数が足りなくなっていたためである。大き

すぎる車はスリランカの道では簡単にター

ンすることができない。宿泊地までの道中、

一度道を間違えついにターンできたときに

はすでに何 km も走行したあとのことだっ

た。 

24時過ぎに宿泊地に着いた。今回のメイ
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ンの宿泊地は Kandyの Aniwattaにある同行

した教授の関係する研究施設で、一泊千円

で泊めさせてもらうことなっていた。つい

て早々シャワーを浴びたが、事前学習で学

んだ通りユニットバスのトイレとシャワー

がカーテンで仕切られていない。なので、

シャワーをするとバスルーム中水浸しにな

る。すこしためらいながらシャワーを浴び

た後、ビールで乾杯して、この日はすぐに

就寝した。 

 

２日目◻ Peradeniyaオリエンテーション・

レクチャー・パーティー 

初日のオリエンテーションは運転手が道

に迷い遅刻した。このときはまさかこれが

毎日続くとは努にも思っていなかった。し

かし、スリランカの道は日本の道とは違い

碁盤目状に区画されてはいない。道をすべ

て覚えるのは至難だと言えるだろう。スリ

ランカのタクシー運転手たちはそれぞれが

複雑な道のスペシャリストになるのではな

く、互いにそれぞれが知っている道を教え

あうことで目的地になんとかたどり着くと

いうことがままあるらしい。一応述べてお

くがこれはスリランカにはその道に熟練し

た運転手がいないということではなく、自

分が出くわした数人がたまたま実際に道に

迷ったといだけのことである。それにして

もどうして地図を使わないのだろう。道が

狭い上に車の往来激しいスリランカの都市

では丁寧に路肩に止まって地図を読むのは

かなり面倒だからかもしれない。 

オリエンテーションにて、自己紹介をした。

その際、自分は「仏教」と「スリランカ文

化」を学びたいと発言した。このことは留

学を通して部分的に達成されたと言えるだ

ろう。しかし、やはりこの短期間では部分

的には理解することもできたと思うがほと

んどはただ体験したという側面がおおきか

った。 

 

３日目�Peradeniya レクチャー・キャンパ

スツアー Kandy生徒宅訪問 

 この日はペラデニヤ大学のキャンパス

ツアーに行った。構内に車がビュンビュン

走っている。犬がそこら中にいる。果ては

サルまでいる。数々の点で北海道大学札幌

キャンパスとは異なっていた。しかし、自

然豊かなこのキャンパスを見たときほんの

少し既視感も覚えた。北海道大学には自動

車の代わりに自転車がたくさん走っている

が、一方ペラデニヤ大学にはほとんど自転

車が走っていない。これは大抵の人が少し

遠くにある実家からバスで通っているから

であり、一人暮らしはそこまで一般的でな

いそうである。確かにキャンディの街には

あまり札幌の学生が住むようなマンション

が見られなかった。もうひとつの理由とし

ては、外がとても暑いため、近くに家があ

る生徒も徒歩で通学するのが普通らしい。

その前に私は車行き交うスリランカの道に

たくさんの自転車が走ることは物理的に無

理だと思う。 

この日の夜は、つい昨年まで北海道大学に

留学していたというアヌーの実家で夕食を

いただいた。見たこともないくらいの、料

理の数々でスリランカ人のホスピタリイテ

ィの高さを感じた。日本人だとあそこまで

することはなかなかないと思う。帰りには

プレゼントまでもらってしまい、とても嬉

しかった。こういう人柄がスリランカと日

本の友好関係がずっと続いている理由とし
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てあるのかもしれない。 

 

４日目◻宿泊地→ Colombo 日本大使館 

JAICA  

この日、三人の北海道大学 OB に会った。

三人とも同じタイプの人間だろうと思って

いたら、予想にかなり反して、全くの三者

三様だった。ここで三方のパーソナリティ

ーについて書くことはしないが、とにかく

表面的にどういうタイプの人間が海外に向

いていると言うことはできないのだなと思

った。 

 

５日目◻ Peradeniya 交流 レクチャー 

→Sigiriya ホテル 

この日のプログラムでは、ペラデニヤ大学

の生徒から、スリランカの伝統的な歌を教

えてもらった。スリランカ人は日本人より

恥じらいなく人前で歌をうたえるらしかっ

た。パーティーではあんなにシャイだった

のにとよくわからない気持ちになった。教

えてもらったのは、ある男が女神に魚を捕

る、という内容でスリランカ人の生活に神

という存在がどれだけ自然に入り込んでい

るかを学んだ。少なくとも私が知っている

範囲では、日本の歌で歌詞の中に、神や女

神という単語が入っているものはあまりな

いと思う。 

この日の夕方から、明日の行動予定に合わ

せて宿泊地をシーギリヤのホテルに変更し

た。リゾートのようないいホテルで食事も

かなり美味しかったのだが、客室以外の全

施設が半屋外になっていたため、２日間の

ホテル滞在で計１２箇所も虫に刺された。 

 

６日目◻Sigiriya Rock  Plannaruwa 

この日は、スリランカの世界文化遺産を２

箇所、Sigiriya Rockと Plannaruwaの遺跡

に行ってきた。Sigiriya Rock は昼の時間

帯にいくと観光客が多すぎて不自由だとい

うことで、ホテルを 7 時に出発した。

Sigiriya Rock は巨大な一枚岩でかつてそ

の頂上には城が建設されていた。ここに来

たらまずは遠くからでも、その一枚岩の迫

力に圧倒される。次に近くまでよってみる

と昔使われていた階段のあとなどがあり、

祖先の足跡を見てとることができ、昔との

富不思議なつながりを感じる。上に登ると、

スリランカ旅行者の中ではかなり有名な

Sigiriya Lady を見ることができる。歴史

的価値のあるものというものは中には、少

し見ただけでは何がすごいのかわからない

ものもあるが、これはそれとは明らかに違

う妙に納得させられる壁画だった。他の旅

行者があんなに多くなかったら、もう少し

長く見ていたかった。 

２箇所目に Polannaruwa の遺跡に行った。

ここはかなり暑かった。昔の建物は屋根が

木造だったようで、遺跡は石などで出来た

壁などを残して朽ちてしまっていたため、

ほとんど日陰がなかった。北海道出身、北

海道育ちの私にとってはその日の晴天は大

変厳しく、もはやフィールド研修どころで

はなかった。ここでの記憶はおぼろげだ。 

 

７日目◻Sigiriya→Dambulla→Aniwatta パ

ーティー 

この日も世界文化遺産を見に行った。

Dambullaの石窟寺院を訪れた。そういえば、

寺では靴を脱いで参拝しなければならない。

このとき靴を脱ぐべきところにだいたい靴

預り所がある。靴を持って歩いてもいいか
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とは思ったのだが、この寺ではサルがそこ

ら中にいるため、靴を持ち歩いていると取

られてしまうらしい。いったいどこにそん

な需要があるのだろうか。 

石窟寺院の内部には多くの仏像や壁画が

存在し、なかなか見ごたえがあった。引率

の Michelleさんが言っていたが、この寺院

が建設された当初、いまのような蛍光灯な

どの照明はなかったはずなので、灯りがあ

るとすればロウソクで、かなり薄暗かった

だろうということを言っていた。あの空間

が暗かったなら、余計に神秘的だったろう

し、もしかするとそれは仏像などの宗教的

なものを細部まで見ないことによってそれ

らを体内に取り込みすぎないためのバッフ

ァーとして働いていたかもしれない。 

この日 Kandy に戻った後、ペラデニヤ大学

とのプログラムの打ち上げパーティーに参

加した。この日までには、ペラデニヤ大学

の生徒ともそこそこに仲良くなれていたと

思う。まだ仲良くなれる可能性を残しての

別れ、これがまたスリランカに戻ってくる

原動力になるかもしれない。 

 

８日目◻Peradeniya 化学科見学 北大を

プレゼン パーティー 

同プログラム参加の他の３人の生徒とは

別行動で、自分の所属である理学部化学科

に関係のある、ペラデニヤ大学の Faculty 

of science, Department of Chemistry を

見学した。 

北海道大学に比べて約半数の研究室が存

在し、スリランカ内で唯一 NMR(Nuclear 

Magnetic Resonance)装置を保有している

そうである。在籍している生徒は優秀だっ

たが、研究設備は北海道大学と比べかなり

悪かったと思う。その中でも自分の研究に

自信を持って懸命に努力している学生に勇

気をもらう気持ちだった。 

午後には、ペラデニヤ大学の生徒に対して、

北海道大学についてプレゼンする機会があ

った。そのなかでわさびを紹介したのだが

これが思ったより、生徒たちに好評だった。

だれかスリランカでわさびビジネスを展開

したら成功するのではなかろうか。 

 

９日目◻宿泊地→ Pinnaruwa (Elephant 

Orphanage) 

Elephant Orphanage では大きな川の中に

たくさんのゾウを見ることができた。それ

以外には特に収穫はなかったと思うが、そ

れでいてスリランカのこういう施設の外国

人向けチケットの料金はむやみに高い。こ

こでは日本円でおよそ 2,500 円支払うこと

となった。他の施設でもこれに近い料金を

支払ったが、現地の大学との共同プログラ

ムに参加していればこれらのお金は返って

くる。Elephant Orphanageだけがその例外

であったと思う。 

このあと Tea Factory を見学して、早めに

宿泊地に戻った。この日にもなると疲労が

だいぶたまっており英語を話すのもかなり

億劫だった。初めての自炊でみんなでトマ

トパスタを作り、スリランカのトマト缶が

日本のそれと若干違うことに途中で気づく。

塩分が多めに入っているみたいだった。な

んとか持ち直すことに成功したと思う。こ

の日は早めに就寝した。 

 

１０日目�宿泊地→Colombo→空港 

最終日は完全に観光気分だった。だが、コ

ロンボの海にいくも太陽が照りつけ疲労感
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がでてくる。とりあえず涼しいところで昼

食をとり体力を回復させた。この後はお土

産店にいったりして時間を潰しながら、先

日予約した Aueorvadic massageを受けに学

生は男４人で赴いた。サロン内に入ってみ

ると日本での傾向とは違い女性よりも男性

が多くこのサービスを利用するようだった。

ここでゆっくり体を休め、この後に待ち受

ける３０時間の移動時間にきっちり備える

ことができた。 

 

PART２ これから留学するひとへ 

 私が初めて留学に興味を持ったのは、大

学 1年生の 5, 6 月くらいの時期でした。こ

のとき、初めて留学にいくひとに向けられ

た留学プログラムである FSP(First Step 

Program)について知ります。このとき確か

旅費が 35 万円くらいかかる予定になって

いて、家庭のお金にそんなに余裕がなかっ

たので海外に行くこととお金の問題を天秤

にかけていました。でも、その天秤にかけ

ているお金というものは自分で稼いだもの

でない以上上手く重さを判断することがで

きません。判然としない状況のまま、とり

あえずそのプログラムに応募だけすること

にしました。 

FSP のための選考面接において、私はまだ

留学にいくべきだというように心を決めて

はいませんでした。なので、面接に受かり

たいという気持ちと同時に、受かってしま

っては困るという気持ちもありました。面

接ではあまり積極的な態度は示しませんで

した。 

結果的には、選考には落ちてしまいました。

でも、これでよかったという風に思えまし

た。まだ多少金銭面がネックになってもな

んとか留学にいってやろうという強い意志

がなければ留学にいってはいけなかった！

とその時は考えました。 

でも、いまはそのように考えていません。

それは、そういう価値観の偏った思考法が

幼稚だと思うからです。ひとつの価値観に

しがみついて生きて行くのは精神衛生上も

長期的にはいいことではないです。金銭面

でどうしても厳しく、そのプログラムに参

加することで今後の生活に余裕がなくなる

のなら参加しない方が無難だと思います。

一方で、私が今回参加したプログラムのよ

うなアジア行きのものでは参加費用が奨学

金を考えると 10 万円に収まる程度になる

のでお金に余裕がないひとにはオススメで

す。 

ところで、結局はじめに留学にいきたいと

思ってから実際にいくまでに１年と半年か

かったわけなのですが、私としてはどっち

のタイミングで行っていたとしてもあまり

違いはなかったと思っています。なので、

これから留学にいくひとに対しては、あま

り急いで留学に行く必要はないということ

を伝えたいです。自分が行きたいと思い、

かつお金も大丈夫そうだというときに初め

て行くのがいいと思います。 

 

PART3 スリランカにいくにあたってするべ

きこと 

・持ち物 

２月のスリランカは比較的過ごしやすく、

帽子や短パンは必要となりませんでした。

夏のプログラムは雨季にあたる季節なので

蒸し暑くなると思いますが、寺院では帽子

や短パンが禁止ですので気をつけましょう。

また同時に寺院では靴も脱がなくてはなり
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ません。日光に熱せられた石の上を歩くと

足が低温火傷に近い状態になってしまう可

能性があるので足の皮の薄いひとはボディ

クリームまたはボディローションなどのも

のを携帯するといいかもしれません。 

また、雨対策のために私はレインコートを

持って行ったのですが、明らかに折りたた

み傘の方がいいです。雨の多い熱帯地域で

はこれは必須です。 

 

・注意 

日本から家電製品を持ち込む際にはコン

セントの変換プラグがあったとしても変圧

器がないと使用することができません。携

帯の充電器などは変圧器なしで使用できま

したがドライヤーなどは使えませんでした。

事前にスリランカの使用電圧と電化製品に

記載された使用可能電圧を確認することが

重要です。 

飛行機は直行便を利用しない限り長旅と

なるため、洗顔や歯磨きができるように道

具を携帯するカバンの方に入れておくと便

利です。ちなみに歯ブラシセットはカター

ル航空には常備されていました。荷物は最

初に一度預けるとスリランカに着くまで返

ってきません。 

 

・ 事前学習 

私の場合はほとんどスリランカについて

学ぶことについて終始していましたが、会

話のためには日本に独自な文化について知

っていることも大事です。しかし、ここで

言っているのは深く知っていることが大事

ということではなく、”広く”知っている

ことが大事だと言うことです。日本につい

て話題になりそうなことをスマートフォン

などに画像として取り込んでおくと『これ

何か知ってる？』というだけで会話の糸口

ができます。また、スリランカでは Wi-Fi

が利用可能なところでしか通信ができませ

んし、利用できるところであったとしても

通信速度がかなり遅いので現地での画像読

み込みにはあまり期待しない方がいいです。

スリランカについて学ぶことは飛行機のな

かでも現地でもできます。 

それ以外にやることは各自の興味に合わ

せるのが一番よいと思います。 
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報告書 鈴木繁元 法学部 2年 

 

◎プログラム内容 

①ペラデニヤ大学における講義 

主にスリランカの歴史、民族、言語間

対立などの内戦に関連する事柄について

の講義だった。英語は聞き取りやすく、

講義の内容は概ね理解できるものだった。 

 

②学生間交流 

ペラデニヤ大学の学生との交流はほぼ

毎日あった。具体的には、キャンパスツ

アー、市内ツアー、パーティー、お互い

に簡単なプレゼンテーションを行う、と

いった内容だった。今回プログラム中盤

にダンブッラへの移動があったが、それ

にも帯同してくれた。10 日間を通して、

お互いの国に関する事や趣味・プライベ

ートについて等かなりたくさんのコミュ

ニケーションを取ることが出来た。 

 

③日本大使館・JICA訪問(コロンボ) 

・大使館→北大出身の大使を訪問した。

短い時間であったが、日本の対スリラン

カ外交の概況や現地の政局等について興

味深い話を聞くことが出来た。 

・JICA→JICA の北大出身職員の方を訪

問した。レクチャーの内容は、ＪＩＣＡ

の紹介・スリランカへの支援内容など。 

 

④観光 

スリランカには８つの世界遺産が存在

し、今回はそのうち４つ(仏歯寺・シーギ

リヤロック・ポロンナルワ・ダンブッラ)

を訪れた。 

仏歯寺を除く三か所は、滞在先のキャ

ンディから車で約 3時間の距離にあり、2

泊 3日の旅程で訪問した。(宿泊地はシー

ギリヤ) 

シーギリヤのホテル 

ポロンナルワ 

シーギリヤロック 
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◎滞在先での生活 

①宿泊地 

・キャンディ 

主な滞在先はキャンディの北大オフィ

スだった。4人での共同生活だったが、水

洗トイレもあり、WiFiも使用できるので、

意外にも不自由な点は少なかった。生水

を飲むことは避けていたので、ミネラル

ウォーターは常に用意していた。 

食事は外食が多かったが、朝食と最後

の２夜の夕食は自炊だった。 

・シーギリヤ 

シーギリヤのホテルはプールも備わっ

ており、かなり豪華だった。 

 

②食生活 

スリランカ料理はやはりカレーが多か

った。どれも美味しかったが、学食のカ

レーはかなり辛かったので注意が必要。

ホテルのカレーはちょうど良い辛さだっ

た。その他得体のしれないモノも多く口

にしたが、特に腹を壊すこともなかった

ので、食生活については神経質になる必

要は全くないと思う。辛いものに多少注

意していれば十分。 

 

◎感想 

スピーキング・リスニングが苦手だっ

たので、現地学生とのコミュニケーショ

ンには苦労した。相手の言っていること

で確実に理解できたのは、恐らく３割く

らいだったと思う。しかし、１０日間の

プログラムを通して、大分打ち解けるこ

とが出来た。 

生活面に関しては、水問題以外はほと

んど不自由しなかった。 

自分は、特に問題意識を持って短期留

学に臨んだわけではないが、大学での講

義や大使・JICA 職員によるレクチャー、

世界遺産、車から見える街の様子、スー

パーマーケットにある品物など、興味深

いポイントは豊富だった。これら日常的

経験もスリランカでなければ体験できな

いモノであり、そこから自分なりに論点

を抽出することも重要だと感じた。 

費用も比較的安い(飛行機代約１１万、現

地での必要経費約 4万)ことも大きな利点

であると思う。 

 

◎プログラムの改善点 

直行便ではなくドーハ経由だったので、キャンディでの宿泊地 

スリランカ料理 
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往復の移動にはかなり時間がかかった。 

また、旅行会社の運転手の不手際もあり、

国内での移動にも時間を要した。 

スケジュールがややタイトであり、後半

バテ気味だったので、もう少しゆとりが

あっても良いように感じた。 
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資料 1．プログラムの概要 

A Short-term Oversea Special Program for Hokkaido University Students at the 

University of Peradeniya in Sri Lanka, 24/2-5/3 2015 

Day Activity Details Venue 

Day 1: 24th February (Tuesday)   

1940 Arrival in Sri 

Lanka 

Pick up from Airport and proceed 

directly to Kandy, rest of day at 

leisure 

  

2040-2340 Depart to Kandy     

Day 2: 25th February 

(Wednesday) 

  Stage 

(Kandy) 

0900-1000 Orientation 

(Lecture 1) 

Conducted by  International Research 

Centre (InRC) 

Lecture 

Room 

1000-1030 Curtesy Call on VC Meeting with Prof. Atula Senaratne VC office 

1030-1130 Lecture 2 Sri Lankan History (Part I) – Prof 

H.M.D.R. Herath 

Lecture 

Room 

1130-1230 Lecture 3 Sri Lankan History (Part II) – Prof 

H.M.D.R. Herath 

Lecture 

Room 

1230-1400 Lunch     

1400-1800 City Tour Kandy Temple of Tooth and other areas of 

heritage surrounding Kandy Town 

  

1800-1900 Lecture 4 History of the Temple of Tooth to be 

coordinated by Ms. Dharshani 

Chandrasekara 

Lecture 

Room 

2000-2200 Welcome Dinner Interaction and Dinner Oak Ray 

Hotel 

Day 3: 26th February 

(Thursday) 

  Stage 

(Kandy) 

0900-1000 Lecture 5 Ethnicity and identity issues in Sri 

Lanka (Part I) – Prof. Pinnawala 

Lecture 

Room 

1000-1100 Lecture 6 Ethnicity and identity issues in Sri 

Lanka (Part II) – Prof. Pinnawala 

Lecture 

Room 

1100-1230 Exchange Session With students from International 

Interaction Club (InIC) 

Lecture 

Room 

1230-1330 Lunch     
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1330-1430 Lecture 7 Challenges in post-war rebuilding in 

Sri Lanka (1) – Prof. Tudor de Silva 

Lecture 

Room 

1430-1530 Lecture 8 Challenges in post-war rebuilding in 

Sri Lanka (2) – Prof. Tudor de Silva 

Lecture 

Room 

1530-1800 Campus Tour InIC members and University Explorers 

Club 

  

Day 4: 27th February (Friday)   Stage 

(Kandy) 

900-1200 Depart to Colombo     

1200-1330 Lecture 9 Visit to JICA Colombo  - JICA 

activities in Sri Lanka –Examples of 

bilateral collaborations by Mr Makoto 

Asai (Hokkaido University alumni) 

JICA Sri 

Lanka 

1400-1600 Visit to the 

Embassy of Japan in 

Sri Lanka 

Make a courtesy visit to the Honorable 

Ambassador Mr Hobo (Hokkaido University 

alumni) 

Embassy of 

Japan in 

Sri Lanka 

1600-1900 Depart to Kandy     

Day 5: 28th February 

(Saturday) 

  Stage 

(Dambulla) 

0900-1130 Cultural Exchange 

Program/Workshop  

InIC students Lecture 

Room 

1130-1230 Lecture 10 Culture of Sri Lanka- A historical 

perspective – Ms. Shanthini 

Shanmugarajah 

Lecture 

Room 

1230-1330 Lunch     

1330-1530 Lecture 11 Health definition and health promotion 

- Hiko Tamashiro 

Lecture 

Room 

1700-1900 Depart to Dambulla     

Day 6: 1st March (Sunday)   Stage 

(Dambulla) 

0700-0800 Depart to Sigiriya     

0800-1200 Sigiriya The rock fortress – it is a monolith 

atop which a fortress was built by Kind 

Kasyapa in the 4th century CE. It is a 

remarkable testament to irrigation 
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technology and Sri Lankan arts and 

architecture. 

1200-1300 Lunch     

1300-1400 Depart to Dambulla     

1400-1900 Dambulla Also known as the golden Temple or the 

Cave Temple is a world heritage site 

that includes over 150 statues of lord 

Buddha housed in 5 caves. 

  

Day 7: 2nd March (Monday)   Stage 

(Kandy) 

0700-0830 Depart to 

Polannaruwa 

    

0830-1500 Polannaruwa Polonnaruwa is the second oldest 

kingdom in the country and remains one 

of the best planned archaeological 

relic sites in the country, standing 

testimony to the discipline and 

greatness of the Kingdom's first 

rulers.  

  

1500-1800 Depart to Kandy     

Day 8: 3rd March (Tuesday)   Stage 

(Kandy) 

1000-1200 Lecture 12 Christianity in the early period of 

Hokkaido University - Michelle La Fay 

Lecture 

Room 

1200-1400 Lunch     

1400-1500 Lecture 13 Exchange session (Part I): Students of 

University of Peradeniya to be 

coordinated by Dr Nanda Gunawardhana 

Lecture 

Room 

1500-1600 Lecture 14 Exchange session (Part II): Students of 

University of Peradeniya to be 

coordinated by Dr Nanda Gunawardhana 

Lecture 

Room 

1600-1700 Student 

presentation 

Presentation on Hokkaido University by 

Hokkaido University students group 

Lecture 

Room 

Day 9: 4th March (Wednesday)   Stage 

(Kandy) 
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0900-0930 Depart to 

Pilimathalawa 

0930-1230 Pilimathalawa Industrial excursion at Pilimathalawa 

Tea Factory, and Discussion about Sri 

Lankan main export industry. 

1230-1330 Lunch 

1330-1400 Depart to 

Gadaladeniya 

1400-1600 Gadaladeniya Cultural and industrial excursion at 

Brass works village (Gadaladeniya), 

Lankatilleke and Embekka, and 

Discussion about Sri Lankan 

Brasswork/Buddhism. 

1600-1700 Depart to Kandy 

1700-1800 Lecture 15 Sum up session to be coordinated by Dr 

Nanda Gunawardhana 

Lecture 

Room 

Day 10: 5th March Thursday 

0800-1100 Depart to Colombo 

1100-1800 Visit to 

historical sites 

in Colombo 

Gangaramaya Temple, Old Parliment 

Building, Independence Square 

2110 Departure 
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資料 2．参加者名簿（ペラデニヤ大学） 

 

No. 氏名 学部 在籍年次 性別 
新渡戸カレッジ生 

YES／NO 

1 今井 駿司 法学部 2 男 YES 

2 筧 拓也 法学部 2 男 YES 

3 斎藤 優輝 理学部 2 男 YES 

4 鈴木 繁元 法学部 2 男 NO 
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資料 3：学生のコメント～留学後のアンケート調査より 

ペラデニヤ大学 2015年 3月 

 

スケジュールイング（曜日や時間配分

など）について 

 多くのことを体験できたが、その分スケ

ジュールが少々厳しかった(特に前半)

ので、もう少し余裕があっても良いと考

える。 

 かなり変動が多かったと思います。今回

は人数が少なかったので問題なかった

ですが、人数が増えると変更後のスケジ

ュールの周知が徹底されないなど問題

が生じる可能性があると思います。 

 少しタイトなスケジュールもありまし

たが、後半にはゆとりもあり、バランス

のよいものであったと考えます。 

 朝から晩まで休みがなかったのが、

大変でした。 
 

今回の留学でもっとも感動したのは

何ですか？ 

 シーギリヤロック。壮大な建造物だった。 

 日本語が話せるひとが多くいたこと。そ

して、日本人がスリランカを意識する以

上にスリランカ人が日本を意識する機

会は多くあるということに気づいたこ

と。 

 仏教寺院、ヒンドゥー寺院などで、現在

進行形の宗教への帰依が実感できたこ

と。そうした信仰が形骸化した日本では

味わえない雰囲気であった。 

 ぺラデニア大学の方々がみなさん、快

く迎えてくれたこと。 

 

今回の留学でもっとも驚いたのは何

ですか？ 

 スリランカでは、一極集中があまり進ん

でいないこと。 

 スリランカの交通状況。往来の激しさ 

 スリランカは交通など外面的には活気

溢れる点が多かったが、人々の様子を洞

察すると、大人しく落ち着いた人間性が

感じられたこと。 

 自分が日本について説明できるほどの

知識を持ちえていないこと。 

 

今回の留学でもっとも新鮮であった

ことは何ですか？ 

 食生活について。ココナッツは初体験で

あった。 

 シャワーとトイレの間にカーテンがな

かったこと。 

 スリランカは交通など外面的には活気

溢れる点が多かったが、人々の様子を洞

察すると、大人しく落ち着いた人間性が

感じられたこと。 

 ペラデニヤ大学学生に関して、日本人と

話すときの英語と仲間内で話すときの

シンハラ語がきれいなコントラストを

描いているように感じた。 

 カレーを手で食べたこと。 
 

今回の留学でもっとも学んだことは

何ですか？ 

 スリランカ国内の民族間対立、言語対立。 

 英語はヘタでもなんとかなる。 
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 フィールドワークと言語の重要性。事前

調査と異なる現地事情が見られ、自分の

目で確かめることが必要であると感じ

た。また、情報を集める過程で、英語お

よびシンハラ語の重要性は痛感した。 

 コミュニケーションの重要性。会話

力をもっと身につけたいと思った。 
 

今回の留学でもっとも意外だったこ

とは何ですか？ 

 お腹を壊すことは覚悟していたが、特に

体調が悪くなることはなかった。 

 スリランカ人が思ったよりシャイだっ

たこと。 

 英語が用途にしたがって利用されてお

り、シンハラ人と外国人、タミル人、ム

ーア人の間のコミュニケーションを助

ける一方で、経済格差につながるなどの

問題が現在していたこと。 

 スリランカの社会が想像以上に高度

だった点。 
 

その他、今回の留学で感じたことや報

告したいことは何ですか？ 

 数字では、スリランカは経済発展が進ん

でいるが、実際には街に物乞いがあふれ

ていたりと、数値が実情と一致している

かには疑問を持った。 

 時差が地味に辛かったので、はじめて海

外に行く人は時差の長いヨーロッパな

どよりもアジアがより適応しやすく楽

しみやすいのではないかと感じました。 

 英語を使うことの意義と重要性を学ぶ

とともに、英語を使う者の責任を感じた。

非英語圏に属する者として、英語と向き

合っていきたいと考える。 

 

 今後の留学のための改善点やコメント、

意見などを聞かせてください。 

 とても有意義な留学であったが、移動時

間が長かったことや、スケジュールにつ

いては改善の余地があると考えた。 

 市内散策の時間があっても面白いかも

しれません。トゥクトゥクに生徒だけで

乗るのもいい体験かもしれませんね。ぼ

ったくられるかもしれませんが。 

 事前学習のためのガイドラインがあっ

てもよいと考える。ただし、希望者個人

の興味に大きく左右されるものである

ので、文献紹介などの簡単なもので構わ

ないと考える。 

 ・非常に内容の濃いプログラムだと

思うので、ぜひ多くの人に参加して

もらいたいと思います。 
 募集の段階でプログラムの情報がも

う少し具体的に提供されていると、

参加しやすいと思います。（今年は、

プログラム内容については 2 文しか

最初の要項に書いてなかったので、

参加を躊躇しました。） 
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2015/6/29

1

短期留学報告
ペラデニヤ大学 スリランカ

24th Feb ~ 5th Mar, 2015

斎藤優輝, 今井駿司, 筧拓也, 鈴木繁元

1

資料４．学生の帰国報告会資料

目次

概要 (斎藤)

学習（筧）

生活と食 (今井)

大学と人 (鈴木)

2

いいところ
• 物価が安い

• 旅費が安い

• ホスピタリティーが良い

• カレーのバリエーション

3

悪いところ
• 衛生状況

• ネット環境

• 交通環境

4

プログラム概要

・プログラムの四本柱

レクチャー, 現地交流, 施設訪問, 文化財見学

・活動時間帯

朝起きてから夜寝るまで(7:30~23:30)

・自由行動はなし

5

施設訪問
JICA –国際協力機構

日本大使館

Tea Factory

ゾウの孤児院

6



2015/6/29

2

文化財見学

仏歯寺

シーギリヤロック

ポロンナルワ遺跡

ダンブッラ石窟寺院

ヒンドゥー教寺院

7

何を学んだのか

•レクチャー

•英語

•雰囲気

8

多宗教・多民族国家
• 仏教、ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教

• シンハラ人、タミル人、スリランカ・ムスリム
（ムーア人）

• シンハラ語、タミル語、英語

9

スリランカ内戦
• 1983～2009年

• シンハラ人 v. スリランカ・タミル

• タミル・イーラム解放のトラ（LTTE）

• 戦後処理

10

スリランカでの英語
• シンハラ語話者とタミル語話者をつなぐ

• イギリスの植民地時代

11

キャンディ

・人口：約１２万人
・スリランカ第二の都市

・キャンディ王国最後の
都

・コロンボから車で４時
間

・スリランカで最もスリ
ランカらしい街

12



2015/6/29

3

キャンディの雰囲気

13

滞在先

14

トゥクトゥク

15 16

道端のバナナ

17

スリランカン・カリー

18



2015/6/29

4

家庭料理

19

ペラデニヤ大学

• 八つの学部

・Faculties of Arts, Medicine, Science, 
Dental  Sciences, Agriculture,

Veterinary Medicine＆ Animal Science, 
Engineering, 

Allied Health Sciences

・スリランカ最古の大学(１９４２)

・学生数約11000人

20

ペラデニヤ大学②

21

ペラデニヤ大学③
• 広大で美しいキャンパス

22

23

スリランカ人について
• 大学内の人々は大体
親切

• 露天商には注意

24



2015/6/29

5

まとめ

•スリランカについて

•レクチャーについて

•英語について

25

ご清聴ありがとうございました。
皆さんも是非スリランカへ行ってみてください！
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短期留学スペシャルプログラム 

～マヒドン大学 2015年 3月～ 

 

 

・ 短期留学スペシャルプログラム 

・ 報告書 有馬 寛 工学部 2年 

・ 報告書 齊藤 愛 工学部 3年 

・ 報告書 竹内祐衣 工学部 3年 

・ 報告書 中村優志 法学部 2年 

・ 報告書 左 佳那 工学部 2年 

・ 報告書 森田 靖 文学部 2年 

・ 資料 1：プログラムの概要 

・ 資料 2：参加者名簿（マヒドン大学） 

・ 資料 3：学生のコメント～留学後アンケート調査から 

・ 資料 4：学生の帰国後報告会資料 

  

1 
 



１．はじめにータイ王国 

タイ王国、通称タイは、2014 年にプラユ

ット将軍率いる国軍が軍事クーデターを起

こして以来、軍事独裁政権が続いているの

で、学生の間では出発前に治安に対する不

安があった。しかしながら、バンコクに到

着すると、その気配はまったく感じられず、

タイ国民はいつものように微笑んでいた。

軍事独裁政権の下でもタイ国民は微笑むこ

とを忘れない。まさに「微笑みの国」と呼

ばれるだけの文化と伝統が外国人の私たち

にも強く伝わってくる。 

 タイの人口は 2012 年現在日本の約半分

約 6,720 万人、バンコクを首都としている。

バンコクの人口は約 830万人（全人口の約

12.5％）。民族は大多数がタイ族で、その他

華人，マレー族などからなる。言語はタイ

語で、94％が仏教徒、5％がイスラム教徒。 

 タイ王国の基礎は 13世紀のスコータイ

王朝より築かれ，その後アユタヤ王朝（14

～18世紀），トンブリー王朝（1767～1782

年）を経て，現在のチャックリー王朝（1782

年～）に至っている。 

日本とタイ両国は 600 年にわたる交流の

歴史を持ち，仏教や米食など、日本との共

通点も多く、伝統的に友好関係を維持して

いる。タイにおける在留邦人 55,634人

（2012 年 10月），タイへの日本人渡航者約

154万人（2013年），バンコク日本人学校生

徒数 3,064人のデータが示すように、両国

の経済的・文化的・教育的なつながりは強

い。 

 

  

タイ王宮（1） 

全員集合＠タイ王宮（2） 

ポーズ＠タイ王宮（3） 

暑さに負けず＠タイ王宮（4） 
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2．タイの教育制度 

タイの教育制度は日本のものとよく似た

6・3・3制度で、小学校 6年、中学 3年、

高校 3年、小学校入学年齢は満 6歳である。

原則として満 6歳から満 15歳までの 9年間、

つまり小学校 6年、中学校 3年が義務教育

とされている。よって、ユネスコによると

2005年のタイの青年識字率は 98.1%、アジ

アでは日本やシンガポール、スリランカな

どと並んで高水準です。2年制の職業大学

と 4 年制の大学への進学率もきわめて高い。

大学では、Kasetsart大学や Chulalongkorn

大学、Mahidol大学などは国内だけでなく、

外国でもよく知られている。 

今回の短期留学スペシャルプログラムは、

マヒドン大学と共同で実施した。北大とマ

ヒドン大学は 2008年 11月に大学間協定を

締結し、研究・教育ならびに人材交流など

を活発に行っている。またマヒドン大学は

私たちが 2009年に創設した「グローバルヘ

ルス研究・教育・トレーニングに関するコ

ンソーシアム」の創立時メンバーで、二国

間だけではなく、そのメンバー間でのマル

チな活動を積極的に展開している。そのよ

うな縁もあって、今回の短期留学スペシャ

ルプログラムはマヒドン大学との共催とし

て実施された。 

 

3．マヒドン大学 

マヒドン大学の歴史は 1888年に、

Chulalongkorn (Rama V)王が創設したシリ

ラー病院（Siriraj Hospital）に起源を発

する。病院に医学部が併設され、1893 年に

タイで最初の医学の称号が授与された。こ

の医学部はタイでもっとも古い高等教育施

設でもある。そして 1943年に医科学大工と

なり、1969年にマヒドン王子の名を冠して

マヒドン大学に名称変更された。マヒドン

王子はタイの「医学および公衆衛生の父」

と呼ばれている。シリラー病院はバンコク

の街の縦断するチャオプラヤ川沿いにあっ

て、川の反対側にタイ王宮が見える。 

マヒドン大学は交際協力や国際交流など

にも非常に積極的で、教育の英語環境も比

較的よく整備されている。大学のモットー

は'Do unto others as you would have 

others do unto you'（己の欲する所を人に

施せ）である。真の成功とは学習の中にあ

るのではなく、人類の恩恵に適用するとこ

ろにあるというマヒドン王子の教えにそっ

タイ王宮吹奏隊＠タイ王宮（5） 

シリラー病院前のトンブリ水上駅とチ

ャオプラヤ川 
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ている。マヒドンのタイ語での意味は、“the 

ground of the earth“（地球の元）あるい

は”the surface of the earth“（地球の表

面）であるという。 

そしてマヒドン大学の７つの「徳目」、中

枢的な価値は、つまり M・A・H・I・D・O・

Lとは、    

M: Mastery「熟達」 

A: Altruism「利他主義」 

H: Harmony「調和」 

I: Integrity「高潔」 

D: Determination「決断」 

O: Originality「独創性」 

L: Leadership「統率力」 

である。 

マヒドン大学はバンコク市内に３ヶ所、

郊外に３ヶ所の６つのキャンパスからなる。

もっとも大きいキャンパスはサラヤキャン

パス（Salaya Campus）で、今回のプログラ

ムもここを中心に実施された。学生数は学

部生が 18,702人、大学院生が 8,918人（2012

年 12月現在）である。マヒドン大学は 200

以上の外国の大学と連携協力し、150人以

上のフルタイムの外国人教員と 40人の日

本人学生を含む 700人以上の留学生を擁し

ている。 

今回のプログラムはマヒドン大学サラヤ

キャンパスにある「人口・社会調査研究所」

Institute of Population and Social 

Researchのスタッフが全面的に支援してく

れた。 

 

5.プログラムの内容 

 基本的に、他のスペシャルプログラムと

同様、タイの歴史・文化・宗教・習慣など

に関する教養科目と少子高齢化や人口問題

どの両国が共通する現代的課題ならびにタ

イ特有の移民や労働問題などから構成され

ている。それを踏まえたフィールド研修に

全員集合＠Institute of Population 
and Social Research, Salaya Campus 

マヒドン大学生との授業風景 

マヒドン大学生との授業風景 
（森田靖君の発表風景） 
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は古都アユタヤの訪問、タイ王宮、また上

記の問題解決に対応したフィールドプロジ

ェクトなどを訪問しながら、マヒドン大学

の学生とのソーシャルコミュニケーション

を行って、実践的な知識を習得することに

努めた。 

 マヒドン大学生の授業に参加するなど、

学生同志のコンタクトを増やす機会を多く

作ってくれたマヒドン大学関係者に感謝し

たい。 

 

6．おわりに、特に今後の改善に向けて 

 学生の留学後アンケート調査結果は下

記するが、要約すると以下のようにな

る。 

 スケジューリングについては、事前説

明会のさらなる充実、自由時間の設定

など、いくつか改善すべき点が学生か

ら指摘されている。また留学期間につ

いては概ね「良い」ということであっ

た。 

 学生はタイの学生が日本への関心が非

常に高いこと、寺院の美しさ、ホスピ

タリティの高さなどに感動していた。 

 学生はタイの交通事情、訛りのある英

語、王室への尊敬度の高さ、スマート

フォンの活用状況などに驚いていた。 

 屋台の様子、タイ料理、他学部の学生

と授業を受けたことなどは新鮮だった

という報告があった。これに関連して

国内の格差の実情をもっと勉強したい

という要望もあった。 

 自分の知らない世界、様々な生き方・

考え方、英語の必要性、他人との関連

性、専門外の分野への積極的なアプロ

ーチなどを学んだと学生は報告してい

た。 

Nong Sam Pran Community Health 
Center 

マヒドン大学生との授業風景 
（中村優志君と微笑みの国） 

マヒドン大学生との授業風景 
（真剣そのもの！有馬寛君） 
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 出発前は軍事クーデターがあって物騒

なイメージだったが、比較的落ち着い

た雰囲気は意外だった。 

 東南アジアは素敵だということ、お金

がなくて・・・と留学に踏み出せない

のならまず東南アジアに行くべき！ 

 自分の学習へのあり方が変わったと。

つまり目的意識をより持った勉強態度

の必要性を痛感した。 

 最後に、事前学習の充実やもっとゆと

りのあるスケジューリングなど、改善

すべきところが明かになった。またホ

スト国の人たちの格差の問題について

プログラムに追加する必要がある。い

くつかのこれらの改善点はあるものの、

学生は総じてプログラムから多くのこ

とを吸収していることが伺える。短期

間にこれだけのものを吸収消化できる

学生を引率できたことは光栄である。 

 

謝辞 

 当該プログラムを現地で Coordinateし

てくれたマヒドン大学人口・社会調査研究

所(IPSR)の方がた、特に研究所長の Dr 

Sureeporn Punping、Ms Saowapak 

Suksinchai (Jong)らには昼夜に亘って本

学学生の面倒を見ていただき、またいろい

ろな背景の講義を調整していただき心から

感謝申し上げます。本学の妙木忍先生およ

び石倉香理さんには長い時間に亘り、学生

を引率していただき御礼申し上げます。さ

らに、本学国際本部交際教務課の河野公美

さんや嘉美さん、田川さんらには、プログ

ラムの企画から運営まで、多くの支援とア

ドバイスをいただき、折れそうな時も鼓舞

していただいた。彼らの協力なくして、当

該プログラムの遂行はありえなかった。こ

こに感謝の意を表す。 

 そして、終始、規律ある団体行動に徹し、

プログラムの運営・実施に協力いただいた

学生および、本学の学生をキャンパス内外

でお世話してくれたマヒドン大学の学生に

もお礼申し上げたい（玉城英彦）。 

 

 

   

バン・パインの Phra Thinang Aisawan 
Thiphya-Art 

Nong Sam Pran Community Health 
Center 

6 
 



報告書 有馬寛 工学部 2年 

 

1初めに 

 今回の「短期留学スペシャルプログラム」

に参加して収穫と思えることは、海外に行

くことへの心理的な壁が取り払われたとい

うことです。私は一応新渡戸カレッジ生で

はあるもののそこまで英語に関して得意意

識は有りません。英語の勉強も専門科目の

方が忙しくほとんど手を付けていない状況

です。それでも何とか英語での授業につい

ていけたし、現地の人たちとコミュニケー

ションはとれました。つまりは、英語がで

きなくても留学に行くことはできるし、む

しろ行くべきだと思うのです。分からない

ことがあっても、周りの英語ができる人に

聞けばいいし、ちゃんと国際本部のスタッ

フがフォローをしてくれるので心配するこ

とは無いと思います。 

 

2プログラムの内容 

 今回のプログラムの内容は大まかに 3つ

に分けることができます。①15コマの座学

(英語)があり、タイの人口・医療・SNS・日

本との関係等を学ぶ。②タイの王宮・寺院・

遺跡を巡りタイの文化を学ぶ。③ナイトマ

ーケット・市場・ショッピングモールに行

きタイの様々な生活シーンを見る。 

 まず、座学に関してですが各単語はそれ

となく聞こえるものの分かりやすい内容や

既に知っている内容に関してしか頭に入っ

てこず、全く知らない内容の事を英語で話

されてもさっぱり分かりませんでした。恐

らく全授業の半分も理解していないと思っ

ています。理解できていない以上、発言を

することも難しく授業中はとにかく必死に

聞き取ろうとしていました。ただ、私の場

合運が良くて周囲の学生が英語のできる学

生だったので分からないことがあるたびに

聞くことができました。また、10日間もい

るとだんだん英語に慣れてきて最終日には

積極的に発言をすることができるようにな

ったので、分からないからといって投げ出

さずにかじりついていく姿勢が大事だと思

います。 

 次にタイの王宮・寺院・遺跡を巡ってタ

イの文化を学んだことに関してですが、タ

イの寺院はあらゆるものが煌びやかに装飾

されていて日本のそれとは大違いだと感じ

ました。また、タイ王朝の歴史が壁画とし

て描かれてありとても興味深いものでした。 

 最後に、タイの生活を見ることに関して

ですが、ある程度は行くところが決まって

いるものの途中からは行きたいところを自

分たちで決めて連れて行ってもらえるとい

う形になったので、自由度がありよかった

と思います。 

 

3留学の準備など 

 私たちが宿泊したホテルはビジネスホテ

ルのようなもので、Wi-Fi環境もあり十分

快適であったと思います。唯一驚かされた

ことは、ウォシュレットの代わりにシャワ

ーがあり、シャワーでお尻を洗うというこ

とだけでした。 

食べ物に関してですが、タイ料理のほと

んどがスパイシーで辛い料理が苦手な人は

大変だと思います。しかし、タイのショッ

ピングモール等では日本食も数多く置いて

ありタイ料理に飽きた時も日本食を食べて

リフレッシュできます。また、タイではセ

ブンイレブンがあちこちにあり、重宝しま
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した。 

お金に関してですが、贅沢をしても 10日

間で 4 万円かからないぐらいで収まります。 

 

4最後に 

 留学行くのって大変そうだなって思って

いる人が多いと思いますがそこまで難しく

考える必要は無いと思います。留学に行く

というよりか、格安でタイに観光に行く＆

少し英語を使って勉強をする程度に考えた

方がいいのかもしれません。そのぐらい気

軽に考えた方が留学に行く決心もしやすい

でしょうし、留学に行けば次の留学へのス

テップになります。取りあえず留学に行き

たいなと考えるなら、この「短期留学スペ

シャルプログラム」はオススメなので、初

めて留学する人などは積極的に参加すべき

と思います。 

 最後に、10日間サポートしていただいた

国際本部の先生方と現地でサポートしてい

ただいたマヒドン大学の先生方、本当にあ

りがとうございました。 

  

希望の架け橋にて 

チャオプラヤ川を背景に 

8 
 



報告書 齊藤愛 工学部 3年 

 

１． 事前準備について 

タイでの留学を通して、感じたのは、事

前準備が足りないということだ。その内容

は、二つある。一つは、前もってプログラ

ムの計画を通知されていたにもかかわらず、

訪問する場所を十分に調べていなかったこ

とだ。王宮や寺院は、現地でガイドの方が

説明してくださったりパンフレットをいた

だいたりしたが、仏教の信仰の仕方や王様

への態度など日本とは異なる点が多かった

ので、前もって日本語で十分理解したうえ

で説明を聞けば現地で英語のガイドも実物

も見どころが増しただろうなと思う。 

二つ目は、英語とタイ語の学習が足りな

かったことだ。タイの人口の 3/4 はタイ語

で生活しているということを知っていたの

に、現地の言葉を全く学ばずに留学に臨ん

でしまった。言葉なくては文化の理解がで

きない。また、タイ語を少しでも話すこと

ができていたら、そこから友達の輪も広が

っただろうなと思う。英語で会話すること

はできたが、スムーズに、とはいかなかっ

た。日本で英語を使って会話する機会を設

けていないので当然のことだ。二週間の滞

在を経て、初日よりはすぐに言葉が出てく

るようになったが、最初からこのレベルだ

ったら、と後悔した。 

 

２．学んだこと 

 さまざまなことを学んだが、印象に残っ

ているのは、二つある。一つ目は、英語の

重要性である。初めて英語でなければコミ

ュニケーションのとれない地域で生活をし

た。日本語は全く通じない。英語の表現が

わからなければジェスチャーで表すしかな

い。決してよいとは言えない発音で、つた

ないながらも一生懸命会話をしようと試み

た。相手も理解しようと努めてくださった。

言いたいことが伝わったときの、“そう！そ

れ！！”という感動は忘れられない。英語

が得意な人であれば容易に会話できるのだ

ろうが、私にとってはこの瞬間が非常にう

れしかった。中学生のころから、“英語は大

事です”、“国際的な社会を目指そう”とい

う方針のもと英語の授業に取り組んできた

が、留学を通して初めて心から、英語って

大事、と思った。 

 二つ目は、宗教の違いである。日常生活

の動作から宗教信仰の違いが伝わってきた。

子供の頭をなでてはいけない、肌を露出し

てはいけない、女性は僧に触れてはいけな

風に戯れて！ 

教室にて 
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いなどである。寺院の訪問をする日は特に

服に気を使った。授業で宗教信仰について

の話に触れることがあったが、日本人の宗

教信仰について考えるきっかけになった。 

  

３．感想 

今回タイのスペシャルプログラムの募集

は 12月に一度締め切られていたが、1月の

再募集で人数が集まり最高が決定した時は

とてもうれしかった。どうしてもこの時期

に留学に行きたかった。また、東南アジア

を訪れたかった。以前から海外に行きたい

という希望はあったものの、実行できない

まま三年生が終わろうとしていた。四年生

で院試や卒論をこなしつつ海外に行く器用

さを持ち合わせていないので、チャンスが

三年生の春休みしかなかった。催行人数を

満たすため、参加人数六人のうち二人は私

の友人という状況になってしまい、参加者

で新しい出会いを得るという経験はできな

かったが、それ以上にタイで充実した日々

を送ることができたと思う。今年一年は前

述の理由から留学は厳しいが、来年以降機

会を見つけてどんどん海外に出て、活動に

参加したいと思う。幸いなことに、タイで

私と同じような職業や活動を志している学

生と知り合うことができたので、情報交換

をしつつ自分の可能性を広げていきたい。 

  

アユタヤにて 

後を振り向けば！ 

さあ、飛びたて！ 
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報告書 竹内祐衣 工学部 3年 

 

最初は、正直言って目的らしい目的はな

く、あえてもっともらしく言うならば就職

活動の前に自分が勉強している衛生の分野

が必要になっているところがどこなのか自

分の目で見てみたら面白いのではないか、

渡航経験を一度はして自文化のことを外か

ら見てみたらどうか、というのが留学に参

加した目的でした。ですが、本心ではただ

単に「海外面白そうじゃん」というくらい

の気持ちで参加しました。 

そもそも海外留学に行ってみたいと本気

で考えたことは一度もなく、たまたま友達

の希望するプログラムが定員を切ってしま

っていたため申し込んだ次第です。そのた

め、特に自分からタイのことについても調

べたりなんてしておらず、出発のオリエン

テーションをするまで向こうの公用語も通

貨も知らないという状態で、お世辞にも来

るべき人ではないと自分でも思いました。 

また語学に関してもひどいもので、あま

り声を大にしては言えませんが留学一か月

前にしてかなり深刻な状態でした。ですが、

大学生活以外の部分も忙しく、自身の怠惰

な性格も相まって死ぬ気で勉強しようとい

う気になれませんで

した。 

結論から言うと英

語は最低条件みたい

なものなので、ネイテ

ィブのスピードにつ

いていけないと講義

の 1 割しかわかりま

せんし、語彙がないと

ひたすら辞書を引か

ないと会話は不可能です。会話ができない

ということは自分が理解しているのか確か

めることもできないし、疑問に思ったこと

があっても聞けない、ものすごくもどかし

い状態に陥るということで、私は 10日間も

の間このとてつもないもどかしさに悩まさ

れることになりました。なぜなら、タイと

いう国はあらゆる面でとても魅力的で、知

りたいという気持ちを起こさせる国だった

からです。 

なので、この報告書を書く一つの目的と

して、大学に入っても特に何もせずに過ご

している、留学に興味はあるけど語学をが

んばりたくない、そんな人たちへの何かの

参考になればと思います。 

まず、留学前の気持ちですが、英語がめ

ちゃくちゃなくせに、友達もいるしいざと

いうときは助けてくれるだろう、という謎

の安心感に満ちていました。 

最初に危機感を感じたのはマヒドン大学に

ついた初日のことです。英語で現地の方に

自己紹介をした時の衝撃。同行したみなさ

んは留学やホームステイ、海外居住経験者、

しかもみんな二年生で、とてつもなく英語

が達者だったのです。 

この時二つのことを考えました。一つは、

自分が英語を出来な

いことで皆に迷惑を

かけるのではないか

ということ、もう一つ

はせっかく海外留学

に来たのに、英語が聞

き取れなかったら意

味がないのでは？と。

そこ留学前に気づけ

よ…と今更ながら思

カメラに微笑んで 
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います。 

ですが、そんな私に配慮をしてくださっ

たのか、初日の講義であった玉城先生の英

語はすべてが正確にわからなくてもある程

度の意味は組めるし、使われている英単語

も、ノンネイティブへの最大限の配慮が行

われているものでした。おかげで 6 割くら

いは内容が理解できたものかと思います。 

困ったのは現地の方のタイなまりの英語

です。型破りは型があるから型破りなのだ

と。「型」をわかっていれば型破りな英語も

意味をくみ取れるでしょうが、私の中には

英語の「型」がありませんから、型破りな

タイなまりの英語はまったく通じません。

おそらくタイの方からしても日本なまりに

同じ感想を抱くでしょう。英語が第 2 外国

語である以上、日本人に最大限の配慮をさ

れた英語でないとこうも通じないのか…と

いうカルチャーショックを受けました。留

学中は現地の人に聞きたいことが山ほど出

てきます。些細なことでも。料理に入って

いる野菜は何て名前なのかとか、脇に生え

てるヤシの木は天然なのかとか、タイの恋

愛事情とか…。もちろん講義に関する質問

もです。これらの湧き出た質問を、10分の

1くらいしか聞くことができませんでした。

どんな聞き方をすれば伝わるかわからない、

語彙がない、相手の発する英語を一度で聞

き取れないため躊躇してしまう…。 

実際は、タイのサポーターの方々は心が

広かったし、相手もこちらの事情を十分に

汲んでくれるので、そんなに深刻には困り

ませんが、やはり気持ちよくコミュニケー

ションが取れると嬉しいし安心します。な

ので、自分の言いたいことを簡潔に表現す

る力（難しい言葉を使わずに）を意識して

勉強に組み込むといいかもしれません。ま

た、なにはなくとも、もてなしや歓迎への

感謝の意の表し方は色々なパターンをしっ

かり勉強しておくと気持ちがよい、後悔の

ない留学になると私は実感しました。 

限られた時間の中で留学の準備をするの

は大変です。英語力にいまいち自信のない

人は、講義のテーマに関連する語彙（今回

だったら人口の話だから社会問題に関する

語彙や、タイの医療についての話だから医

療に関する語彙など）を特に集中して勉強

しておけばよいと思います。 

また、行く土地のざっくりした場所と背

景は予習するべきであると思います。私は

訪れた寺院や土地の名前をほとんど知らず、

背景知識も全くなかったので、現地の方が

説明してくれたことを断片的にしか受け取

れず、土地勘もないため自分が今どこにい

るのか全く分からなかったのです。これが

もったいなかった…。もちろん全部の場所

について十分に調べておく必要はありませ

んが、何もわからない状態で見てもあまり

面白くありません。また、お土産屋を買い

に街に行く時や自由行動の目的地設定もほ

かの人に任せ切っていたのでそこは反省す

べき点でした。 

以上、語学力不足を懺悔する内容でした授業風景―真剣そのもの！ 
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が、わからないことが多かった分知りたい

という気持ちは強くなりました。自分が将

来英語を必要としないところで働いたとし

ても、文化の違う友達や知り合いができる

ことが楽しいと感じましたし、自分が生活

している圏外の場所でも自分とかかわりの

あるものが必ずあります。実際に、「タイの

トイレは紙が流せない」ということが、自

分が学んでいる下水道まさにそのものとリ

ンクしていましたし、「タイの若い子は日本

人よりスマホをたくさん使う」というのは

意外で興味深かったです。おそらく教育の

在り型なんかも日本とはかなり違っている

のではないかと思いました。前よりも興味

の幅は広がりましたし、少し海外の事業に

興味がわきました。 

それから、これは注意すべきことに当たり

ますが、健康管理を甘く見てはいけないと

思いました。自分はプログラム中虫よけを

忘れて 2 回ぶゆにかまれ、5 回ほど蚊に刺

され大変腫れました。また、タイの屋内は

どこも冷房が効きすぎなほど効いていて、5

日目に風邪をひきました。自前の薬が一日

分しかなく、同室の友人に薬を分けてもら

い何とかしのぎましたが、現地では日本の

薬は手に入らないので、最低三日分の常備

薬を準備しておくのは必須であると痛感し

ました。これはもうプログラムのしおりに

明記しても良いと思います。 

最後に、後悔ばかり書いているようなの

で、そうではないことを示したいのですが、

どんなに能力がなくても留学を通してその

人個人に得られるものは少なからずありま

す。大事なのは得ようとする欲です。下手

でも会話しようとする、理解しようとする

ことです。その欲を私は持って十日間過ご

しました。なので、本当は 10倍聞きたいこ

とや理解したいことはあったけども、10分

の一だけでもしっかりと聞くようにしてい

ました。そしてそれは現時点での自分の限

界に近い所なので、それをさらに上に持っ

ていくために欲深く臆せずやっていこうと

思います。 

  

斉藤愛さんと私、Double Victories! 

「私」も Double-Peace! 

Victories の翼で急な階段を！ 
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報告書 中村優志 法学部 2年 

 

1. 参加動機 

私は、2 年生の夏休みにサマープログラ

ムでニュージーランドに 5 週間留学した。

現地ではオークランド大学に付属する語学

学校に通っていたが、オークランド大学の

学生や、私が所属する学生団体アイセック

の現地支部の学生との交流を通じて将来的

に海外の大学に自らの専門を学びたいとい

う意欲が湧いてきた。 

帰国後、交換留学に応募するも満足のい

く英語スコアを取れず、第一志望校に行く

ことができなかったので、とりあえず短期

ではあるが、自分の学びたいことを実際に

学んでみたいと思い応募した。 

また、ニュージーランドでのホームステ

イでハウスメイトであったタイの学生や、

語学学校のタイの友人が何人もいたことで

タイという国にとてもポジティブな印象を

抱いていたことも参加の大きな後押しにな

った。 

 

2．研修前編 

①事前学習 

プログラムの内容が、「Globalization, 

人口ダイナミックス、貧困、タイの文化と

民族、バンコクを拠点として地域国連機関

の仕事などを学ぶ」とあったので、主に次

の科目事項を事前学習として行った。 

 

・人口ダイナミクス 

 大学での専攻が「市場統合」であるため、

普段から人口学については興味があった。

そのため、これまで読んだ文献の読み直し

や、自らがまとめた資料を再び読むにとど

まった。授業に直結したものはなかったが、

理解は間違いなく進んだ。 

 

・タイの歴史、文化 

高校では、世界史、日本史を十分に学ん

でおらず、タイの歴史的背景を学んでいな

かったため、綾部真雄著の『タイを知るた

めの 72章』 (エリア・スタディーズ 30)を

参考にざっくりの背景を学んだ。比較的読

みやすかったが事前準備の遅れ、あまり関

心のない領域だったため、読めたのは極一

部だったが、結果としては授業で扱った領

域や現地 FW において役になる知識を得る

ことができたと思う。結果としては、もう

少し早い段階から少しずつ読むべきだった

と、プログラム全体を通した反省としては

残った。 

屋台での食事 

屋台での食事 
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文化に関しては、夏にサマープログラム

で NZに行った際、ハウスメイトがタイ人で

あったため、比較的興味があった。また、

理解が容易に行えることができた。主に、

NZ滞在時からお互いの文化について英語で

紹介し合うことや、簡単なマナー、タイの

仏教事情については学んでいたので現地で

苦労することはほとんどなかった。 

 

② 研修準備 

・持ち物 

北大からもらった海外留学に関するパン

フレットを参考に準備した。これまで、台

湾、ニュージーランドに行ったことがあっ

たので、特に準備に戸惑うことが無かった。

途上国ということもあって、常備薬の整腸

剤等を多く持って行った以外は特に変わっ

たものはなかった。 

記載はなかったが持っていけばよかった

もの 

・メモ帳…FW やちょっとしたときにノート

だとメモするのがはばかれたが、メモ

帳があったので気になったタイミング

ですぐ調べることができた 

・インスタント食品…夜に小腹がすいたと

きに食べてよし、お土産にあげてよし 

・北大での写真…サークルやキャンパス内

の写真があると現地学生とコミュニケ

ーションを容易に取れる 

・名刺…持っていない人もいるだろうが、

あると便利！後々、連絡取ろうって思

ったときに役に立った 

・タブレット・PC…授業や FW先で疑問に思

ったこと、もっと知りたいと思ったこ

とをすぐに調べられるのは大きい 

 

記載になかったが持っていくべきだったも

の 

・虫よけスプレー…虫は多い 

・タイ語会話帳…やっぱり、現地の言葉で

話されるのはどこの国の人でも嬉し

い！ 

 

・その他 

海外旅行保険はオンライン上で手軽にで

きる。 

両替は現地空港ですれば大丈夫。 

 

３．研修編 

①宿泊先 

 宿泊先は 3 人部屋であったが、広さは十

分であった。Wifi も通っていたが 2人まで

しか同時に使えないという問題点があった

が、スピードは快適で問題とまでは行かな

かった。問題だったのは洗濯で、確かに洗

Friday Market 

大学構内レストラン 
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濯機自体はあったが、スピードが不明確で、

大学の授業後や FW から帰宅後では時間的

に難しい、また、部屋に干すのに十分な場

所が無かった。それ以外は、毎日ベッドメ

ーキングや飲み水のサービスがあったので

満足の行くものであった。 

 

②食事 

朝食 

主に、近くのコンビニや大学のレストラ

ン、カフェ、マーケットで済ますことが多

かった。値段は、レストランのみ 200B で、

他は 50B も出せば満足に食べられた。特に

Friday Marketは大学内に出店が多く並び、

日本では感じることができないものであっ

た。 

昼食 

 主に大学のキャンパス内でタイの伝統的

料理を食べることが多かった。基本的に自

分が欲しいだけ食べられたので、満足であ

った。 

  

おやつ 

 授業の合間にコーヒーやタイのフルーツ、

お菓子を頂けた。どれもおいしくリフレッ

シュして次の授業に臨むことができた。 

   

夕食 

 ほとんどが外食であった。主に屋台とレ

ストラン、フードコートの 3 つであった。

屋台は水を飲まないほうがいいというアド

バイスを受け、飲まなかった。レストラン

ではチャージ料、フードコートではペット

ボトルを購入した。現地の食事を食べ、腹

痛などは一切起こさなかったことに驚いた。

どれも基本的に辛いが、段々となれてくる。

どれもとてもおいしかった上、主食が米で

あること、ヌードル料理が多いので、食事

に困ることは無いと思う。 

 

③ 授業 

 ほとんどの授業が日本のように講義形式

ライスヌードル 

マンゴーのケーキとジュース 

コーヒーとフルーツ 
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で受けるものであるが、先生との対話形式、

コミュニケーションを多く授業を取るのが

特徴的で、どの授業も飽きることなく受け

ることができた。 

 一日大体 2～4の授業が組まれており、内

容はタイの文化、歴史から、YGeneration

と SNSの関係、医療問題、Social Science

と多岐にわたるものであった。先生が私た

ちの英語力に合してスピードを落として話

したり、言い換えをしてくれて大分理解に

努めることができたが、タイの訛りに戸惑

うこともあった。 

 

④ FW 

 FW 先として、①博物館や歴史的建造物 

②アユタヤの遺跡や日本との関係が密接な

地域 ③現地地域住民に関わる場所 の 3

か所に大きく分けて行った。 

 

 博物館 

 主にタイの歴史、文化に関する博物館や

資料館、マヒドン大学に付属する医療系の

博物館に行った。 

 前者に関しては事前学習の成果もあり、

英語の説明であっても比較的理解ができた。

しかし、後者のマヒドン大学に付属する博

物館は、自分の専門外である医学系であっ

たので非常に理解に苦しんだ。その際に、

同伴の玉城先生に質問したり、取ったメモ

を参考にインターネットを用いて復習、理

解に取り組むことができたが、やはり、理

解度としては大きく下がる結果となった。 

 

歴史的建造物 

 タイは仏教国ということもあり、多くの

寺院も見た。人々の生活と仏教の密接さを

肌で感じることができた。 

   

アユタヤ 

 タイの前首都であるアユタヤについては

授業で学んだ後、FWで訪れた。タイの歴史

としてのアユタヤ、日本との関係として日

本人町などを見学した。また、西洋文化、

東洋文化が交錯する仏教寺院であるバン・

パインなど視覚としてタイの文化を感じる

ことができ、マヒドン大学での授業、事前

学習のアウトプットを実施する機会となっ

た。 

    

４．研修後編 

Review 

プログラム修了後に行ったことは大きく

Wat Phoの一角 

Wat Pho（バンコク・プラナコーン区）

の仏陀像 
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2つある。 

1 つ目は学んだこと、特に自らの専門で

ある「市場統合」における人口問題につい

て学んでいる。大学の図書館や、インター

ネットを用いて外国の文献を読み、自らの

知識にできるよう努力している。3 年生前

期にはアジア政治論や他学部の開発経済学

を学び、学術的知見を深めたい。 

2 つ目は英語力の向上と交換留学への再

挑戦である。一度はあきらめた交換留学だ

が、マヒドン大学での 10日間は、私を再び

交換留学に向かわせるには十分の時間、十

分な内容なプログラムであった。最新の研

究を英語だから、学べ、様々なバックグラ

ンドを持つ学生と自分の意見をぶつけ合う。

こんな生活を無性に、もう一度したくなっ

たからである。そして、留学に必要な語学

スコアだけでなく、自分の意見をもっと正

確に、もっとカデミックに表現できるだけ

の語学力を身に着けたいと思った。英語と

いう言語を、就活や留学、進学以外の目的

で学びたい感じる初めての経験となった。 

 

５． 今後について 

上に記載したように、まずは交換留学を

目指したいと思う。一方で、海外の大学院

進学という夢もより持てるきっかけとなっ

た。 

10 日間という非常に短い間であったが、

私にとっては非常に充実した 10 日間とな

った。私は、アイセックという海外インタ

ーンシップを運営している団体に所属して

いるため、もし可能なら、次の夏タイで自

らの専門を生かしたインターンシップに参

加したく思う。この経験を原点に次のステ

ップへ進みたい。 

  
アユタヤ遺跡群 

バン・パイン 
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報告書 左佳那 工学部 2年 

 

このレポートでは、 

1，私がこのプログラムに参加した理由 

2，プログラムの内容について 

3，タイでの生活 

4，これから参加を考えている人に向けての

コメント 

について述べる。 

 

1，プログラムの参加理由 

このプログラムではグローバリエーション

や人口ダイナミクス、貧困といった問題に

ついて学べることから、私は自分の専門で

ある環境工学、衛生工学への応用を社会的

な面から絡めて学べるのではないかと考え

参加した。また、これまで(第一、第二言語

に関わらず)英語の通じる欧米圏の国にし

か行ったことがなく、アジアの国に一度で

いいから行ってみたいとかねてから思って

いたことも参加した理由である。 

 

2，プログラムの内容 

続いてこのプログラムの内容について述べ

る。前述したとおりこのプログラムは人口

学や社会学についてタイのマヒドン大学に

て英語で講義を受けるものである。期間は

3 月 3 日～3 月 12 日までの 10 日間である。

私たちの講義を受け持ってくれたのは

Institute for Population and Social 

Research の教授の方々である。この

Institute for Population and Social 

Researchはいわば大学院のようなもので学

部生はおらず修士、博士課程とポスドクの

学生が在籍している。この分野だけで独立

した建物を持っていて、それがまたとても

大きく北大の文系棟に押し込められている

文系学部の学生が少しかわいそうに思える

ほどであった。 

講義の内容については、普段自分の学部学

科の中にいてはなかなか学ぶことのできな

い分野について新しい知識を得たり考えた

りできてとても充実していたと考える。講

義の中でも特に印象に残っていたことがあ

る。その時はタイの高齢化する社会につい

ての講義を受けていたのだが、タイの人口

について研究している人たちは日本の人口

と関連する問題について非常に興味を持っ

ているということである。タイは全人口

6500 万人のうち約 10％が 65 歳以上の高齢

化社会になっている。加えてその高齢化が

日本をも上回るペースで進行していること

から医療や介護の不足、年金といった問題

が山積している。そういった状況下にある

タイにおいて、すでに人口の 4分の 1が 65

歳以上となった日本は高齢化社会への対策

を考える上で重要視されているのである。

実際私たちも講義の中だけでなく、最後に

私たちが発表した北大紹介のプレゼンテー

ションの質問時間にも高齢社会である日本

が実際にどのような対策を行っているのか

について質問された。高齢社会が国内の問

題であるだけでなく、ほかの国にも影響を

与えるものであると考えると、今後日本、

ひいては私たち一人一人の高齢社会に対す

る姿勢は疎かにしてはいけないものだと危

機感を持った。 

 

3，タイでの生活 

私たちが宿泊したのは Time24 Apartmentと

いうホテルである。一泊 800バーツ(約 3000

円)で食事は出ないが Wi-Fi が無料で使用
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できた。タイの通貨はタイバーツでレート

は 1バーツ≒3.5～4円である。物価は非常

に安く日本の 3 分の 1 から 4 分の 1 くら

いの印象を受けた。また、タイは仏教の

国であるためそこら中に寺院があったり

僧侶が歩いていたりする。その他にも、

タイの人はあまり料理をしないらしく、

ご飯を市場や屋台で食べる。ここでタイ

に限らず海外に行くときに注意したい点

を述べる。 

・生水を飲まない 

よく言われることであるが思いがけない

ところで生水を飲んでしまうこともある

ので注意である。特に先進国以外の国に

行くときは要注意である。気を付けたい

のは、歯磨き・うがいをする時もペット

ボトルの水を使うこと、外で食べるとき

に氷の入った飲み物を飲まないこと(た

とえ水のほうが安全でも氷は生水で作られ

ていることが多い)、そして周りの人(現地

の人だけでなく一緒にプログラムに参加し

ている北大生も含めて)が平気そうに飲ん

でいても自分は飲まないことである。今回

タイのプログラムに参加した人でおなかを

壊したという話は聞いていないが、聞いた

ところによるとインドのプログラムに参加

した人は 10人中 6人がおなかを下したとか。 

・スリッパを持っていく 

意外に盲点なのだが、向こうは基本土足で

上がるので部屋にスリッパは備え付けられ

ていない。お風呂を浴びた後にも歩き回る

のに靴を履く羽目になるので気になる人は

使い捨てでもいいのでスリッパを持ってい

くべし。 

・虫よけスプレー 

緯度の低い国に行く場合は季節を問わず必

須である。タイでも蚊が平気で室内にいた。 

・現地語の簡単な会話集 

本を持ち歩くということまではせずとも簡

単な挨拶、道を尋ねる・値段を尋ねるとい

った文章、そして数字は覚えた方がいい。

向こうで、お店で料理を頼もうとして英語

図 1 タイの寺院 

図 2 大学内の朝市 
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が通じなくて身振り手振りで必死こいて伝

えなければならなかった。値段を尋ねても

数字が分からなければ本末転倒なので一緒

に数字を覚えるのも忘れずに。英語が通じ

る国であっても現地語で話せると親近感を

持ててよい。 

・出発前に現地の気温をよく確認する 

今の季節ならそれほど暑く/寒くないだろ

うと思って侮っていると痛い目に遭う。タ

イには 3月上旬に行ったが気温は 30度近く、

加えて湿度が高いせいでむっしむしであっ

た。そのくせ夏物をあまり持っていかなか

ったため外に出るたびに蒸し焼きになりそ

うな気分であった。 

 

4，これから参加を考えている人に向けて 

もし迷っているのであればぜひ参加するべ

きである。実はこの短期留学プログラムに

参加する前に FSP(First Step Program)と

いう国際本部主催の別のプログラムにも参

加したことがあるのだがそちらもおすすめ

である。違いは、FSP は手とり足とり、一

から十まで海外留学について教わるプログ

ラム、短期留学スペシャルプログラムは自

分である程度テーマを見つけて現地で学ぶ

といったところである。短期留学スペシャ

ルプログラムの良いところは、講義を受け

るだけでなくあちこち観光に行けることで

ある。向こうでは大学の学生さんがお世話

をしてくれて町の案内や観光地へのガイド

までやってくれた。その国の文化や歴史を

学ぶには最適なので、もしプログラムの内

容に加えてその国のことをもっと知りた

い！という気持ちがあるのであれば、短期

留学スペシャルプログラムはとてもおすす

めできる。(あと食費が北大持ちであること

が多く意外に出費が安く済む。) 大学では

きちんと勉強したいし留年はちょっときつ

いと思うのであれば、休みを利用して海外

で貴重な体験や学習ができる短期留学スペ

シャルプログラムは最適であると思う。 

  

図 3 アユタヤ遺跡 
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報告書 森田 靖 文学部 2年 

 

１． はじめに 

 この報告書では、2015年 3月 3日から 11

日にかけてタイのマヒドン大学で行われた

春季短期留学スペシャルプログラムについ

て報告します。まずはプログラム内容につ

いて、次にプログラム中の生活について、

そしてその次にこのプログラムのサポート

体制について私自身の感想も踏まえて述べ、

最後にプログラム全体の感想を述べていき

たいと思います。この報告書がスペシャル

プログラムへの参加を検討している方の参

考になれば幸いです。 

 

２． プログラム内容について 

 プログラム内容は大学での授業とバンコ

クを中心としたフィールドワークが中心と

なりました。授業の形式は、マヒドン大学

の先生方がプログラムに参加した学生に対

して授業を行うという形のものがほとんど

でしたが、現地の学生とともに授業を受け

る機会やマヒドン大学に研修に来ている日

本の他の大学生と授業を受ける機会も数回

ありました。授業は一度だけタイ語で行わ

れた以外はすべて英語で行われました。英

語がタイなまりで聞き取りにくい、授業で

使用されたスライドの英語が一部間違って

いるなど多少苦労するところはありました

が、ほとんどの先生方が気を遣ってゆっく

りと丁寧に話してくれたので授業について

いくことができました。また、先生方が学

生に対して多くの質問をしてくれたこと、

今回このプログラムに参加した学生が６人

と少人数だったこともあり、授業をしてく

れる先生方と十分にコミュニケーションを

とることができました。そしてそのことは、

授業をより深く理解するという面でも、英

語のスピーキング能力向上という面でも非

常に役に立ちました。 

 授業内容は、タイの歴史と文化やタイと

日本の関係、人口問題、医療問題、高齢化

問題、ジェンダー問題など多種多様なもの

でした。授業内容が自分の専門とは直接関

係のない内容の授業もありましたが、内容

は大部分が基礎的なものであったため、授

業内容がまったくわからないということは

プログラム期間中主に使用した IPSR 

授業の様子 

現地の学生との授業の様子 
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ありませんでした。もちろん内容が少し難

しいところもありましたが、北大の引率の

先生方が所々補足してくれたので、理解す

ることができました。 
 フィールドワークでは、バンコクを中心

に様々なところを訪れました。王宮やエメ

ラルド仏で有名なワット・プラケーオなど

の観光名所からラッタナーコーシン展示館

やシリラート医学博物館といった博物館を

訪れ、タイの歴史や文化を肌で感じること

ができました。シリラート医学博物館は実

物の人体標本やホルマリン漬けの胎児、体

の一部などかなりショッキングな展示が多

かったです。その他にも古都のアユタヤや

第二次世界大戦の痕跡が点在するカンチャ

ナブリーに行きました。カンチャナブリー

を訪れた際には、第二次大戦に関わる史跡

を巡っただけでなく、カンチャナブリー内

の小さな村を訪問し、地域医療の実情につ

いて話を聞き、その後農場の見学をしまし

た。タイの都市部と農村部の格差が大きい

ことは以前から知っていましたが、実際に

体感してみるとその格差の大きさに驚かさ

れました。 

 また、日曜日の夕方には、滞在の北大同

窓生のための懇談会がバンコクで開催され

ました。プログラムに参加した学生はこれ

に出席するとともに受け付け業務などの手

伝いを行いました。 

 

 

３． 生活について 

３－１．大学 

 マヒドン大学にはいくつかのキャンパス

がありますが、今回のプログラムで使用し

たのはバンコク郊外のサラヤというところ

にあるマヒドン大学のメインキャンパスで

した。バンコクからは、道路状況にもより

ますが、西に向かって車で３０分から５０

分程度のところにあります。キャンパス内

は広く、設備も充実しています。また、オ

リエンテーション時にプログラム期間中使

用できる Wifi のアカウントとパスワード

が配布されるので、大学内では Wifi を使用

することができます。授業は主にキャンパ

スやや北側にある IPSR(Institute for 

Population and Social Research) で行わ

れました。 

 

３－２．宿泊先 

 宿泊先はマヒドン大学付近のホテルでし

た。宿泊代が８泊１部屋あたり 8000 バーツ

（約 3万 2000円）でした。これを私の場合

アユタヤのバーン・パイン宮殿 

バンコクのワット・プラケーオ 
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は３人部屋だったので、３人で割った料金

を現地にて現金で支払いました。値段に比

べホテル内は清潔で過ごしやすかったです。

また、ホテル内ではフリーWifi が使用でき

ました。ホテル内にはコインランドリーも

あり、1回３０バーツで使用できました。 

 

３－３．移動 

 移動は主に大学のライトバンで行いまし

た。ホテルから大学へ行くときもライトバ

ンを使用しました。ただ、ライトバンが使

用できないときはタクシーに乗ることもあ

りました。また、バンコク市内を移動する

ときは、チャオプラヤー・エクスプレスと

呼ばれる高速ボートにも数回乗りました。

移動の手配はほとんど現地のスタッフの 

方々がしてくれました。 

 

３－４．費用 
 このプログラムでかかった費用について

ですが、私の場合はまず宿泊代が１万円強、

飛行機代が 8 万 3550 円（往路：新千歳→

関西→スワンナプーム、復路：スワンナプ

ーム→羽田）、海外旅行傷害保険が 2530 円

かかりました。両替はタイに到着後空港で

行い、トータル 3 万 5000 円をバーツに替

えました。両替したお金で宿泊代の支払い

や食費の支払いもしました。食事は大学側

が用意してくれる場合もあり、日によって

食事の仕方は異なっていました。 
 

４． サポート体制について 

 出発前のオリエンテーションは一度のみ

でした。プログラム内容については日程表

が渡されただけで、しかもそれが現地に到

着してから渡された日程表と異なっている

部分もあったので、事前にプログラム内容

についての情報をあまり得ることができず、

プログラムに対するイメージをあまり描け

ないまま参加したのでプログラム開始後は

多少戸惑うことがありました。 

 出発前の準備に関しては、航空券と宿泊

の手配は国際本部がしてくれました。海外

旅行傷害保険については、個人で事前に加

入しました。 

 プログラム中は、現地のスタッフの方々

がプログラム全体をサポートしてくれまし

た。特に、英語が通じないことも多かった

ので、タイ語を話せるスタッフがいたこと

は本当に助かりました。 

 

５． まとめ 

 このプログラムを通して、日本ではでき

ない様々な経験を積むことができました。

事前にタイが仏教国であることや日本との

つながりが強いこと、都市部と農村部の格

差が大きいこと、バンコクの交通渋滞はひ

どいこと、料理が辛いこと、暑いこと（特

に３～５月は一番暑い）などのことは知っ

ていましたが、実際に現地に行き、話を聞

き、その様子を目の当たりにすることで、

知識として持っていたものを実感すること

バンコクを縦断するチャオプラヤ川 

24 
 



ができました。また、新たな発見も数多く

あり、自分が今まで知らなかった世界を知

ることができました。マヒドン大学の学生

と交流する機会はあまりありませんでした

が、その中で話しかけてくれた学生の人た

ちが日本にとても興味を持っていて、彼ら

が持つ日本に対するイメージについて知る

ことができたのでよかったです。このプロ

グラムで得た様々なことを今後の人生に生

かしていきたいです。 

 最後にこのプログラムを企画実行してく

ださった国際本部の方々、マヒドン大学の

方々に心から感謝の意を表します。 
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資料１：プログラムの概要（A Short-term 

Oversea Special Program for Hokkaido University students at Mahidol University, Thailand 

PROGRAM 

 

DATE Activity Proposed Resource 

Persons 

Day 1: 

3 March 

(Tue) 

Arrive Bangkok on 3rd of March Hokkaido & Mahidol 

Universities staff 

DAY 2: 

4 March  

(Wed) 

 

Morning: 10:00-12:00  

# Presentation 1 (Lecture 1): 

Orientation/Objectives of Programme 

Afternoon: 13:00-18:00  

# The Grand Palace and Emerald Buddha Temple  

# Wat Po – A temple of biggest reclining Buddha 

and Thai traditional medical school 

 

 

Mahidol University 

staff/Hokkaido University 

staff 

Mahidol University 

students 

Day 3: 

5 March 

(Thu) 

 

Lecture and Sharing (1) 

Morning:  

09:00-10:30 # Lecture 2:  History of Thailand 

10:45-12:15 # Lecture 3: Health and health 

promotion in sustainable development 

Afternoon: 13:00-17:00   

# Siriraj Hospital Medical Museum / Movie on 

“Siriraj and Tsunami: The Action of DNA on 

Tsunami Cause” 

# Museum of Saim or Rattanakosin Exhibition  

Evening: 18:00-20:00 

# Networking reception 

(culture/information/activity exchanges and 

students network establishment) 

 

 

 

-Faculty of Liberal Art 

-Hokkaido University 

(Hiko Tamashiro) 

 

 

-Faculty of Medicine, Siriraj 

Hospital 

-Hokkaido/Mahidol 

Universities staff/students 

Mahidol University  

Executives  

DAY 4: 

6 March 

(Fri) 

Lecture and Sharing (2) 

Morning: 

09:00-10:30 # Lecture 4: Why demography is 

 

 

-IPSR and RILCA (Research 
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DATE Activity Proposed Resource 

Persons 

 important? 

10:45-12:15 # Lecture 5: Culture of Thailand 

Afternoon: 

13:15-14:45 # Lecture 6: Relationship between 

Japan and Thailand  and way forwards  

15:00-16:30 # Lecture 7: The Development of 

Thailand its health system 

 

Institute for Languages and 

Cultures of Asia) 

DAY 5:  

7 March 

(Sat) 

Leave Bangkok to Ayudhaya province (80 km. 

from Bangkok): 08:00-19:00 

- Visit King’s summer palace/ old Capital city and 

World Heritage site/ ‘Japanese village’(500 

years old historical village) 

 

Hokkaido University & 

Mahidol University staff 

DAY 6:  

8 March 

(Sun) 

 

 

Exploring Thai life: 09:00-18:00  Hokkaido/Mahidol 

Universities staff/students  

DAY 7: 

9 March 

(Mon) 

Lecture and Sharing (3) 

Morning: 

09:00-10:30 # Lecture 8: Demographic transition 

and related social issues in Thailand  

10:45-12:15 # Lecture 9: Thailand and Japan’s 

Aging Society: Linkage of the elderly and 

teenager 

Afternoon: 

13:15-14:45 # Lecture 10: Generation X/Y and 

their social network, attitude, behavior and 

development 

15:00-16:30 # Lecture 11: Impact of migration on 

economic and social development 

 

IPSR Faculty Member 

DAY 8:  Field trip: 08:00-18:00 Hokkaido/Mahidol 
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DATE Activity Proposed Resource 

Persons 

10 March 

(Tue) 

Kanchanaburi province - Mahidol University Sai 

Yok campus 

Morning: 

09:30-12:00 #World War 2 memorial places (War 

cemetery, Bridge over river Kwae) 

Afternoon:  

13:00-14:30 # Lecture 12: Community programs 

on community health center, the youth and 

elderly clubs 

# Return to Salaya, stop by Pra Pathom Chedi 

(the largest Pagoda in Southeast Asia) 

 

Universities staff/students 

DAY 9:  

11 March 

(Wed) 

Lecture and Sharing (4) 

Morning: 

09:00-10:30 # Lecture 13: University Community 

Responsibility and Population Health in Thailand 

10:45-12:15 # Lecture 14: Education and 

education system in Thailand 

Afternoon:  

13:15-14:45 # Lecture 15: History and 

perspectives of Mahidol University 

15:00-15:30 # Lecture 16: Wrap up and 

Evaluation 

16:00-18:00 # Farewell party 

 

Leave Thailand 

Mahidol University 

staff/students 

Hokkaido/Mahidol 

Universities staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido University 

staff/students 
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資料 2：参加者名簿（マヒドン大学） 

No. 氏名 学部 在籍年次 性別 
新渡戸カレッジ生 

YES／NO 

1 有馬 寛 工学部 2 男 YES 

2 齊藤 愛 工学部 3 女 NO 

3 竹内 祐衣 工学部 3 女 NO 

4 中村 優志 法学部 3  男 YES 

5 左 佳那 工学部 2 女 YES 

6 森田 靖 文学部 2 男 YES 
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資料 3：学生のコメント～留学後のアンケート結果から 

マヒドン大学 2015年 3月 

 

スケジュールイング（曜日や時間配分など）

について 

 丁度良かった。 

 大学での学習も現地の観光も時間いっ

ぱいに計画していただいたため、タイで

の生活を満喫できた。滞在期間がもう少

し長ければ、観光地を巡るときにもう少

しゆとりがあったかなと思う。 

 事前に確定したスケジュールがほしか

った。自由時間が欲しかった。 

 スケジューリングについては、翌日にど

こに行くかを把握できていないことが

しばしばあり不安ではあったものの、マ

ヒドン大学のスタッフのおかげで有意

義な留学にはなった。 

 多少きつい所もあったがおおむね良か

ったと思う。ホテルに帰ってくる時刻が

遅い時と、プレゼンの準備が重なった時

が少し大変だった。 

 自由に時間を使える日が一日あるとよ

かった。 

 

今回の留学でもっとも感動したのは何です

か？ 

 タイ人の多くが日本に関心を持ってい

ること。 

 タイの寺院にまつられているブッダと、

寺院の繊細な装飾に感動した。あれほど

までに輝かしいものならば、毎日お祈り

にも来たくなると思った。見ているだけ

で穏やかな気持ちになった。 

 タイ人のホスピタリティの高さ。10日間

の滞在でその国の人に不快な感情を覚

えなかった。常に自然な自分で、常に笑

顔で滞在できたことはとても感動した。 

 タイのお寺の装飾の華やかさ。 

 語学が未熟な自分に対し分かり易く

色々なコミュニケーションをとってく

れたスタッフの方々に感動、感銘した。 

 留学先の大学で、私と同じ無合気道をや

っている人と知り合いになったこと。 

 

今回の留学でもっとも驚いたのは何です

か？ 

 タイ人の英語が想像以上になまってい

ること。 

 交通の混沌とした様子。車線変更は自由、

高速で時速 120キロは普通、バイクは自

由に行きかう…タイで運転するのは、無

理だと感じた。あれで trafficが成立す

るのに驚いた。 

 タイでは若者がスマートフォンを多く

利用することは友人から聞いていたが、

スマートフォンを活用したノートテイ

キングをしていたことが驚いた。講義の

録音やエバーノートなどアプリを用い

た講義の記録。 

 巨大な涅槃像。 

 タイの学生が授業中に日本に比べて非

常に活気があったこと。 

 王室を尊敬していることが目に見えて

はっきりと分かるここと。 

 

今回の留学でもっとも新鮮であったことは

何ですか？ 

 タイの人々の生活全般。 
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 屋台の様子、人々の表情、街中の混雑の

様子、家々の姿、どれも新鮮だった。活

気があるとはこのようなことをいうの

だろうと思う反面、今回あまり触れなか

った格差についても現地で知りたかっ

た。 

 他学部の学生と授業を受けること。1 つ

の問題でも様々な切り口からアプロー

チする面白さを感じた、例えば、高齢化

社会に対してのアプローチとして、法学

部の僕は政府がどのような施策を打っ

ているのか興味を持ったが、文学部で社

会行動を学んでいる友人はなぜ、そのよ

うな現象が拡大するのか興味を持ち、工

学部の学生は、そこから生じる社会イン

フラ問題。同じ学部の学生と学んでいる、

普段の授業ではそこまで深まることは

なかっただろうし、その意味でとても新

鮮であった。 

 タイの料理。 

 タイの農園を見に行けたこと。 

 街を見て、介在格差がパッと見て分かる

こと。 

 

今回の留学でもっとも学んだことは何です

か？ 

 自分の知らない世界がたくさんあり、

様々な生き方・考え方があるということ。 

 母国語が異なる人との交流には英語や

その地域の言葉が必須であること。英語

が大事というのは理解しているつもり

だったが、初めて経験的に英語の重要さ

を学んだ。 

 今後長期で交換留学したときもそうだ

が、人にどれだけ頼れるか、自分を助け

てもらえるかだと思う。ある授業で突然、

すべてタイ語で始められたときは発狂

しそうになったが、周りのタイの学生に

お互い拙い英語を通じて、授業の理解を

使用と行った。いかに自分の弱いところ

を人に示せ、頼れるか、その重要さを痛

感した。 

 英語が出てこなくてもある程度は会話

になること。 

 英語に関してただ英語を勉強するだけ

ではなく、どういう話し方をすれば伝わ

りやすいのか、相手が話を聞きやすくす

るための工夫などを学ぶことができた。 

 専門外の分野でも食わず嫌いせずに取

り組んでみると、とても興味深い点がい

くつもでてくること。 

 

今回の留学でもっとも意外だったことは何

ですか？ 

 食べ物が想像以上に辛いこと。 

 屋外に食べ物がたくさん、食器の洗い物

も外で、という様子だったのに、虫が全

然いないこと。はえがいない、カラスも

いない。（農場の近くはこれでもかとい

うほど虫がいたが、市内ではほとんどみ

かけなかった。） 

 サソリは意外においしい。昆虫も困った

ときは食せる。自分の海外での対応力。 

 タイは最近軍事クーデターがあったり

と物騒なイメージだったが、意外と落ち

着いた雰囲気だったこと。 

 英語で死ぬほど困るということがなか

ったこと 

 思っていたよりも多くの種類、タイトル

の日本のマンガ・アニメがあふれていた

こと。 
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その他、今回の留学で感じたことや報告し

たいことは何ですか？ 

 東南アジアは素敵だということ、お金が

なくて・・・と留学に踏み出せないのな

ら東南アジアに行くべき！日本と同じ

アジアでもこんなにいろんな違いがあ

って刺激があるのかと毎日が楽しかっ

た。 

 タイという国になぜ日本企業が進出す

るのか。勿論、経済的な発展もあるだろ

うが、タイという国のホスピタリティの

高さが日本人、日本企業をタイに呼び寄

せているのではないかと肌で感じた。 

 英語が不得意でも、留学に行ってよかっ

たと感じた。留学に行くことで英語の力

は確実に増すし、とにかく英語だけの環

境に飛び込むのが大事だと思った。 

 自分の学習への在り方が変わったと感

じる。簡単に言うと、目的意識をそれほ

ど持たずに英語の勉強をしたり、自分の

専門科目を勉強していたところがあっ

たが、英語ができると留学の貴重な機会

にもっと多くのことを吸収できるし、自

分からも発信できる。専門科目について

も、海外でまだ未発達な部分が多く、自

分が勉強することで人々がより快適に

暮らせるようなことがまだたくさんあ

ると感じた。 

 現地語の数の言い方が分かるとかなり

便利である。 

 

今後の留学のための改善点やコメント、意

見などを聞かせてください。 

 事前研修をもう少し充実させたほうが

いいと思います。 

 生徒の安全の保障のために、日本の空港

で集合、解散という決まりだが、希望が

あれば現地解散というのも可能にして

ほしい。現地解散以降の生徒の安全は生

徒自身の責任にしてほしい。航空券が一

番の出費なので、せっかく海外に出るこ

とができたのならもう少し滞在したい

と思った。（わがままなのは承知です）。 

 事前・事後での学術的なレポートの執筆

を求める。また、事前準備として、講義

を追加して欲しい。例えば、玉城先生が

最初に行ったような授業などは、日本で

できるものであってこうした授業を事

前に受け、自分の足りないところ、知識

面の不足を補う努力をした上で、今回の

留学に望めれば得られるものはより大

きなものになったと思う。 

 改善点ではなく自分の失敗例ですが、タ

イは暑いと聞いていて長そでをあまり

持ってこなかったところ教室の冷房が

効きすぎていて風邪をひき、さらに薬を

一日分しか持っておらず友人にもらっ

てしまったので、温度調整の利く服装と、

常備薬は最低三日分持っていくべきで

あると学びました。 

 準備や自由な留学のテーマ設定等がか

なり個人に任されていて、自由度の高い

プログラムだと思った。（FSPに参加した

だからなおさらかもしれない）。 

 とても貴重な体験になりました。 
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工学部4年 齋藤愛

工学部４年 竹内祐衣

工学部３年 有馬寛

法学部３年 中村優志

工学部３年 左佳那

文学部３年 森田靖
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短期留学スペシャルプログラム報告書 

 

１．はじめに 

 短期留学スペシャルプログラムはこれま

で国際本部主体とし、一部、部局の協力を

得て実施してきたという現状がある。今回

の本プログラムは工学研究科を主体実施部

局とし、国際本部が部分的にサポートする

という本学の最初の試みであった。当該ス

ペシャルプログラムは本来、専門レベルの

留学プログラムであるため、将来的に部局

へ逐次移行するのが望ましいところである。 

 とは言え、部局への移行について大学内

のコンセンサスがまだ十分に確立されてい

ない現状の中で、大学院工学研究院人間機

会システムデザイン部門マイクロスステム

分野大橋俊朗教授ならびに当該研究院教務

課国際企画事務室の方々のご支援を得て、

成功裡に実施できたことは大変嬉しいこと

であり、また心から感謝申し上げます。特

に、一人で引率を引き受けていただきまし

た大橋先生には厚く御礼申し上げます。 

 

２．参加者とプログラムの目的および内容、

そして課題 

参加者 5人のうち、工学部が 3人、農学

部と理学部が 1人ずつであった。基本的に

工学系の講義や研修が中心であったが、工

学部以外の学生はその専門の枠を超えて、

異分野に大いに溶け込んでいて、今回のよ

うな分野横断的な参加は結果として歓迎し

ていた。学部 2年生であるので、それぞれ

の専門分野にまだ埋没していないといいう

ことが功を奏したと言えるかもしれない。 

スペシャルプログラムの本来の目標は、

ミニマムに専門レベルを英語で学び、かつ、

この後者の役割が大きいかもしれないが、

異文化や宗教、習慣、歴史などの広い教養

など、将来グローバルに活躍するための資

質を養うことにある。よって、異分野同志

の学生がコミュニケーションすることの意

義は大きいと思う。その観点からも、本プ

ログラムの目的は十分に達成できたと思う。 

 座学としての専門の講義は決して多くは

ないが、学生の英語のレベルや短期という

ことを勘案すると、少なすぎるということ

はないであろう。専門への勉強の意欲を高

めるという意味から、英語での講義は学生

の勉強への動機づけとしては十分にその役

目を果たしている。しかし、今年は初めて

の試みであったので、Liberal Arts に関す

る講義の数はかなり限られていた。これは

参加者の一部から講義（座学）のみでなく

実際に研究室に入り実験・実習を行いたい

との要望があり、そのようにプログラムを

作成したことにもよるが、学生個々により

留学の目的は多少なりとも異なるためプロ

グラム内容については、事前により詳細に

説明する必要があると思われる。次回以降

Richard Clarke先生の授業風景 
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にこれらの反省点を考慮し、スペシャルプ

ログラムの本来の目的を大枠カバーできる

ようなプログラム内容に改善していきたい。 

 さらに宿泊先が必ずしも快適でなかった

旨の報告もあった．プログラム期間中は丁

度、ニュージーランド・オーストラリア共

催クリケットワールドカップが開催されて

おり、宿泊施設の予約は極めて困難な状況

であったこともあるが、参加者は宿泊施設

においては経済面を多少犠牲にしても快適

さを希望していたようであり、この点は事

前にコミュニケーションを取ることで改善

できる。今後の課題である。 

また、オークランド大学とのソーシャル

コミュニケーションと通じて、学生は多く

のことを習得したと報告している。学生の

満足度は現地の学生や若者との公式、非公

式のコミュニケーションの質と量に大いに

関係している。つまり、そのソーシャルコ

ミュニケーションの機会が多ければ多いほ

ど、学生の満足度は高いことがこれまでの

学生のコメントから明らかであり、今回も

同様な結果が報告されている。 

短期留学プログラムでは、学生の経済的

負担が概して大きい。今回も、その例にも

れず、学生は悲鳴を上げ、そして奨学金の

増額を求めている。大学全体としても、留

学する学生数の増加を数値目標化している

ので、その達成のためにも奨学金の増額に

ついては真剣な議論が必要である。 

最後に、現地の物価高や奨学金、講義数

などのいくつかの問題がなかったわけでは

ないが、学生は概して本プログラムに満足

していた。これを契機に長期留学を希望す

る学生もあり、2週間未満の短期留学であ

ったが、それは将来への投資としては十分

なものであったと確信する。 

 

3．おわりに 

 ニュージーランドは、オーストラリアや

フィリピンと同様、アジア圏では数少ない

オークランド大学近隣の大木に木登り 

Neil Broom 先生の授業風景 

3 
 



英語を公用語とする国で、英語の brush-up

も兼ねた短期留学スペシャルプログラムや

ファーストステッププログラム開催地とし

ては貴重である。特に、学部の専門を英語

で教授する所はアジア圏では極めて限られ

ており、ニュージーランドでの当該プログ

ラムの継続や新規開拓がいっそう望まれる

ところである。スペシャルプログラムは今

後、それぞれの部局の教員のネットワーク

を通じて運用される予定なので、これを機

会にさらなる充実に努めた。 

 

4．謝辞 

大橋教授や工学研究院国際企画事務室の

皆さん、国際本部国際教務課のスタッフ、

ならびにオークランド大学の関係者、学生

らに改めて御礼申し上げます（玉城英彦）。 
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報告書 梶 智博 工学部 2年 

 

① プログラムの内容 

 英語で様々なジャンルの授業（主に生

物・化学）を聴き、授業のない間は現地の

学生と美術館・島・山・港・海岸等様々な

場所へ観光に行った。授業は教授の話を聴

いて質問する形式が多く、ディスカッショ

ン等はなかった。ただ、最後にこのプログ

ラム全体で学んだことについて英語でプレ

ゼンをした。 

 

② 日常生活 

 大学から数分のところのアパートに泊ま

っていたので、通学に苦労はしなかった。

ただ、アパート自体に非常に問題が有った。

ハンガーがない、シャワーとトイレをシェ

ア、台所の食器の数が大雑把、ベッドメイ

クに来ない、壁が薄くて部屋にいる人の声

が聞こえる等々。特に夜中の 11 時以降受付

に一人も常駐していないのはかなり不便だ

った。アパートの一階にコンビニが有り、2

時位まで空いているので、若者が屯してう

るさいことも有った（我慢できる範囲内で

はあったが）。比較的宿泊費が安いので、ど

うしようもない点もあるが、それにしても

評価出来ない所だった。 

 自由時間や休日は先述の通り現地の学生

と行動を共にすることが多く、暇を持て余

すようなことはなかった。強いて挙げれば、

個人で行動する自由時間が中々取れなかっ

たので（プログラム的には勿論少ない方が

良いのだが）、お土産を買いたい場合は注意

する必要があると思う。 

 物価は高い。2倍以上する品物もあった。

先述のコンビニは全く安くないので、大学

の近くの通り Queen St. 付近に有る

「Countdown」というスーパーマーケットが

おすすめ（「地球の歩き方」の地図に載って

いる）。たいていの物はここで安く買うこと

が出来る。現地の学生から教えてもらった。 

 大学の Wi-Fiについては、自分はスマホ

ではないので携帯ゲーム機を持っていった

のだが、上手く繋がらずつらい目にあった。

幸運なことに緊急でネットにつなげる必要

のある事態に遭遇することはなかったので、

よかったが。 

 持って行ってよかったものはスリッパと

洗濯剤と洗濯バサミ、持っていくべきだっ

たものはハンガーとシャンプーとボディー

ソープ、そして体を洗うタオル、である。

シャンプーと石鹸は渡されたが、質的にそ

こまで良いものではないので、肌荒れや髪

が気になる人は持っていった方が良い。バ

スタオルはお好みで。 

 

③ 楽しかったこと辛かったことなどの感

想 

 楽しかったことというよりも、楽しくな

い事が全くなかった。というのも現地の学

生達や教授陣が非常に良い人ばかりで、授

業も休日も楽しく過ごすことが出来たから、

とても満足している。 

 ただ、オークランドは急な坂が多く、ど

こに移動するにしてもかなりの距離を歩く

必要があったのが辛かった。特に休日の観

光となるとどこに行くにしても相当の距離

を歩かねばならず、足の裏に水ぶくれが出

来た。ランギトト島に行くのなら、山を登

ることになるので、相当覚悟しておく必要

がある。また島に行く場合、基本的に小さ

な島には「店」というものがないので、ご
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飯だけじゃなくて水を用意しなければなら

ない。島への移動にはフェリーを使うので、

フェリー内で購入することは可能だが、あ

まりお勧めできない。「ウォーキング」とい

うより「トレッキング」と言った方がピッ

タリで、それなりに辛い。辛いがその分だ

け自然や景色を楽しめるので、覚悟の上で

挑戦すべきと考える。 

 あと一度、アパートで夜中、鍵を部屋に

残したまま部屋のドアの鍵を閉めてしまっ

たことが有った。その時間すでに受付には

誰も居なくなっていて、完全に締め出され

てしまい、メンバーの一人の部屋の床で寝

させてもらった。無論、鍵を忘れたのは自

分の落ち度だが、本当に辛かった。床が固

過ぎて全く眠れず、丁度その日の午後にラ

ンギトト島に行ってきて疲れが溜まってい

るのに回復することが出来なかった。 

 

④プログラムの改善点 

 アパートと言うか泊まる場所を替えた方

が無難と思う。安上がりではあるが、如何

せん酷すぎる。 

 後はプログラムの内容や授業の型式につ

いては相手側の都合もあるので何とも言え

ない点が有ると自分は思う。およそ 2週間

という短い期間なので、その間に出来る事

を考えると「広く浅く」にならざるを得な

いし、専門分野を絞って募集をしなかった

点も考えるとこれ以上高度な内容を学ぶの

は難しいと感じる。自由時間が思いのほか

多かったので、もう少し授業が多くても良

かった気がするが、おおむね満足である。 
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報告書 後藤栞 農学部２年 

 

 プログラムの内容 

 授業(現地の学生に混ざって受けたもの、

我々のためだけのものの 2種類)、ラボツア

ーの 2 種類。自由時間は比較的多く、観光

も楽しむことができた。 

 

・現地の学生に混ざった授業 

全部で 5 つ受講した。学期が始まって数週

間経過していたことにより、理解するのは

難しかった。 

 

・我々のためだけの授業 

全部で 6 つ受講した。上記のものよりやや

生体寄りの内容が多かったイメージである。

とても楽しく、ためになった。このような

講義ならもっと受けたいと思った。 

 

・ラボツアー 

3 つのラボを訪問し 1 つのラボの発表を聞

いた。親しみのある内容とそうでない内容

のどちらもがあった。 

 

 日常生活 

・宿泊先 

大学(工学部)から 500m ほどのところにあ

る学生向けのアパートに宿泊していた。1

部屋を 2～3人で共有。自分の部屋は図 1の

ような間取りだった(部屋 2 にあたるとこ

ろを使用)。各部屋にはベッド、クローゼッ

ト、机が備え付けられていた。また、キッ

チンにはコップ、皿(平皿大小とボウル)、

スプーンと箸、雪平鍋、フライパン、電子

レンジ、電気ケトルがあった。人数分には

足りないものもあったが受付に言えばもら

えた。 

アメニティはタオル、石鹸(体を洗うための

もの)、リンスインシャンプー、食器洗剤、

紅茶、コーヒー、トイレットペーパー。ト

イレットペーパーはなくなりそうになった

ら受付に言えばもらえた。 

 

・通学方法 

 徒歩。ただしオークランドは全体的に坂

が多く、歩くには少し疲れる。また、アパ

ートのすぐそばに勾配のきつい坂があった

ので、初めの 2、3日は辛かった。 

 

・Wi-Fi 

アパートでは 1GB10NZ$の料金制。大学では

eduroam で Wi-Fi が使えた。また、市内各

図 1 
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所にフリーの Wi-Fi があったので、そこで

つなぐこともできたようだ。ちなみに、ア

パートそばの坂を上ったところに大学の施

設があったので、そこで Wi-Fi を利用でき

た。 

・自由時間 

授業の合間(2～3時間空くことも)、放課後、

土日など比較的多かった。現地の学生の方

と、積極的な同行者のおかげで主要な観光

地は一通り巡った。移動は基本、徒歩+バス、

時々フェリー。 

 

 感想 

・楽しかったこと 

 なんといっても観光である。普段の自分

ならば絶対にここまで遊び倒すことはなか

っただろう。特に印象的だったのは、

Devonportである。海岸で Fish & Chipsを

食べ、丘の上で見た星と Aucklandの夜景は

一生の思い出である。死ぬまでにもう一度

行きたいと思える場所であった。また、海

岸の砂がすべて貝殻でできているのにとて

も驚いた。波打ち際で貝殻の粒を眺めなが

らいくらでも時間がつぶせそうである。 

 

・今回のプログラムで学んだこと 

同行した日本人学生との会話の中には自

分との違いがちりばめられていた。興味や

基礎知識が違うのだから視点が明らかに違

うのである。自分の中での常識は彼らのそ

れとは違うという、考えてみれば当たり前

のことに気付いて愕然とした。また、専門

の講義も、わからないなりに多少は理解で

きることもあったのだが、それは過去に学

んだ知識によるものであった。過去にもっ

と勉強していればもっとこのことを理解で

きるのにという歯がゆさばかりを味わった。 

これらのことから、私は知識というもの

の重要性を改めて感じた。今学んでいる知

識も過去に学んだ知識も同等に尊く、自分

の視野を広げるためには必要なものである。

しかし、自分の専門分野さえ曖昧な今の状

況では自分の視野さえ定まらない。よって

まずは自分の専門に関しては自信をもって

語れるよう改めて勉強することが必要であ

ると考えた。その上で異分野に触れれば、

今回以上の刺激を受けることができるだろ

う。 

 

 プログラムの改善点 

 今回のプログラムはクリケットのワール

ドカップと日程が重なったことによりさま

ざまな変更が生じた。結果的に不利益を被

ることはなかったが(むしろ恩恵を受けた)

今後の企画では、現地で大きなイベントが

ないかを確かめてから日程を組むのが良い

のではないかと思う。 
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報告書 高木牧人 理学部2年 

1. はじめに

 短期留学スペシャルプログラムは、海外

の協定大学等において、英語で開講される

授業や実習等を通して、より専門的に学ぶ

プログラムである。これからの国際社会で

活躍していくために必要なツールとしての

英語を学ぶことが目的である。 

2. 研修内容

 実際にオークランド大学の工学系の授業

を受けたり、研究室の見学を行った。総合

化学院の授業は英語で行われているので、

英語の授業自体にはあまり不安はなかった

が、通常の授業はセメスターの途中であっ

たので、予備知識がないものについては内

容を把握するのが困難であった。また、当

然ではあるが日本の授業とは話すスピード

が全然違うので、一度話している内容がわ

からなくなると大変だった。その他には私

達のために各教授が特別授業を行ってくれ

たが、こちらは話すスピードなども調整し

てくれていて非常にわかりやすかった。研

究室では研究の内容を紹介してもらったり、

実験のデモを見せてもらったりした。私は

理学部の出身であるので、工学系の実験（応

力の測定など）は非常に興味深かった。 

 また、これらの授業などがない時間は、

授業などに案内をしてくれたボランティア

のオークランド大学の生徒達と市内の観光

へ行った。授業とは違い、日常会話では話

の内容にあたりをつけることがなかなか難

しく、コミュニケーションが大変ではあっ

たが、日本ではなかなかできない経験をす

ることができてよかったと思う。今回私は

学生証を日本へ置いていったのだが、美術

館などの学生割引を使う際には必要だった

ので、観光する際には持っていったほうが

良い。また、天気もストームが近くまで来

ていた時があったので雨具などもあったほ

うが便利かもしれない。私は現地で買った

が、少々高めだった。 

 また、宿泊はアパートメントであったの

で、スーパーマーケットで食材を買って簡

単な料理などする機会もあった。他にも用

意してあったニュージーランドドルが足り

なくなったので、市内の銀行で日本円を換

金するなど、海外での生活に慣れるという

意味でも貴重な体験ができた。 

3.まとめ

今回 TOEIC などに必要な英語力とはまた

別の英語力を使う機会が多くあり、良い経

験になった。また、オークランド大学の生

徒との連絡先を交換することもでき、結果

として人脈作りもすることができた。今回

研修で学んだことも活かして、英語を学び

使えるようになっていきたいと考えている。 
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報告書 成田佳祐 工学部 2年 

 

①プログラムの内容 

今回のプログラムは、オークランド大学

の工学部での活動がメインでした。具体的

な内容としては、実際に現地で開催されて

いる講義を聴講するだけでなく、現地の教

授の方々が自分たちのために特別講義を開

催してくださったり、実験室にお邪魔して、

学生の方々に実験を見学させていただいた

りしました。 

 

 

 

 自分自身にとって、今回のプログラムに

参加した目的は、通常の語学研修とは違い、

「英語を用いて自分の専門である工学系の

授業を受けることで、留学のイメージをよ

り具体化する」というものであったため、

自分の目的にとても適った内容のプログラ

ムであったと思います。 

 今回の経験の中で最も印象に残った講義

は、バイオエンジニアリングについてのも

のでした。今まで、バイオ系と工学系は少

し毛色が違うものであると感じていました

が、バイオの知識と工学系の知識を組み合

わせることで、人体軟骨など画期的な技術

が開発されていることを知り、工学という

ものの可能性の深さに感動しました。現地

で受けたバイオエンジニアリングの講義は

その人工軟骨についてのものがメインであ

り、正直自分が今まで勉強してきた内容の

ものではなかったのですが、その技術の深

さに魅せられ、講義やラボ見学でも興味を

持って能動的に参加することが出来ました。 

 自分の専門と異なる広い範囲の講義を受

けた一方で、自分の専攻に深くかかわった

講義なども経験でき、純粋に自身の知識を

深めることもできました。現地で交流した

学生のほとんどが、自分と同じく化学工学

の専攻であり、彼らの研究内容や受講して

いる講義に触れて、自分の研究に対するモ

チベーションも大きく刺激されました。自

分は来月から配属された研究室で初めて化

学工学系の自分の研究に臨むわけですが、

今回の研究室訪問の際に感じた雰囲気の良

さやモチベーションの高さを、うまく自分

の研究生活に帰着させることができたらな

と思います。 

 自分の専門外の知識と、専攻として得た

知識の両方を上手く刺激することが出来た

ため、今回の研修は非常に実りあるものだ

ったと思います。 

 

②自由時間 

 現地での自由時間は主に、現地の学生に

案内してもらい、観光やアクティビティを

楽しみました。平日の講義の合間や夕方以

降等、自由時間はある程度限られていまし
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たが、現地で仲良くなった学生たちが本当

にいい人達ばかりで、本当に有意義に時間

を使うことが出来ました。 

 平日は市内や大学近くの公園などを案内

してもらいましたが、やはりニュージーラ

ンドは自然が多く、とてもゆっくりとした

気分を味わうことが出来ました。オークラ

ンドの街中にもいくつかの噴火口跡があり、

講義の合間に遊びに行ったりもしました。 

 

 また、休日には、オークランド市内の港

からフェリーに乗り、ランギトト島という

島に山登りにも行きました。この時は、現

地の学生３人が僕らの希望をもとに半日の

行動をオーガナイズしてくださり、すごく

楽しい休日を過ごすことが出来ました。 

 

③基本的な生活 

 現地では、オークランド大学からおよそ

500mのところにあるアパートメントを借り

て、生活していました。寝室は一人一つず

つでしたが、キッチンとトイレ、シャワー

ルームは男三人で共同でした。一泊 3500円

の宿なので、現地ではかなり格安の方だと

は思いますが、その分アメニティの数が足

りない、部屋の掃除に一度も来ないなど、

若干不便さを感じる面もありました。 

 現地の物価は日本のそれよりも少し高い

くらいで、食事につかった費用の平均は、

一食当たり昼食がおよそ 1000~1500 円、デ

ィナーは 1500~2500 円くらいでした。出発

前に聞いていた費用よりも少し割高だった

ため、余裕をもってお金を持って行って良

かったと思います。 

 

④次回の参加者へ 

このプログラムの魅力は、工学系という

自分の専門に合った内容の講義を受けられ

ること、そしてその分野で同じように頑張

っている学生や教授たちと知り合えること

です。語学研修とはまた違った経験ができ

るため、短い期間ですが、一度参加してみ

るのをお勧めします。 

ただし、全体の費用に対して奨学金が若

干少なめなので、現地での生活も含めて、

金銭面での考慮も大事かなと思います。 

  

11 
 



徳永早希子、工学部機械知能工学科 2年 

 

① プログラム内容について 

プログラムでは 10つ程度の講義を受講

した。また、bioengineering 系のラボ見学

が 1日あり、その他にも、現地の学生のプ

レゼンを聴いたり、現地の学生の好意でラ

ボを少し見せてもらったりする機会があっ

た。特にアシュヴィン先生の授業では、実

際に牛の関節や軟骨を見て、それの代替と

なる、彼が作っている金属パーツに触れる

というような体験などもできて非常に面白

かった。また、現地の学生たちに案内して

もらい、オークランド市内の様々な観光地

やレストランにもいった。特に博物館では

ニュージーランドの先住民、マオリの文化

などにも触れることが出来、とても興味深

かった。 

 

② 日常生活 

 通常、授業やその他のカリキュラムが始

まるのは、9時だったので、毎日 7時 30分

頃起床した。夜は授業後などに現地の学生

が観光に連れて行ってくれたので、8時頃

帰宅することが多かった。また、オークラ

ンド大学内は、エデュロームの Wi-Fiが飛

んできたので、北大のＩＤとパスワードで

インターネットに繋げることが出来、アパ

ートメント内では、１ＧＢ10ドルでインタ

ーネットを使用できたので、通信環境はあ

った。ただ、説明会の際に、教授が一つ、

ルーターを持っていくという旨を伝えてく

ださっていたのだが、それは実際なかった

のと、市街などではぐれたときの連絡手段

などもなかったのでそれは不便だった。ま

た、アパートメントについては、今回、ク

リケットのＷＣがある都合で当初予定して

いた場所が取れなかったということで、予

定と別の場所になったのだが、いくつか不

便な点がった。特に大きかったのが、バス

トイレは各部屋にあるということだったの

だが実際には共用だったことなどである。

だが、おおむね、日常生活は何ら問題なく

快適に過ごせたと思う。 

 

③ 感想 

 今回のプログラムでは、英語で授業をきき、

英語で質問をし、英語で学生と意志疎通をす

る必要があったため、日本にいるときと比べ

物にならないほど、日常的に、周囲の人の発

する言葉に注意深く耳を傾けねばならず、苦

労した。自分は新渡戸カレッジの留学支援英

語で英語での会話や授業をある程度は経験

したつもりでいたが、やはり、1回 90分の授

業と 10日間の留学では重みが全く違うと感

じた。しばしば、相手が話している内容が理

解できないことがあり、また、しばしば、わ

からないまま、なんとなくて理解したつもり

になり、見当違いな行動をしてしまうことが

あった。このようなミスは、周囲に日本語話

者がいない環境では非常に致命的であると

強く実感した。まずは最低限、意志疎通のた

めに英語スキルを高めねばならないと感じ

た。 

 

④ 改善点 

  今回のプログラムは、少し、講義のコマ

数が少ないように感じた。留学プログラムな

のだから、もうすこし講義が重い比重を占め

てもいいのではないかと感じた。また、この

プログラムだけではなくすべての留学プロ

グラムにいえることではあると思うが、やは
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り、留学にかかるお金がかなり高いので、な

かなか参加したいと思っても参加できない、

というのがあるので、そのあたりももう少し

助成額を引き上げてもらえたりなどしたら

ありがたいと感じる。 
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資料１．プログラムの概要 
（Programme of Short-Term Study-Abroad Program in Engineering, The University of 
Auckland, 07(Sat)-18(Wed) March 2015 ） 

  Date Activities Remarks 

Day 1 (Sun) 08/3/2015   

    Departure/Arrival, 
Check-in 

A/Prof Ashvin Thambyah to meet the group at the 
airport at 10am 

Day 2 (Mon) 09/03/2015   

  09:00-12:00 Introductory 
seminar 

A/Prof Ashvin Thambyah, A/Prof Mark Jones and 
Prof. Toshiro Ohashi 

  12:00-13:00 Lunch   

  13:00-14:00 University tour 2 Postgrad reps 

  14:00-17:00 City tour A/Prof Ashvin Thambyah and 2 Postgrad reps 

Day 3 (Tue) 10/03/2015   

  09:00-17:00 A day spent with UoA 
student and 
accompanying 
University of 
Auckland students 
to lectures 

Led by student Mr Richard Park and his team to 
attend the following classes: 
9am- Non-Metallic Materials 
Interaction and lunch 
1pm - Control Theory 
4pm- Mathematical Modeling 

  17:00-17:30 Q&A and conclusions A/Prof Ashvin Thambyah 

  18:00-20:00 Welcome Dinner Dinner - Hokkaido University and The University 
of Auckland 

Day 4 (Wed) 11/03/2015   

  09:00-10:10 Lecture Prof Neil Broom - Corrosion 

  10:15-11:25 Lecture A/Prof Ashvin Thambyah - Biomaterials 

  11:30-12:40 Lecture Prof Toshiro Ohashi - BioMEMS 

  12:40-13:40 Lunch   

  13:40-14:50 Lecture Dr Michelle Dickinson - Nanotechnology 

  14.55-16.05 Lecture Dr Richard Clarke - Lecture on 'Ordinary 
Differential Equation Models for Deep Space 
Probes' 

  16:10-16:40 Q&A and conclusions A/Prof Ashvin Thambyah 

Day 5 (Thu) 12/03/2015   

  09:00-13:00 Half day spent with 
University of 
Auckland student 
and accompanying 
University of 

Led by student Ms Chathuni and her team to attend 
the following classes: 
9am- Materials Processing and Performance 
10am - Transfer Processes 
Interaction and lunch 
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Auckland students 
to lectures 

  13:00-14:00 Lunch   

  14.00-14:10 Lecture Dr Yusuke Hioka - Audio Signal Processing 

  14:15-15:25 Discussion Dr Yusuke Hioka - Life in New Zealand as a 
Japanese Professor 

  15:30-16:15 Seminar - English 
Language Academy 
(ELA) 

Marketing Team from ELA - c/o Ms Siew Yan Yip 

  16:15-17:00 ELA tour Marketing Team from ELA - c/o Ms Siew Yan Yip 

Day 6 (Fri) 13/03/2015   

  09:00-10:30 Lab demonstration I Dr Colin Doyle - Scanning Electron Microscopy 

  10:45-12:15 Lab demonstration 
II 

Mr Josh Workman - Impact Testing of cartilage 

  12:15-13:30 Lunch   

  13:30-15:00 Lab demonstration 
III 

Dr Kelly Wade - Impact Testing of Spine 

  15:15-16:25 Discussion A/Prof Ashvin Thambyah - Lab experiments 

  16:30-17:00 Q&A and conclusions A/Prof Ashvin Thambyah 

Day 7 (Sat) 14/03/2015   

    Free student 
exchange day 

  

Day 8 (Sun) 15/03/2015   

    Free student 
exchange day 

  

Day 9 (Mon) 16/03/2015   

  10:45-11:55 Lecture Dr Karl Stol - Lecture on ‘Friendly Free Body 
Diagrams’ 

  11:55-12:55 Lunch   

  12:55-15:55 Group Presentation Hosted by Dr Karl Stol - 2 hrs presentation plus 
Q&A time 

  16:00-16:30 Q&A and conclusions A/Prof Ashvin Thambyah 

Day 10 (Tue) 17/03/2015   

  09:00-12:00 Postgraduate 
Opportunities 
Seminar/followed 
by closing seminar 

Seminar: A/Prof Ashvin Thambyah, A/Prof Mark 
Jones and Prof. Toshiro Ohashi 

  Afternoon     

  1800 - late Farewell Dinner Dinner - Hokkaido University and The University 
of Auckland 

Day 11 (Wed) 18/03/2015   
    Departure   
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資料 2：参加者名簿（オークランド大学） 

No. 氏名 学部 在籍年次 性別 
新渡戸カレッジ生 

YES／NO 

1 梶 智博 工学部 3 男 NO 

2 後藤 栞 農学部 2 女 NO 

3 高木 牧人 総合科学院 1 男 NO 
4 徳永 早季子 工学部 2 女 YES 

5 成田 佳祐 工学部 3 男 NO 
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資料 3：学生のコメント～留学後アンケート調査から 

オークランド大学 2015年 3月 

 

スケジュールイング（曜日や時間配分など）

について 

 やや行き当たりばったりなところがあ

ったので、もう少し日程を決めておい

てもらえると動きやすかった。 

 曜日・日程について不満はありません。

ただ、全体的に自由行動の時間が多く、

思っていたよりも授業の回数が少なか

ったです。授業が多すぎてスケジュー

ルが埋め尽くされてしまうのも問題な

ので難しい所ですが。プログラムを終

わってひと段落した今改めて考えてみ

ると、自由な時間と授業の時間のバラ

ンスは良かったのではないかと思いま

す。 

 自由時間が大いにあったので、ゆった

りとした気持ちで勉強することができ

た。やや行き当たりばったりな感じは

否めない。 

 

今回の留学でもっとも感動したのは何です

か？ 

 自分の英語で現地の友達とコミュニケ

―ションをとり、休日の Excursion の

予定を打ち合わせできたこと。 

 英語はそこまで上手くないのですが、Q9 で

挙げた通り、自分の興味関心の有る内容につ

いて教授に拙い英語でそれでも必死に質問

した時に、教授が真摯な対応をしてくれた点

です。今まで英語自体上手くならないと絶対

に自分の気持ちを伝えることは出来ない、と

頭の固い考えを持っていたのですが、そんな

ことは無かったと分かり、感動しました。重

要なのは興味を持って率先して相手と意思

疎通を図ろうとすることなのだと分かり、こ

のプログラムに参加して良かったと思えま

した。 

 Devonportの砂浜は本当に美しかった。死ぬ

までにもう一度行きたいと思う。 

 

今回の留学でもっとも驚いたのは何ですか？ 

 思った以上に現地に日本人が多かったこと。 

 ニュージーランドの物価が物凄く高くて驚

きました。高いとは聞いていましたが、あれ

程とは思いませんでした。「歩き方」の地図

にも載ってるスーパーマーケットの情報（自

分たちは現地の学生から教えてもらいまし

た）は非常に有益なものなので、今後活用し

ていってほしいと切に願います。 

 アパートの部屋の形状。想像もしていなかっ

た。 

 思ったよりも物価が高かった。 

 

今回の留学でもっとも新鮮であったことは何で

すか？ 

 噴火口の跡地を見ることができたこと。 

 ニュージーランドは自然が多く、言ってしま

うとあらゆる見どころがどうしても「自然」

に関わる事柄になってしまうのですが、それ

でも自由時間の観光は非常に楽しかったで

す。自分がここまで自然で楽しめるとは思っ

てなくて、新鮮でした。 

 全く知らない人間とここまで時間を共

有し、仲よく？過ごせたこと。普段の
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自分からは考えられない。 

 

今回の留学でもっとも学んだことは何です

か？ 

 相手の言っていることがわからなけれ

ば、多少恥ずかしくても納得いくまで

聞き返したほうがいいということ。 

 Q21 の内容と微妙に矛盾してしまいま

すが、自分の英語力の無さを再確認し、

どうやって英語を学習すればいいのか

を学びました。一緒にニュージーラン

ドに行った仲間や俊郎先生、現地の学

生・教授たちと一緒に行動する中で、

自分に何が足りないのか、それを補う

には何をすればいいのかを考え、それ

を踏まえて今後どう英語に向き合えば

いいのかを学ぶ良い経験となりました。 

 知識は宝であるということ。全くの異

分野でも過去に学んだ教養が理解を助

けてくれる。また、自分の専門知識が

曖昧であることに危機感を覚えること

ができた。まずは自分の基礎がしっか

りしていないと、まともな議論もでき

ない。 

 外国での生活。 

 

今回の留学でもっとも意外だったことは何

ですか？ 

 現地の学生と教授の仲がとてもフレン

ドリーだったこと。 

 「フィッシュ&チップス」は思っていた

よりもずっとおいしい食べ物でした。

今まで「イギリスの食べ物なのでおい

しくない」と思い込んでいましたが、

現地の学生からおすすめの店を教えて

もらい、お店の近くの海岸にみんなで

座って海を見ながら食べたフィッシュ

&チップスは本当においしかったです。

固定概念を大きく覆されたという意味

でとても意外でした。 

 あと本場ということもあってか、ムー

ル貝、ホーキーポーキー、ワイン、ハ

ンバーガー、そしてニュージーランド

とあまり関係ないですがメキシコ料理

のタコスは、今度ニュージーランドに

行く機会が有れば必ずまた食べたいと

心から思える程おいしかったです。 

 生態系の授業と聞いて受けた授業が、

ほぼ統計の授業であったこと。帰国し

てから自分の先生に聞いたところ、生

態系の分野では統計が必要不可欠であ

るらしい。それを聞いて納得できた。 

 大学が早い時間にしまること。 

 

今回の留学で感じたことや報告したいこと

は何ですか？ 

 もっともっと現地の友達と仲良くなっ

て、思い出を作りたいと思った。 

 （流石にネタ切れで書く内容が思いつ

かなくなってきましたが…）とりあえ

ず報告したいこととして、今回のプロ

グ ラ ム 中 宿 泊 し て い た Columbia 

Apartment は変えた方が良いという点

について報告したいと思います。深夜

に常駐しているスタッフが居ない。夜

中、アパート前のコンビニに人が屯し

ていて外がうるさい。ベットメイクし

てくれない。シャワールームとトイレ、

台所が共有。などなど挙げだすときり

が無いのですが、非常に住み辛い環境

であることに間違いは無いので、もし

今後同様のプログラムを企画する時は
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そこ以外で考えた方が良いと思います。 

 全くの異分野でも、多少はわかること

もあり、また、学ぶことは多くあると

いうこと。自分の英語力はやはりまだ

まだ修行が必要なレベルでしかないと

いうこと。 

 コミュニケーションをとることはでき

るが、思ったことを伝えるのが難しい。 

 

今後の留学のための改善点やコメント、意見

などを聞かせてください。 

 英語の学習としては短期間すぎるプロ

グラムだと思うので、もっと現地の専

門講義を多く受講できるような日程に

する、もしくは反対に、もっと現地の

学生とたくさん触れ合えるように自由

時間が多い日程にする、など、より現

地での生活の趣旨が明確化するような

スケジュールだと尚良いと思う。（とは

言っても、今回の日程でも十分現地の

学生と交流したり専門授業を英語で受

けるイメージは湧きました。） 

 上述したこと以外は特に改善すべきと

感じる点はありません。アパートメン

トを除けばそこまで大きな不満は無い

プログラムだと自分は思います。 

 上で述べた通り、留学して良かったと

感じています。 

 専門外の講義を受けていると、やはり

自分の既存知識で何とかわかる講義を

受けたくなった。そのときにどうすれ

ばよいのか困ったので、現地の大学の

時間割などがあると嬉しい。 

 自分は現地でできた知り合いのつてを

あたった。これは学生用の受付のよう

なものが閉まってしまった上にそれが

週末であったためである。 

 さらなる学習を手助けするようなサポ

ートがあると非常に助かると思った。 

 私は置いて行ってしまったが何かと学

生証はあったほうが便利なのであった

ほうがいい。天候などで予定が変わっ

た時などの連絡はメールが基本であっ

たが、私は Wi-Fi を使わないとインタ

ーネットは使えない環境にあり、宿泊

施設の Wi-Fi は有料であったため使用

していなかったので、急ぎの連絡があ

る時などは少し困ったので、なにかあ

ったほうがいいかもしれない。 
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2015年 オークランド大学
スペシャルプログラム

“A short-term oversea program on Biomedical 
Engineering and Mechanical Engineering”

成果報告

2015年4月21日
1/15工学部 応用物理工学コース ４年

梶智博

資料４．学生の帰国報告会資料

Outline

• オークランド概要
• プログラム概要
• 講義について
• 講義時間以外について
• オークランドの生活について
• 留学を考えている皆さんへ

Q：オークランドって何処？

2/15

A：ニュージーランド北島北部に位置する、
ニュージーランド最大の都市
（Wikipediaより抜粋）

所要 約11時間

3/15

ニュージーランドの特徴

• 日本との時差は
• 自然が豊富
• 紫外線の強さは

• 人柄は温厚
• 物価がかなり高い 4/15

3 時間（サマータイム制度時）

なんと日本の7倍！
→日焼け防止対策は必須

オークランド空港

5/15
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6/15 7/15

8/15

オークランド大学
設 ⽴：1883年
（2013年実績）
学生数：学部生 30,771人

大学院生 10,592人
留学生：4,000人以上
教員数：2,131人
職員数：2,778人

Times Higher Education World Ranking (2014-2015): 175位
ranked 1st in New Zealand, ranked 7th in Oceania

Faculties and Institutes: Faculty of Arts, Business School, 
National Institute of Creative Arts and Industries, Faculty of 
Education, Faculty of Engineering, Faculty of Law, Faculty of 
Medical and Health Sciences, Faculty of Science, Liggins
Institute, Auckland Bioengineering Institute

9/15

具体的なプログラムの内容は？

10/15

今回のプログラム内容は、

北海道大学工学研究院人間機械システムデザイン部門
マイクロシステム分野所属 ⼤橋俊郎教授と、

オークランド大学で “Chemical and Materials Engineering” を
研究している
Associate Professor Ashvin Thambyah

のお⼆人が考えて組み⽴てて下さったものです。 11/15
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“A short-term oversea program on 
Biomedical Engineering and Mechanical Engineering”

Biomaterial

Nanotechnology

Metal

Chemistry

Mathematics

Biology

Space

Control theory
etc.

12/15

8:45

9:00

17:00

24:00

俊郎先生、Ashvin 先生とオークランド大学内で待ち合わせ
その後、当日のスケジュールの確認と移動

多種多様な授業を受講
休み時間は自由時間で、現地の大学生達にオークランド市内を
案内してもらう
e.g.) Mt. Eden , Queen St. , Rangitoto Island , Auckland 
War Memorial Museum , Viaduct Harbour

夕食はメンバーの皆で食べたり、教授や学生達と一緒に食べた
りする。食べるものも多種多様
夕飯後は皆で夜景を⾒に⾏ってみたり、宿泊先のアパートで親
睦を深めあったり

13/15

14/15

• 多種多様なジャンルの授業を様々な形式で受けることが出来
た
→ 飽きることなく、授業に取り込むことが出来る

• 授業合間の自由時間では、色々な観光名所にオークランド大
学の学生が案内してくれた
→ 授業のみならず学生と接する機会が多く、親密になれる

15/15

まとめ

Next is …

About Lectures Lectures

～現地での講義について～

工学部 応用化学コース ４年

成田佳祐
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受講したクラスの種類

現地の学生と一緒に
講義を受けるタイプ

自分たちの為だけに現地の
先生が講義をしてくれるタイプ

現地の学生が実際に研究して
いる様子を見学するタイプ

リスニングがめっちゃムズい
発言する機会はない
最も現地での授業に近いと思われる

質問する機会多々あり
わかったふりでは終われない
一番寝てはいけない

説明が若干わからなくても、目の前で
実際にやってくれるのでフォローしやすい

①Lecture型

②Private Lecture ＆
Discussion型

③Lab型

Lecture型

• Non Metallic Materials

• Mathematical Modeling

• Biomaterials

• BioMEMS

+ Evacuation Drill

• Nanotechnology

• Modeling of Space

• Audio Signal Processing

Cartilage：軟骨
The tissue that is important in joints to prevent the 

bones rubbing against each others

Artificial Cartilage

Cobalt + Chrome

人口軟骨の評価

Advantages
○軟骨の代わりとして使える

・超なめらか

・痛みを和らげる

○完璧な代用にはならない
・天然のものほどなめらかではない
・人口軟骨が使えない個所もある

○世界共通で使えるわけではない
・費用
・地域、年齢

Disadvantages

現地での受講は…

• まず先生が言っていることをフォローするのが最難関

• 工学部というくくりではあるが、自分と畑違いな分野の講
義を受けることも珍しくない

• 専門の講義を受ける、というのが宣伝文句であったことを
考えると、講義の量はそれほど多くなかったかも

(個人的にはあれくらい自由時間があってうれしかった）

Next is …

About Excursions 
and Free Time
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Excursions and Free Time

～講義時間以外の過ごし方～

工学部機械知能工学科

機械システムコース3年

徳永早希子

Q.留学でできることは何か？

• 英語の勉強
(このプログラムでは)工学の勉強

• 観光
• 現地の人々との交流

観光(ニュージーランドの自然、街並み、文化)

○文化
マオリ文化→ニュージーランドの先

住民の文化。博物館などでマオリ族
の彫刻などが見れた。

○自然、街並み
自然→日本と同じ火山島で火山が多
い、気候は札幌に近い。

街並み→sky towerというテレビ塔の様
なタワーがある。建築物が西洋的。

現地の学生さんや教授の方々との交流

○観光案内
→現地の学生さんが授業後や

空きコマで観光案内をしてくれ
る。

○夕食会
→オークランド大学の学生さん
や、教授の先生方が集まる。

まとめ

この留学プログラムは、ニュージーランドの
文化や自然などに触れられる機会や、現地
学生と交流を図れる機会が非常に多い。

日本では経験できないことが経験できる。

教養が広がる。

Next is …

About Lifestyle
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Lifestyle
～オークランドの生活～

食事、宿泊編

農学部 生物機能化学科 ４年

後藤 栞

宿泊先

Columbia Apartment

– 大学まで500m(徒歩で約8分)

– 各部屋キッチン・トイレ・シャワー付き

(ただし一部屋を2～3人で共有)

– タオル等のアメニティ有

– Wi-fiは料金制(1GB10NZ$)

食事

• 基本的に外食

• 日本より値段は高い(そもそも物価が高い)

• 料理の種類は豊富

• 値段はピンからキリまで……

食事
• 日本より値段は高い(そもそも物価が高い)

• 料理の種類は豊富

• 値段はピンからキリまで……

留学を考える皆さんへ

オークランド大SPプログラムと
他のプログラムの違い

オークランド大

SPプログラム

サマープログラム

スプリングプログラム

英語

専門
分野

英語
専門
分野
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オークランド大SPプログラムで
何ができたのか?

できたこと

• ツールとしての英語を

学ぶこと

• 同行者との交流

• 自由な観光

できなかったこと

• 英語そのものを学ぶこと

• ホームステイ

ご清聴ありがとうございました

オークランド大SPプログラム

参加者一同





短期留学スペシャルプログラム 

～台北医学大学 2015年 3月～ 
 

・ 短期留学スペシャルプログラム 

・ 報告書 池本 友香 薬学部 2年 

・ 報告書 澤田石知紘 薬学部 2年 

・ 報告書 四宮万里絵 医学部 2年 

・ 報告書 中島 孝平 薬学部 2年 

・ 報告書 匿名希望  歯学部 2年 

・ 報告書 早川美奈子 歯学部 2年 

・ 報告書 林 拓 哉 歯学部 2年 

・ 資料 1：プログラムの概要 

・ 資料 2：参加者名簿（台北医学大学） 

・ 資料 3：学生のコメント～留学アンケート調査から 

・ 資料 4：学生の帰国後報告会資料 
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2015年春短期留学スペシャルプログラム(玉城英彦) 

 

１．はじめに－新渡戸稲造と北海道大学卒業生、および台湾 

 新渡戸稲造は札幌農学校の教授していた

頃、健康を害していた。そこで、奥さん Mary 

(Elkinton)とともに、米国・カリフォルニ

ア州で転地療養するために渡米した。その

病気療養中 1900 年、彼が 39歳の時に書き

上げたのが、『武士道』(BUSHIDO: The Soul 

of Japan)である。 

『武士道』は、日清戦争の勝利で日本中

が沸いていて、日本や日本人に対する国際

的な関心が非常に高いときに最初に米国で、

そして英語で出版された。また、『武士道』

はフランス語やドイツ語などに翻訳され、

たちまちベストセラーになり、当時の米国

大統領セオドア・ルーズベルらにも感銘を

与えた。ルーズベル大統領はその本を愛読

するだけでなく、自分の娘にも読むように

勧めたという。ちなみに、『武士道』が日本

語に訳されたのは英語の初版から 8年経過

して、日露戦争後の 1908年のことであった。 

 新渡戸稲造は、『武士道』を出版し凱旋し

たものの、体力にはまだ自信がなかった。

そんな時に、当時台湾総督府長官（日本は

1895年に台湾植民地統治を開始）をしてい

た同郷の後藤新平に台湾行を 2年越しに招

聘された。彼は病気療養中であることを理

由に、後藤新平の誘いを暗に断わっていた

が、そのぐらいのことで手綱を緩める後藤

ではなかった。後藤は、わが国の産業の発

展には、台湾での農業産業、特に砂糖産業

の推進が欠かせないものであると説く。こ

の仕事において、後藤はドイツで農業経済

を学び、それで学位を取っている新渡戸の

右に出るものはいないと確信していた。 

 新渡戸は体力に自信がないと断るものの、

後藤は簡単には引かない。そこで、新渡戸

は、台湾行の一つの赴任条件として、職務

中 1日１時間の昼寝を取らせてくれるよう

に要望した。それを後藤に進言すると、後

藤は「よし、それでは執務室にベッドを持

ち込んでもよし」ということで、新渡戸の

台湾総督府行きが決まった。 

 植民地政策の一環として、台湾総督府で

の砂糖産業は当時きわめて重要な意味を持

っていた。新渡戸は使命感の強い人である。

農業経済の専門家として、最初は台湾総督

府民政局殖産課長、殖産局長心得、さらに

臨時台湾糖務局長となり、彼はその植民地

政策に積極的にとりかかった。 

 新渡戸のように台湾総督府の幹部として

台湾植民地政策に直接関与した例はまれで

あるが、戦前、多くの北大（札幌農学校）

卒業生が台湾に渡り、台湾総督府の農政実

務担当者、農事試験場技師、台北帝国大学

などの教員として、日本の植民地統治に深

く関わっている。彼らの役割はあくまでも、

当時の日本の植民地統治を第一義的な目的

としていたが、彼らのもたらした技術や学

術はそれらが科学としての普遍的な価値が

あったがゆえに、台湾の社会・産業・文化

の形成に役立てたという側面もある。 

 1895－1945年の 50年間の台湾統治にお

ける、北大生は以下のいくつかの分野に亘

って活躍している。 

１）統治・経営と農業経済学 

(ア)北海道殖民から台湾統治・経営（初

期渡台者） 
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(イ)農業経済学を学んだ卒業生たち

（新渡戸が先鞭をつける） 

２）生産・技術と植物学・農学 

(ア)生産性向上の研究（農学・園芸学・

畜産学）に従事した者 

(イ)虫害・病害への対策（昆虫学・植

物病理学）に従事した者 

３）産業化と農芸化学、台北帝国大学 

(ア)生産増強と農産物の商品化（農芸

化学）に従事した者 

(イ)台北帝国大学の教員たち 

 このようにいろいろな分野において北大

卒業生が台湾に渡って活躍した。1945年に

終戦に伴い、中華民国が台北帝国大学を接

収したが、何人かは戦後も国立台湾大学教

授として教育・研究を続けた。 

 台湾と日本、特に新渡戸稲造を始めとす

る北大卒業生との関係には特筆ものがあり、

「新渡戸稲造の足跡を訪ねる」という一環

からしても台湾は、新渡戸カレッジ生の短

期留学先として他に遜色はないと思う。今

回、「新渡戸稲造の足跡を訪ねる」というこ

とに特化したものでもなかったが、台北医

学大学 Global Health Programとの協働で、

プログラムを実施した。 

 

２．プログラムの内容 

 千歳空港の大雪で到着便が大幅に遅延し

たため、17：00出発予定の便が真夜中を越

えての出発となり、台北の宿泊地に到着し

たのは現地時間の早朝 5時ごろ、全員がベ

ッドに入れたのはおそらく 6－7時であっ

ただろう。そのため、現地のスタッフと協

議して、プログラムの開始をその日の午後

に延ばしてもらった。それでも、学生の疲

れはピークに達していたと思う。プログラ

ムの変更を余技なくされるという容赦ない

スタートであったが、海外での行事にはこ

のようなことも想定内に入れておかなけれ

ばならない。 

 この遅延があって、プログラムの午後の

開始時には、台北医学大学生の多くが自分

たちの授業や活動などに戻り、オリエンテ

ーションに出席できなかったのは残念であ

った。でも状況を鑑み、現地スタッフと協

議の上でのプログラムの変更は止もう得な

いものであった。 

 レセプションにおいて、最初に、Global 

Health Program のディレクターDr Ya-Wen 

Chiu (Betty)から歓迎のあいさつをいただ

いた。上述のように、レセプションには台

北医学大学の学部学生の出席は十分に叶わ

なかったが、特に Global Health Program

の大学院生、留学生が大勢参加した。留学

プレゼントを抱いて＠レセプションにて 

出発が遅れても笑顔＠新千歳空港 
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生はメキシコや米国などの中北米、モンゴ

ルやインドネシアのアジア、ブキナファッ

ソやザンビアなどのアフリカ大陸など、い

ろいろな地域を代表しており、彼らが参加

したお蔭で、大変国際性豊かなレセプショ

ンとなった。 

 レセプションの後は、台湾厚生省元保健

局長、現在台北医学大学特任教授 Dr 

Tzan-Jinn Chen が台湾のヘルスシステムと

健康状況について、かなり総合的な講演を

行った。学生には少し難しいところがあっ

たかもしれない。 

 翌日は、Global Health に関する国際シ

ンポジウムが開催され、筆者は「健康と健

康の定義」に関する特別講演を行った。午

前中ずっと、英語による講演であったので、

本学の学生にはつらいところもあったと思

われるが、アンケートの結果によると、こ

の初めての経験を貴重なものであったと述

べている。 

 その日の午後は Dr Rih-Ren Linから、台

湾の原住民を中心とした台湾の文化全般に

関する貴重な講義を賜った。北海道ほどの

面積の台湾に 10 以上の原住民が存在し、特

徴的な文化を持っていることを学んだ。オ

ーストリアジア圏という人類学の概念から、

台湾はその中心をなしていると考えられて

いる。次回以降には、Dr Linの協力を得て、

原住民の実際の生活の場を訪ね、その文化

を直に学習する機会を設けることも検討し

たい。 

 私自身はここまでにしか引率できなかっ

たが、その後石井先生や薬学部の先生らに

バトンタッチして、Global Healthや

Chinese Medicine、病院見学からフィール

ド研修と内容の濃いプログラムが組まれた。

一部の学生によると、プログラムを詰め過

ぎであったと報告があり、今後の検討課題

が浮かび上がった。 

 学生はその間、現地スタッフや学生との

交流を深め、台湾の人たちの Hospitality

を十分すぎるほど楽しんだようである。ど

のプログラムにおいても、現地の人たち、

特に学生間の Social Communicationが極め

て重要である。同世代、Peersらとのつな

がりは異文化理解だけでなく、国際性の涵

養、自己啓発などの面からも大変貴重な機

会である。今回、Social Communicationの

機会を十分に提供できたとは思わないが、

学生らは与えられた、また限られたチャン

スを大いにものにしていたようである。 

現地学生と共に＠レセプションにて 

Global Healthに関する国際シンポジウ
ムを終えて 

シンポジウムに参加して 
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３．今後の課題 

 留学後のアンケート調査の結果（詳細は

調査の結果を参照）を要約すると以下のよ

うになる。 

 

● スケジュールイング（曜日や時間配分

など）について 

 ちょうどよかったと思う学生もいれば、

詰め過ぎだという学生もいた。週末を

休養日にあてるなど、多少の工夫が必

要だと思われる。 

 飛行機の到着の遅れなどがあって、2

日目のスケジュールは現地スタッフと

協議して変更した。その変更の趣旨が

何人かの学生には十分に伝わっていな

かったのは残念である。現場における、

意思疎通の点では今後改善の余地あり。 

 

● 今回の留学でもっとも感動したこと 

 台湾人のおもてなしの心と優しさ、親

切さ、および寺院に年齢問わず訪れて

いる信仰心。 

 台北医学大学大の学生や留学生は非常

に英語が堪能な方々が多く、自分の言

いたいことをきちんと論理立てて主張

出来る姿。 

 

● 今回の留学でもっとも驚いたこと 

 台湾での日本文化の浸透具合 

 台湾の皆さんが、噂通り非常に親日だ

ったこと。 

 処方についてのクラウドシステム。 

 日本のアニメが放送されており、台湾

の方々も日本語を話すことができるこ

と。 

 Chinese Medicineでの健康診断法。 

 

● 今回の留学でもっとも新鮮であったこ

と 

 台湾の人たちの生活が垣間見られたこ

と。 

 Wan Fang Hospitalの調剤室を見学し

て、完璧な分業システムに驚いた。ま

た、国民一人ひとりのデータを中枢で

管理することによって病院間、医師と

患者と薬剤師間での患者の情報共有が

可能になっており、また患者自身もい

つでも知りたい時にその情報を閲覧で

きるようになっていること。 

 医学系の講義を英語で受けたこと。専

門用語や言い回しなど、日常会話では

カバーできないところが聞き取れず苦

労しました。今後学会発表などでどう

いう風に自分がするべきかについて考

えたり、自分の英語力について考えた

りするいい機会になりました。 

 シンポジウムに参加できたこと。 

 Chinese Medicineでの脈診。 

 

● 今回の留学でもっとも学んだこと 

 自分で動くことの重要性。 

 私の英語力は高くないが、新渡戸カレ

シンポジウムを終えて 
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ッジの授業などを通して学んだ簡単な

スピーキングが意思疎通の大きな助け

となり、その能力が非常に重要である

ことを再確認した。 

 講義で直接学んだことではありません

が、この留学を通して、人の話を聞く

姿勢を学びました。台湾の歴史や文化

を学んだことで、自国の歴史を知るこ

とは大切だと思った。 

 現地の言葉を覚えていくことで、滞在

がより楽しいものになるということ。 

 Global Healthについて。 

 英語がしゃべれなくても何とか交流は

できること。英語の必要性を感じまし

た。 

 自分の意見を英語で伝えようとするこ

と。伝わらなくても諦めないこと。 

 

● 今回の留学でもっとも意外だったこと 

 初日の大雪で空港が一時閉鎖し、8時

間も待機することになったこと。 

 歯学部、薬学部からの参加者が大半を

占めており、他は医学部、農学部が一

人ずつと文系の学生が一人もいなかっ

たこと。 

 台湾と日本との歴史的な関わりについ

て。 

 拙い英語でも耳を傾けてくれること。 

 

● その他、今回の留学で感じたことや報

告したいこと 

 どこに見学に行っても英語を流暢に話

せる現地人がいるということ。 

 この留学は、自らの英語力向上を一番

の目的としていました。しかし、留学

期間中は「通じなかったらどうしよう」

「英語が下手だとバレたら恥ずかしい」

といった気持ちからなかなか発言でき

ず、本来の自分が引っ込んでしまった

状態で、もどかしい気持ちのまま帰国

しました。しかし、帰国の翌日から歯

学部の教授に同行した学会(日本解剖

学会)では、海外の方と話をするときも

自分のいいたいことを英語で話すこと

ができ、通じなくても動じずに違う表

現を使って意思疎通をすることができ、

台湾での英語を使った経験が早速役に

立ったことが実感できて、非常に嬉し

かった。 

 とても短い滞在ではあったが、現地の

大学で講義を受けられたことや現地で

友人が出来たことはとてもいい経験に

なり、普通の研修とは全く違うと思っ

た。 

 どこに見学に行っても英語を流暢に話

せる現地人がいるということ。 

 英語が話せないから留学を迷っている

人に是非この留学プログラムを進めた

い。短い期間であることと、他学部と

の交流、比較的安全に海外にいけるこ

とが主な理由。 

 英語が苦手でも、現地の学生と楽しめ

るということ。そして、もっと楽しみ

笑顔の石井先生、学生に囲まれて！ 
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たいという気持ちが英語を勉強するモ

チベーションとなること。 

● 後の留学のための改善点やコメント、

意見など

 講義の内容が偏り過ぎかと思いました。

Global Healthに関することが大半を

占めていました。かなり文系寄りです。 

 この留学の主任の先生の専門範囲（グ

ローバルヘルス）に偏った授業内容、

かつ旅行がメインの様なスケジュール

だったため、本来自分が学びたかった

中医学に授業３時間しか触れられなか

った。

 講義はどれもわかりやすく、予習しな

くてもわかるような授業でしたが、事

前に何も勉強していないことに対して

出発前は少し罪悪感を持っていたので、

何らかの課題を与えてもらったり、参

考図書を教えてもらえたりしたら、自

分なりに行動がしやすかったのではな

いかと思います。しかし、今回のプロ

グラムは総じてすばらしいものであっ

たと思います。

 日台とも医療系学部は平日とてもタイ

トなスケジュールをこなしているため、

台北医学大学の多くの学生に参加して

もらえるよう、初日以外にも、土曜の

午前中に学生懇親会を設けるなどの配

慮が欲しかった。

 ユースホステルを利用するのであれば、

宿泊者は北大の学生だけではないのだ

から、もっと余裕を持ったスケジュー

ルを組んで頂きたい。

 改善点として、渡航前にプログラムに

ついて決定されていないことが多すぎ

ていた点が挙げられる。特に航空券や

ホテルの手配については、決定するの

が出発の数日前であり、自分たちがど

のように現地に向かってどこに泊まる

かがずっとわかっておらず、それは留

学全体に対する渡航前の不安感にもつ

ながった。 

 初めての海外でしたが、とても楽しか

ったです。これからも参加できるプロ

グラムがあれば、新渡戸カレッジ生で

はないですが参加していきたい。

 予定をもう少し早めに連絡していただ

ければと感じました。今回の台湾にか

かった費用くらいでできるような留学

が増えればいいと思いました。

 今回関わってくださった方々に感謝い

たします。

４．おわりに 

 台北における短期留学スペシャルプログ

ラムは今回が初めての試みであった。前述

したように、悪天候によるトラブルに巻き

込まれ、日本を離陸するのが 8 時間以上も

遅れ、台北の宿泊施設到着が翌日の早朝 5

時ごろになったことは、学生にとっても大

きな負担であった。でもこれに文句ひとつ

言わず、ただ耐えて離陸を静かに待ってい

た学生の忍耐に感謝したい。この早朝まで

私たちの到着を待ち、宿泊施設まで案内し

てくれた現地スタッフにも同様に、心から

感謝申し上げます。 

 このようなトラブルからスタートした研

修であったが、一人を除く多くの学生はそ

れに満足し、多くの貴重な経験をしたと報

告している。これが将来への大きな一歩と

なる糧になれば幸いである。 
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 到着日（計画の 2 日目）のプログラムは

現地スタッフと協議の上変更し、その後大

きなトラブルもなく順調に遂行できた。一

方で、レセプションが遅れたために、台北

医学大学の学部学生の多くが参加できなか

ったのは残念であった。こちらから一方的

に遅らせたわけではないので、現地スタッ

フには理解してもらえたし、参加予定であ

った現地の学生も十分に納得してもらえた

と思う。 

 本学の学生もこの変更にうまく適用し、

その後のプログラムを順調に消化してくれ

た。一人の学生のネガティブなコメントも

今後の参考し、プログラムの内容や遂行な

どを改善し、よりいいものにしていきたい。 

私たちは主張ばかりではなく、現状を鑑

み、変化により柔軟に対応し、義務付けら

れた報告書の提出など、責任を負うことも

必要であろう。何度か報告書の提出をお願

いしたにも関わらず、残念ながら、報告書

を提出していない学生もいる。留学は、そ

れが短期であろうか長期であろうか、異文

化の中での自分の権利と主張、責任を訓

練・実践する場であり、また団体行動を通

じてお互いの理解と信頼、友情などを育む

絶好の機会である。権利の主張ばかりでは

なく、責任も十分に果たしつつ、有意義な

将来への投資ができるような環境作りにも

よりいっそう目配りしていきたいと思う。 

最後に、学生の報告からもわかるように、

今回、現地のスタッフ、学生、および関係

者には大変お世話になりました。全員を代

表して心から感謝の意を表明します。また、

終始、当該プログラムの企画・運営・遂行

にご協力いただきました本学国際本部国際

教務課の方々に厚く御礼申し上げます（玉

城英彦）。 
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報告書 池本友香 薬学部 2年 

台北医学大学留学体験記 

 

 

留学先：台北医学大学（台湾） 

留学の種類：短期留学 

期間：2015年 3月 10日～3月 19日 

費用：航空券 5.5万＋宿泊費 2.5万＋  食

費やお土産費 4万 

 

動機  

薬学部が 2014年に台北医学大学と部局

間協定を結んだため、薬学部の新渡戸カレ

ッジ生 3人に学部長が「こういうプログラ

ムにちょっと参加してみない？」と提案し

てくれました。3人とも「台湾だったら美

味しいもの食べられそうだし良さそうだよ

ねー。行こうよ。」とほとんど旅行感覚で参

加することに決定。 

 

台北医学大学について 

大学は台北市内にあるのでそんなにキャ

ンパスは大きくありませんでしたが、大学

と併設して付属病院がありました。私たち

は一般の学生と授業を受けた訳ではなく、

大学院の先生方や生徒が授業したり、シン

ポジウムを聞いたりしました。内容は主に

Global Healthや台湾での医療システムな

ど医療系のことだった一方、台湾の歴史や

先住民の講義もあったので楽しかったです。

参加した全 8名が最も盛り上がった講義は

間違いなく David 先生（彼は 36 歳の大学院

生だった）による Chinese Medicineだと思

われます。講義では Chinese Medicine が何

かということや西洋医学との違いを説明し、

その内容ももちろん興味深かったのですが、

講義が早めに終わると、私たち全員の両手

の脈を取ることによってそれぞれの健康状

態を診断してくれました。これが当たる当

たる。この授業はプログラム 7日目にあっ

たため、もう皆お互いのことを割と知って

いたので、誰かが緊張しいだの、いつも気

を張っているだの言われるごとに「当たっ

てる‼」と驚きの嵐。ちなみに私自身は「こ

.台北士林夜市にて 

.シンポジウムでの一枚 
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の中で一番健康だけど少し怒りっぽいかな。

コーヒーを良く飲むかい？」と聞かれ、ま

さにその通りだったのでコーヒーを 1日 1

杯まで減らした方がいいとアドバイスされ

ました。それ以降コーヒーをタフマグに入

れて持ち歩くことをやめ、「1 日水は 2L飲

んだ方がいいよ」という教えに従って代わ

りに水を持ち歩いています。 

フィールド研修 

週末を含め 4日間は大学ではなくバスや

MRT(地下鉄)を用いて様々なところに行き

ました。台北医学大学のもう一つの附属病

院である Wanfang Hospitalを見学させてい

ただいたり、市内の龍山寺を観光したりす

るだけではなく、日本でも千と千尋の神隠

しのモデルで有名な九份やサンセットが綺

麗だという淡水など台北中心部から離れた

場所へも連れて行ってもらいました。そこ

では建物を見学するだけではなく、様々な

DIY を体験させてもらいました。鶯歌

(Yingge)での陶器のヒツジの小物入れ作り

や九份近くでの砂金採集体験、三峡での藍

染め…。特に藍染は風呂敷の大きさの真っ

白い布に自分の好みの模様を入れることが

出来、輪ゴムや割り箸を使って折りたたん

で染めたくないところを作ったので、皆異

なる模様が出来た上になかなかの完成度だ

ったのでとてもいい体験プログラムだと思

いました。 

食べ物 

行く前にガイドブックで見ても、台湾に

は数えきれないくらいの美味しそうな食べ

物があることが分かりましたが特に食べた

かったのは小籠包でした。それゆえ自由昼

食や自由夕食の際には近くでお店を探しあ

らゆるところで小籠包を食べました。お店

によって皮の薄さやもちもち感、中身のス

ープなどが全然違い何回食べても飽きなか

ったです。特に具としてカニみそが入った

小籠包は絶品でした。値段も 10個で 200元

程度(800円しないぐらい)だったので何人

かで数種類の料理を頼むうちの 1つとして

必ずと言っていいほど頼みました。結果 8

日間で 38個の小籠包を食しました。その他

にも夜市で食べた胡椒餅（中に胡椒が効い

た豚肉のタネがたっぷり入った焼き饅頭）

や牡蠣オムレツのようなもの、牛肉麺など

など美味しいものがとにかくありすぎて毎

日食べ過ぎの日々でした。味の特徴として

は八角が効いているものが多く、一口目は

「ん？」と思うものも少なくなかったです

が食べ進めていくうちにどんどん慣れてい

った感じでした。さらにスイーツも豊富で

した。有名なタピオカミルクティーなどの

タピオカ系ドリンクやフルーツかき氷など

も美味しくとっても幸せでした‼ 

 .藍染め体験にて 
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台湾で出会った人々 

 プログラムの期間中、私たちに付きっき

りで様々なことを助けてくれたのはプログ

ラムスタッフである Mandyでした。彼女は

私たちの世話を本当に何から何までしてく

れました。授業が終わった後や観光が終わ

った後でも、「どこか行きたいところや何か

食べたいものはないの？」と私たちが台湾

を満喫できるようにとても気にかけてくれ、

美味しいお店やお土産屋さん、マッサージ

屋さんまで紹介してくれました。私たちの

くだらない話にも付き合ってくれたり、中

国語を教えてくれたり、Mandyと過ごした

日々に思い出は尽きません。Mandyの昔か

らの友達で同じプログラムスタッフの

Caroleはとても良いカメラマンで彼女が撮

ってくれた写真は本当に素敵なものばかり

でした。また、Caroleは日本の文化もよく

知っていました。日本語も勉強していると

いうことだったので、私たちと英語で会話

しながらも、私たちが日本語で話す何気な

い会話を理解してよく笑ってくれました。

この 2人はこの夏に北海道に来ることを企

画中ということなので札幌に来た際には案

内することを約束しました。帰国してから

もずっと連絡を取っているのでこれからも

仲良くしていきたいと思える友達を作るこ

とが出来て本当に嬉しいし、台湾で受けた

彼女たちの温かさを私も返すことが出来れ

ばいいなと思います。その他にも講義をし

てくれた先生方やシンポジウムで発表して

いた大学院の院生たち、観光に一緒に来て

くれた学生たちや引率の先生方、それから

このプログラムに一緒に参加した 7名の仲

間、皆にお世話になって 9泊 10日の台湾で

の短期留学を無事に終えることが出来たと

思います。すべての出会いに感謝したいで

す。 

 帰国後国際本部ロビーでお土産の月餅を

皆で食べました。 

  

マンゴーとイチゴのカキ氷 

       小籠包 

帰国後、国際本部にて 
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報告書 澤田石知紘 薬学部 2年 

 

プログラムの内容 

 台湾の医療制度、台湾の原住民、人権、

東洋医学などといったことに関しての講義

を受けた。また、シンポジウムへの参加や

病院見学も行った。講義のない日には、三

峡や九份や淡水などをフィールド研修した。 

 

生活について 

・宿泊先 

 宿泊先は Green House Hostel Taipei と

いう所であり、安全面・衛生面共に管理が

行き届いており、過ごしやすい場所であっ

た。部屋は、狭いスペースにベッドが置い

てあるのみであるが、共用スペースが広い

ため、窮屈さは感じなかった。風呂は共用

であり、浴槽はなくシャワーのみであった。

トイレも共用で、トイレットペーパーは常

備されていたため自分で用意する必要はな

かった。洗濯機・乾燥機もあったため洗濯

はできたが、乾燥には時間がかかった。洗

濯機と乾燥機を 1 回回すのに日本円でおよ

そ 400 円程度かかった。管理人さんがとて

も親切なかたで、ある程度日本語も通じた

ため、困ったことがあれば相談できた。ま

た、Wi-Fi はとんでいた。宿代はクレジッ

トカードでは払えなかった。 

 

・準備したほうが良いもの 

 ファブリーズ（ホテルのベッドを除菌す

るため）、ウェットティッシュ（夜市の屋台

などで食べ物を買った後に手を拭くため）、

シャンプー・コンディショナー・洗顔剤等

（自分の使い慣れたものを使うのが良い）、

上着（大学内は冷房が効いてて寒いため）、

蚊の対策道具（北海道ではないため蚊が多

くいる） 

 

・準備しなくても良いもの 

 ドライヤー（ホテルにあるため）、ハンガ

ー（ホテルにあるため）、変圧器・変換プラ

グ（日本製の電化製品のだいたいが台湾で

も使えるため） 

 

・Wi-Fi環境 

 空港や駅のトラベルセンターで手続きを

することにより、台湾のいたるところで

Wi-Fi を使うことができる。ただし、手続

きをするときにパスポートが必要。屋外で

も Wi-Fi が使えるため、Wi-Fi に関しては

心配しなくて良い。大学内、ホテル内には

専用の Wi-Fi がとんでいる（セキュリティ

コードは教えてもらえる）。 

 

感想 

 正直なところ、私は今回のプログラムに

参加する気はなかった。しかし、学部長や

友人に参加を促され、半ば強制的に参加す

ることになったのである。パスポートを始

めとする様々な手続きが非常に面倒で、参

加するのを辞めようと幾度となく思ったの

だが、その度に学部の友人が辞めないよう

にと言ってくるので、結果として参加する

ことになってしまった。 

 その行きたくないという気持ちは、出発

日になっても残っていた。出発日は、大雪

で飛行機は遅延していた。私は、ますます

台湾へ行きたくなくなってきていた。結局

台湾に着いたのは現地時間午前 4 時、ホテ

ルに着いたのが午前 5 時、そこからシャワ

ーを浴びて寝たのが午前 6 時と、初日から
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散々であった。 

 6 時間の睡眠の後、私たちは台北医学大

学へと向かった。疲れた体に鞭打ちながら

向かったのである。どうしてこんな思いを

しなくてはならないのだと感じていた。し

かし、台北医学大学に着くとその思いは見

事になくなってしまった。台北医学大学の

学生との交流が楽しかったからである。と

いうのは嘘であり、英語を話すのになれて

いない私にとって、英語しか通じない環境

に身を置かれるのはまさに地獄であった。

台北医学大学の学生は優しく、私の拙い英

語にも耳を傾けてくれたため、なんとか伝

えたいことは伝えたが、十分に伝えきれて

いないことにもどかしさを感じた。 

 台北医学大学の学生との交流の後、初め

ての講義が始まった。もちろん英語の講義

である。疲れた体、初めて受ける英語での

講義、多数の専門用語、理解できるわけが

なかった。唖然とした、自分の語学力のな

さに。引率の先生の解説がなければ全く理

解できていなかっただろう。こんな生活が

後 9 日間も続くと思うと目の前が真っ暗に

なった。 

 次の日の午前に行われた健康に関するシ

ンポジウムで、私はさらに自分の語学力の

なさを実感することとなった。シンポジウ

ムで話された内容はほとんど記憶にない。

理解できなかったからだ（引率していただ

いた先生の発表は除く）。日本に早く帰りた

い、そう思っていた。 

 そんな気持ちで受けた午後の講義は台湾

の原住民に関することだった。この講義で

私は、少しばかりのやる気を得ることとな

った。この講義をしていただいた先生の英

語は非常に聞き取りやすく、また理解しや

すかったからだ。この講義のおかげで自分

に多少なりともの自信がついた。自信がつ

けば気分も晴れる。その日の夜ご飯はたい

そう美味であった。 

 次の日以降行われた「病院見学、寺院見

学、DIY、フィールド研修」のすべてにおい

て、英語で話す機会があり、少しずつでは

あるが英語を話せるようになってきていた。

話す能力は話さなければ身につかないと実

感した。 

その後の講義も平易な英語であったため、

理解しやすく、また内容も趣深いものであ

った。特に Chinese Medicine という講義に

関しては度肝を抜かれた。まさか指三本で

脈を測ることにより、自分の体調を言い当

てられるとは思ってもいなかった。 

 最初の不安とは裏腹に、私は台湾での 10

日間を無事過ごせたのである。笑えること

に。台湾を離れる際に少しばかり寂しくな

っている自分もいたくらいである。結論と

して、台湾行って良かったと思えるような

プログラムであった。現地を案内してくれ

る台北医学大学のスタッフの方々が親切で

面白い人たちであったため、英語に対する

抵抗感がなくなり、楽しむことができたの

だと思う。感謝の意を表したい。また、こ

のプログラム参加するよう促した友人にも

感謝したい。 

プログラムの改善点 

 休息日を 1 日設けても良いのではないか

と感じた。休みのないスケジュールはハー

ドであった。 
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報告書 四宮万里絵 医学部 2年 

《プログラムの内容について》 

 台北医学大学において台湾の先住民や

Chinese Medicine についての講義を受けた

り、交換留学生の修士論文の発表会に同席

したりと専門性の高い内容が多く難しかっ

たものの、いずれの講義も自分の教養を深

める上で大きな糧となるものばかりでした。 

先住民の講義では当時の生活を再現した

ビデオを通して台湾の歴史や人々が抱える

アイデンティティの問題を知り、またその

一方で日本の台湾に関わる歴史についても

顧みるきっかけを得ることができました。 

Chinese Medicineの講義は、日本の医療

機関で東洋医学に触れることが少なく、授

業で教わることもない私にとって西洋医学

との違いを学ぶとても良い機会になりまし

た。 

さらに WanFang Hospitalの病棟や調剤室

を見学することも出来、日本の病院にはな

い患者と医師と薬剤師間の密な情報共有制

度や診察室の隣に設けられた薬剤師との相

談室の存在に驚きました。 

交換留学生のプレゼンテーションはその

専門の学部ではない大学 2年生には非常に

難しく、内容を必死に理解しようという意

識の向上につながっただけでなく、聴衆に

合わせたスライドや話し方の重要性も実感

しました。 

また、三峡や淡水、龍山寺などのいわゆ

る観光スポットに赴いた時も台湾ならでは

の薬膳料理やおみくじなど、現地でしか体

験できないものをたくさん見知ることがで

きました。毎日 1万歩を超える距離を歩き

続けるややタイトなスケジュールではあり

ましたが、その分十日間で濃密な時間を過

ごすことができました。   

《生活について》 

私たちが宿泊したのは Green House 

Hostelという大学寮ではない街中のホステ

ルでした。1部屋に 2段ベッドが 3つも入

っており、女子の参加者は 5人だったので

全員でその 1 部屋に寝泊まりしていました。

最初は窮屈に感じることもありましたが、

参加者同士の距離が近い分早く仲良くなる

ことができました。 

写真 1「龍山寺にて」 
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 基本的に

3食は各自自

由に取ること

ができました。

物価も日本よ

り安く、お土

産もたくさん

買うことがで

きます。ホス

テルの前にサ

ンドイッチ店

があったので

私たちはよく

朝食をそこで

買っていたのですが、日本では 500円はし

そうなハンバーガーが単品 75元（≒285円）

で売っていたのには驚きでした。台北医学

大学でのパーティー以外は外の飲食店で食

べましたが、切り売りのフルーツや屋台の

料理はガイドブックに注意書きがあったの

で控えていました。夜市の屋台で食べ物を

買った時も、現地の学生やスタッフに紹介

してもらった行列のある人気店のみに絞り

ました。水も買って飲むなど、衛生面に気

を付けることが間々ありましたが、それで

も十分おいしい思いができました。                  

 今回のプログラムを振り返ってみて持っ

ていて良かった、あるいは持って行けばよ

かったと思ったものを紹介します。 

・本 1冊…初日大雪で搭乗予定だった便が

大遅延し、新千歳空港で 7時間待つことに

なりました。最初のうちはガイドブックを

見たり空港内を散歩したりで時間を潰せる

のですがやはり本を読めたらもっと楽だっ

たのではと思いました。 

・虫除け、痒み止め…台湾の 3月は気温が

20から 30

度と高温

多湿で蚊

も多かっ

たです。プ

ログラム

の最初の

週は雨が

続いてい

たので肌

寒く蚊に

も刺され

なかった

のですが

晴れた後半の週は必須でした。 

・ハンガーと洗濯ばさみ…前述のとおり台

湾は高温多湿なので洗濯をしてもなかなか

乾きませんでした。乾燥機を回しても何時

間もかかるので、それを避けるなら乾きや

すい生地の服を選んだ方がいいかもしれま

せん。 

・トイレットペーパー…日本と違い、台湾

の公共施設にあるトイレにはほとんどトイ

レットペーパーが置いてありません。観光

に行く際はティッシュが不可欠です。 

写真 3「淡水にて 私と現地の学生 Sindyさん」 

写真 2「夜市にて海老と白菜の卵とじ？」 
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《感想》 

渡航前は引率の先生が 2回も入れ替わる

と聞き正直不安も大きかったです。その上

搭乗予定の便が大雪で 7時間も遅延したこ

ともより一層不安を掻き立てました。しか

し玉城先生をはじめとする 4人の先生も仲

間も現地の人々も皆優しくて頼もしく、

徐々にその不安は薄れていきました。特に

先生方は英語で行われる講義中所々に解説

を挟むなど、あらゆる場面で私たちが理解

できるよう助けて下さいました。また Mandy

さんなど多くの現地のスタッフや学生が朝

早くから夜遅くまで私たちの学習や観光に

付き添い、お勧めのレストランを紹介して

くれるなど、日々の食事に至るまで世話を

してくれました。お陰で体調を崩すことも

なく楽しく全ての日程を終えることができ、

感謝の気持ちで一杯です。  

ただ、渡航前の不安を小さく抑えるため

にも、フライトの決定やオリエンテーショ

ンの日時、海外留学保険加入の案内などの

重要な連絡は千葉出身の私には帰省との兼

ね合いもありましたので、最低でも 1か月

前には連絡を頂けたらなお良かったなと思

いました。 
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報告書 中島孝平 薬学部２年 

春休みを利用して、台湾の首都である台

北市にある台北医学大学(Taipei Medical 

University)でのスペシャルプログラムに

参加した。その感想などを各項目に分けて

以下に述べることとする。 

１． 台湾に到着するまで 

参加に至ったきっかけは私が属する学部

の学部長に新渡戸カレッジ生ということで

声をかけられたことであった。最近台北医

学大学と提携を結んだということで今年初

のプログラムであり不安もあったが、自分

以外にも同じ学部から参加を考えている人

が数人いたため良い機会だと思って参加を

決めた。このように今年初のプログラムで

あるという理由から、参加者募集の段階で

はそのプログラム内容についてはほとんど

明らかにされてはおらず、これによって参

加を躊躇った人は数多くいたと考えられる

だろう。 

今回の飛行機は往復 55,000 円程度で新

千歳空港-桃園国際空港までの直行便であ

った。直行便であったことは非常に便利で

あったが、もっと早く航空券の手配をした

り、経由便を利用したりすることで航空券

をより安く購入できたと考えられる。この

点については今後学生の意見を聞いて改善

していただき、プログラム参加者の金銭的

負担を減らすような努力をしてほしい。特

に新渡戸カレッジ生は短期留学が２回義務

付けられていてそのための金銭的負担が大

きくなることを考慮した航空券手配が必要

であると考える。 

出発日当日の新千歳空港は大雪で、私た

ちが乗る便の出発は 7 時間ほど遅れて深夜

0 時くらいとなった。そのため台北の宿泊

先に到着するのは現地時間の早朝 4 時過ぎ

となり、第 2 日目の午前中の予定はすべて

キャンセルされるという大変なスタートと

なった。 

２． 大学での講義・病院見学について 

 台北医学大学では現地の先生が一人あた

りテーマを変えて 3 時間ほどの講義をして

くださった。内容は、台湾の歴史文化から、

世界規模の健康問題、Chinese Medicineな

ど、多岐に渡るもので勉強になった。その

中でも Chinese Medicineは参加者から絶大

な人気を得ていた。脈をはかるだけでその

人の体調がわかるという Chinese Medicine

を実際に体験できたこと、その担当の先生

が格好いい男性であったことがその理由で

あろう。北大で通常のカリキュラムを受講

しているだけでは受けることができないよ

うな内容であり、このプログラムに参加し

た者しか得ることができない大切な経験で

あると思う。 

 また、ある日には台北医学大学と関連の

ある病院に研修にも行った。そこでは全体

的な病院の運営や、各部署の見学をさせて

いただいた。本プログラムの参加者は薬学

部の学生と歯学部の学生が多かったため２

グループに分けられ、自分の興味があるも

のを見学することができた。日本の病院と

のシステムの違いを知ることができたこと

に加えて、台湾の病院ならではのシステム

で日本でも取り入れるべきものがあったり

して非常に興味深いものであった。 
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３． フィールド研修（異文化理解）につい

て 

 週末は大学の講義がなく、三峡や九份、

淡水などのメジャーな観光地に赴いた。こ

の際、北大からの引率の先生のみならず現

地のスタッフもつきっきりで案内をしてく

ださった。私を含めて参加者全員、中国語

を話すことができないため、お店の人との

中国語-英語の通訳を現地スタッフがして

くださったりしてくれて本当に助かった。

また、その観光地での有名なものやおいし

いものなどを紹介してもらえて、個人で台

湾旅行に行くよりもからり充実していたと

感じた。このような観光の間にはスタッフ

と会話したりできるので、英語を話す機会

は結構あった。 

 この観光のプランの中には DIY がいくつ

かあり、藍染め体験や砂金採り、陶芸体験

などができた。藍染めに関しては実際にそ

れをするまではあまり楽しみなものではな

かったが、実際に自分で染めた布を開いて

みると綺麗な模様が出来上がって感動した。

陶芸体験では陶土を使って置物を作ったの

だが、焼き上がりには時間がかかるので焼

きあがったら台湾から郵送してもらえるこ

とになっている。楽しみに待っていたい。 

 大学での講義は内容が難しくて大変であ

ったが、その一方で週末の観光の時間はの

んびりと大いに楽しむことができた。週末

以外でも 17:00 に講義が終わった後は基本

的に自由行動であり、夕食を自分の好きな

プログラムを終えて

.藍染め体験にて 
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ところへ食べに行ったりして観光気分であ

った。台北は夜市というものがあり、その

ようなところでは夜も賑わっているため、

最終日はホテルに着いたのが深夜 0 時くら

いになるほど遊べた(現地スタッフが付き

添ってくてるため安全)。 

 

４． 次回参加者に向けて 

 現地にいるときはプログラムが非常にタ

イトなスケジュールとなっているように感

じていました。というのも、台湾が非常に

安全な国であるのに加えて上で述べたよう

に夜市などに行くと遅くまで楽しめる→ホ

テルに戻るのが遅くなる→ホテルでも参加

者同士でその後の予定について話が盛り上

がる→就寝時間が遅くなる という流れで

疲れが溜まっていったからでしょう。帰国

後にスケジュール内容を客観的に見てみる

と、講義とアクティビティのバランスがと

れた良いプログラムであったと思います。

北大からの引率の先生方も現地のスタップ

の方々も、非常に親切であったので安心し

て 10 日間を過ごすことができると思いま

す。初海外の方や、久しぶりの海外でなん

となく不安な方におすすめできます。 

 台北市内はいたるところにコンビニがあ

るため必要なものは大抵手に入ります。今

回、参加者の多くが現地のコンビニで傘を

購入していました。大通りに出れば日系の

百貨店もあるし、日本から持ってき忘れて

も何も問題無いと思います。通信環境につ

いてですが、台湾は Free Wi-Fiが地下鉄の

駅やバス車内、大きな建物の中などどこに

でもあるため困らないでしょう。Free 

Wi-Fi は地下鉄の駅などにある観光センタ

ーでパスポートを見せると ID を発行して

もらえます。いつでも通信したいのであれ

ば、SIM フリーのスマートフォンを持って

行って現地でプリペイド SIM を購入すれば

いいと思います。10 日間 2000 円ほどで購

入でき、Wi-Fi ルーターをレンタルするよ

りもかなり安いです。グループに一人いる

と地図が見られたり現地スタッフと待ち合

わせの連絡ができたりして便利です。 

 

 帰国してこの報告書を書いていて強く思

ったのだが、このプログラムに参加して本

当によかった。今後の学習意欲の向上にも

つながる良い経験であった。現地でお世話

になったスタッフのうち何人かが夏休み頃

に北海道に訪れてくれるらしい。その際は

逆に自分たちが全力でおもてなしをできた

小籠包 

.マンゴーとイチゴのカキ氷 
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らと思う。 

報告書 匿名希望 歯学部 2年 

参加動機 

中医学に興味があり、本場で勉強してみ

たいと思ったため。スケジュールが流動的

というか、あまりきちんと固まっていない

感じであったが、とりあえず参加してみる

ことにした。 

現地入りまでの準備に際し 

飛行機のチケットや宿泊先等の決定がか

なり直前だったため、取り急ぎ台湾の地下

鉄路線図・宿泊先近隣・大学周辺の地図を

印刷し、知り得る限りの周辺情報（コンビ

ニ・駅までの道のり・近くの飲食店・スー

パー・薬局等）をざっと頭に入れておくこ

としか出来なかったが、現地入りしてから

生活必需品（水・傘・朝食等）をすぐに取

り揃えることが出来た。地図等でその土地

の情報を事前に収集しておくと、非常に便

利かつ行動に幅が出るのでお勧めしたい。

特にミネラルウォーターの購入は生命線な

ので、まず真っ先に入手しておきたい。 

また、事前に挨拶程度の言葉を覚えてい

くことで現地の方々と簡単な会話を交わす

ことが出来、滞在がより楽しいものになる

と感じた。 

授業に関して事前に知りたいこと、聞き

たいことを準備しておくことで、チャンス

が来た時にすぐ対応が出来るので、興味あ

る授業の前に幾つか質問を用意しておき、

基本的な語彙を調べておくことも大切と思

われる。 

宿泊先 

ユースホステルということで、アジア各

国からの利用者に出合った。シャワーや洗

濯機の利用時間は概ね集中するため、着替

えを多く持って行ったり、現地で購入した

り、手持ちの衣料に余裕を持たせる方が安

心かと思われる。ボイラーシステムに限界

があるため、シャワーのお湯が不足すると

いう事態もあった。暑い時期に訪問する場

合、使い慣れた虫刺され薬を持って行くこ

とも重要。また洗濯バサミはルームキーを

掛けておく時に役立った。 

台湾での生活 

台湾は非常に親日かつ安全で物価も安く、

とても居心地の良い国であった。台湾の皆

さんは噂通り非常に親日であり、想像以上

に日本製品が町中に溢れ、日本製品が絶対

的な信頼を得ているという事実を聞いた。

実際現地の方々と仲良くなり、日本のお菓

子類（グミ・小袋入りせんべい・チョコレ

ート菓子・飴等）を配った所、日本の製品

はとても高品質だということで非常に喜ば

れた。外食が基本の国だそうで、早朝から

開いている店も多く、食事には全く困らず

安価で美味しいものが溢れていた。バスや

地下鉄料金が非常に安く、交通機関を使っ

て遠出するのも一興だと思う。日本語の堪

能な方が多く、観光地ではない場所で食事

した際に何人かの現地の方に通訳して頂い

て非常に助かった。 

台北医学大学での授業や現地学生について 

当初、本来自分が学びたかった中医学に

は授業３時間しか触れられず、中医学の病

院見学も出来なかった。全体的にグローバ

ルヘルスに偏重した授業内容だったが、台
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湾原住民についての授業は非常に面白く、

講義と映像が実に効果的に組み合わせられ

ていたため、今後自分でも勉強してみたい

と思った。歓迎会で出会った台北医大の学

生や留学生は非常に英語が堪能な方々が多

く、自分の言いたいことをきちんと論理立

てて主張出来る姿には感動した。だが英語

力云々よりも、自分が何をどのように主張

したいか、意見を求められた時に答えられ

るだけの日々の蓄積が大事なのであり、英

語屋になることが目的ではないということ

も同時に強く感じた。英語での討論の際、

文法事項云々よりも語彙を増やしておくこ

とで、何とか対応出来るという印象も受け

た。 

日本語に堪能な学生も多く、これは自分

の更なる外国語習得に向けて大いに刺激に

なった。また、ある大学院留学生と仲良く

なり、彼女と連日食事をしたりお互いの国

や将来のことなどを語り合ったことは、素

晴らしい出会いだった。彼女との交流は、

今後も続けていきたい。 

全体的に偏ったジャンルの授業が多く、

日本では体験出来ない台湾の臨床現場を感

じ取る機会を望んでいた自分にとって、非

常に残念なものだった。もっと台湾で実際

に現場を担当している医師・歯科医師・薬

剤師の話が聞きたかったし、そういう授業

を受けたかった。事前に『中医学に興味が

ある。』と話していたので、もっとその意見

が取り入れられるかと思っていただけに残

念である。臨床に即した中医学を学びたか

ったが、今回それがほとんど達成されなか

ったので、今後中国語を勉強し、自分で中

医学を学べる機会を探して勉強し、将来台

湾と繋がる仕事をしたいと希望している。 

旅行プログラムについて 

 旅行日程が多過ぎるため、旅行は基本オ

プションで良いと思う。折角大学を通じて

のプログラムなのだから、旅行より大学を

通じてしか経験出来ないプログラムを優先

させて欲しい。しかし現地コーディネータ

ーさんが非常に尽力して下さり、随所で大

いに助けて頂いた。彼女達の心遣いや連日

深夜に及ぶ準備のおかげで、我々が希望す

る場所へ行ったり、欲しいものを購入する

ことが出来たり、滞在時に希望することを

可能にして下さったことに、心から感謝し

ている。 

参加する際の注意点 

 今回、応募締切が近かったということも

あり、疑問や不安を感じながらも参加を決

めたが、やはりスケジュールがきちんと練

られたものであり、自分の参加希望趣旨と

きちんと適合しているかどうか、細かく確

認することをお勧めする。現地に着いてみ

たら、付き添いの先生がいなかったり、希

望していた内容が薄かったりするなど、不

安になる要素も多くあったため、説明会等

で少しでも疑問が湧いたらきちんと詰めて

話し合うなど、自分の貴重な時間とお金を

使うのだから、参加を促されても納得がい

くまで熟考した方が良いと思われる。 
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報告書 早川美奈子 歯学部 2年 

  

2015 年 3 月 10 日〜19 日までの 10 日間、

私は台湾にある臺北醫學大學 (Taipei 

Medical School,以下 TMU)に新渡戸カレッ

ジ生として短期留学を行った。10 日間に起

きた事はどれもが素晴らしく、この報告書

に全てを記載しようと思っても書ききれな

いくらいである。そのため、今回は短期プ

ログラムを通して自己の成長へとつながっ

た体験に焦点をあてたいと思う。 

 まずは、TMU での講義について述べる。

TMU では Global health, Health system in 

Taiwan, Culture in Taiwan including 

indigenous people, Chinese  medicine

などの様々な講義を受ける事ができた。な

かでもとりわけ面白かったのが、Chinese 

medicine である。 西洋医学では人体を機

械と見なし、病気はそれぞれの部分ごとに

切り離して焦点を当てるが、それに対して

東洋医学では人体を複数のシステムが合わ

さる物と見なし、その調和に重きを置いて

考える、という全く違った概念に基づいて

行われる。全ての物は陰と陽に分けられ、

それらのバランスを保つことで調和を保っ

ているが、七情や六氣、不内外因によって

その調和は崩れてしまう。そのため、東洋

医学では looking, listening and smelling, 

asking, touching という４つの手段によっ

てその不調和を判断する。東洋医学は、西

洋医学よりも科学的ではないといわれるが、

東洋医学にとってもっとも大切であるのは

その実用性であり、西洋医学とは違う理論

に基づき病気を判断しているそうだ。この

講義をしてくださった Edsall先生は、参加

した学生の脈をとり、問診をするだけで、

学生全員の健康状態を全てぴたりと言い当

ててしまったのだ!!私は、適切な健康を図

る基準や病気の診断・治療方法は、西洋医

学の概念に全て収まり切るものでは到底な

いという事を学んだ。台湾では東洋医学に

脈診の様子 

西洋医学（左）と東洋医学（右） 
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よる治療行為はすべて保険が適用され、ま

た米国でも注目され年々その範囲が広がり

続けているそうである。 

 次に、台湾での医療現場の見学について

述べる。4 日目(3 月 13 日)臺北市立萬芳病

院の見学へ行った。萬芳病院の特徴は、政

府所有・民間経営、つまり公立(台北市立)

病院であるが、私立である TMU に経営を委

託しているところにある。萬芳病院は、病

院従事者数約 2000 人、1 日の来院者数約

5000人と規模の大きい病院で、2007 年には

JCI(国際病院評価機構)の認定を受けてお

り、この病院で高度な治療を受けるために

台湾だけにとどまらず世界各国から患者さ

んが萬芳病院を訪れているそうだ。病院内

を詳しく見学させてもらった際、私が特に

興味深いと思ったのは①台湾の定期健診②

病院の屋上庭園③小児歯科の設備④小児病

棟の工夫である。①台湾ではある年齢を過

ぎると、大腸がん、乳がん、口腔がん、子

宮頸がんの簡単な無料健診を一定期間ごと

に受ける事ができる。台湾ではビンロウと

いう噛みタバコのように楽しむ植物が、タ

バコと並び大きな口腔がんの原因となって

いる。そのため歯科でも、口腔粘膜の定期

的なチェックを行っているそうだ。②病院

の屋上は花や野菜などの植物が植えられて

いた。ボランティアの人がこれらの植物を

育て、その植物を外部に売ることで得た利

益は病院へと寄付されるしくみとなってお

り、それは省エネや心理的効果が主な目的

となっている日本の屋上緑化とは一線を画

すものであった。③小児歯科では、それぞ

れのユニットにビデオカメラが取り付けら

れ、毎回の診療が録画されている。子供の

発言は二転三転するためその発言だけで正

確な病状を知る事が難しいことが多く、ま

た患者さんの家族や引き継ぎの歯科医師に

とってもその治療内容を記録しておく事が

必要であるためだそうだ。日本ではプライ

バシーの観点から全ての治療をビデオ撮影

することは難しそうだが、非常に有効な手

段であると考える。④小児病棟では、看護

師それぞれに子供に人気のあるキャラクタ

ーが割り当てられ、看護師の名前を読めな

くてもキャラクターを呼べば看護師を呼ぶ

事ができる。また、看護師はいつもシール

などのご褒美を用意しており、子供が言う

事を聞けばそれを与える仕組みだそうであ

る。これは日本でも似たようなご褒美制度
藍染め体験 

Wanfang Hospita にて 
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があり私も経験したが、その効果は万国共 通なのかなと思った。 

 さらに、同日、中華民国紅十字会(台湾赤

十字組織)へも訪問した。事前連絡もしない

突然の訪問であったが、組織の方々は親切

に応対してくださった。台湾赤十字は、世

界の赤十字と同じ理念に基づいているが、

日本とは異なる側面を持つ。災害の際、日

本ではまず第一線に自衛隊などによる救助

が行われ、第二線で赤十字が医療を行う。

一方、台湾赤十字は主に災害時の第一線で

の活動を目的とするような組織編成を行っ

ているのである。また、東日本大震災では

日本は台湾赤十字社から多大な支援を受け、

復興への道を歩む事ができたということも

忘れてはならない。 

 このように、台湾の医療現場を実際目の

当たりにし、是非参考にすべき点や、比較

で浮き彫りとなった問題点など、今後日本

で医療を行う立場として非常に勉強になる

ことが多かった。 

 さらに、このプログラムでは、藍染めや

砂金採り、しめ縄細工、陶芸などさまざま

なアクティビティを通し、現地の人と交流

をしながら、台湾の文化に実際に触れる機

会が多かった。 

藍染め体験 
 

.しめ縄作りにて 

藍染め体験 
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 台湾では英語や日本語が通じる確率がか

なり高く、中国語がわからないことで生活

に支障を来した事はほとんどないが、これ

らのアクティビティのインストラクターは

中国語しか話せない人が多く、見よう見ま

ねで作業を行う事も多かった。それでも十

分に楽しむ事ができたが、出発前に少しで

も中国語を勉強しようとしなかったことを

後悔している。ここで留学中の中国語に関

するエピソードを紹介したい。現地スタッ

フの人が中国語のフレーズを教えてくれる

事が多かったのだが、中国語には日本語よ

りも多くの発音が存在しているため、発音

を話すのはもちろん聞き分けることも難し

い。日本人には「だんらん」としか聞こえ

ない、もちろん、という意味の(dāngrán)、

ごきぶり、という意味の（zhāngláng）とい

う二語の区別がつかず、私たちはレストラ

ンで口々に「ごきぶり」「ごきぶり」「もち

ろん!」と話していたのである!!現地のスタ

ッフは大笑いしていたのだが、他のお客さ

んに不快な思いをさせていたらどうしよう

と思い出すと不安になる。 

 逆に、上記の写真のように、台湾ではネ

イティブにとって変な日本語を目にし、大

笑いする事も多かった。 

 ここで、台湾の文化へ話を戻そう。台湾

の文化を学ぶことは、自身の見識を広げる

だけでなく、他者への理解をするきっかけ

となった。 

 龍山寺を始めとした寺院では、日本の寺

院との違いに驚いた。まず、電光掲示板が

多用され、境内では日本では考えられない

ようなまばゆい光を放っていることもあっ

た。また、神様のお告げを聞くお祈りや参

拝の方法にも日本とは違う独自の方法があ

り、日本でいうおみくじのような物を引く

前にその願いについて神様がどのように思

っているかを半月型の木片で判断するとい

うことが非常に興味深かった。一番驚いた

ことは、一つの寺院に複数の神様が宗派に

こだわらず、祀られていることである。龍

山寺は「神様のデパート」とよばれ、一度

お参りすれば多くの神様を拝む事ができ、

メニューで見かけた日本語

????? 

砂金さがしにて
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ご利益も多く得る事ができると考えられる

らしい。龍山寺は、台湾が日本統治下にあ

ったため、第二次世界大戦中にアメリカか

らの爆撃を受けていた。その際、龍山寺は

避難所としてよく使われていたのだが、

1945年 6月 8日、その日は特別蒸し暑く蚊

が出るのを嫌がり、人々は誰もそこへ避難

しなかった。その夜、龍山寺は爆撃を受け

本殿も破壊されてしまったのだが、そこに

は誰もいなかったため、人的被害は生じず、

また、本殿から見つかった本尊は真っ黒に

なっていたものの磨くともとの姿へ戻った

という。この事が、人々の信仰をさらに篤

くしそうだ。龍山寺のエピソードを他にも

数多くあり、私は台湾の人々に根付いてい

る考えや歴史的背景を想像しながら聞いて

いると、とても面白く感じた。 

 私は自分の考えと異なる意見を持つ人の

話をすぐに遮って質問してしまう事が多く、

他者の意見や考えについて素直に耳を傾け

る事がなかなかできない。しかし、この経

験を通して、他者の意見を良く聞くという

ことは、相手の考えを理解する上で非常に

大切な事なのだと痛感した。 

 加えて、日本と文化や生活習慣の比較的

似通った台湾でも、異なる点は多くあった。

たとえば、台湾では人々の食生活になくて

はならないほど屋台が発達している事、水

洗トイレがあっても使用済みのトイレット

ペーパーは全て備え付けのゴミ箱へと捨て

なければいけない事などである。(公衆トイ

レには備え付けの紙がない事が多く、どこ

の紙も日本のものよりも硬いので、台湾へ

行く際は日本のトイレットペーパーを持ち

歩く事をおすすめする。) これらの生活習

慣の違いが積み重なれば、人々の健康にも

違いが生じるだろう。健康は万人が願うも

のであるが、それを実現する適切なアプロ

ーチも国によって異なるのは当然だと思っ

た。 

 以上のように、台湾で学んだ事は多くあ

った。しかし、一つだけ思うような成果が

得られなかったのは、英語力の向上である。

講義を聞いている際は、日本人の先生がた

の助けもあり、たいていの内容を理解する

事ができたが、自分から英語を話そうとす

ると、失敗を恐れるあまり何もしゃべれな

くなる事が多かった。今後、海外でさらな

る成長を望むならば、語学じたいの知識は

もちろん、それを有効に使っていこうとす

る態度が必要であると、今回の留学を経験

し学んだ。この経験を今後に活かしていき

たい。 

 最後に、この台湾留学で関わった全ての

方々に感謝する。とくに、引率してくださ

った先生がた、新渡戸カレッジの方々、現

地スタッフの皆さん、そして 10日間も生活

を共にし、私に大き 

龍山寺
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報告書 林拓哉 歯学部 2年 

台北医学大学での様子 

出国日に大雪の影響で台湾に到着したの

が、現地の 4 時頃だったため 1 日目のスケ

ジュールの変更があり、在学生と昼食を一

緒に摂ることからこのプログラムは始まり

ました。在学生は、中国語、英語、さらに

は日本語を話すことができる人がいて驚き

ました。私は、事前準備を全く行わずに参

加したのと、英語に自信がなかったのもあ

り積極的に話をすることができませんでし

た。プログラムの終了が近づくにつれ、も

う恥をかこうという気持ちで現地のスタッ

フの方と頑張って英語で話しました。何と

なくは伝わっていたので会話することがで

きました。英語力の必要性を感じつつ、自

分への自信、失敗の恐怖を克服することの

重要性も実際に感じることができました。 

授業は、全て英語で行われました。私た

ちが聴き取りやすいようにゆっくりと話し

てくれる先生もいれば通常の速さで話をす

る先生もいます。留学前の準備として、英

語を聞き取る練習は行ったほうが良いと思

います。また、英単語を忘れていると思う

ので時間が無い人は英単語をおさらいして

おくとよいと思います。質疑応答時でも役

にたつと思います。私は、英単語を忘れて

おり、誰かがその単語を話せば意味は理解

できるのですが、いざ自分が話すとなると

全く単語が出てきませんでした。最低でも、

単語の勉強だけは行っておくべきだと思い

ます。 

台湾での生活 

 今回、私たちが宿泊した施設には備品が

しっかりしていました。スリッパもありま

したし、シャンプー、リンス、ミネラルウ

ォーターのサーバー等快適に生活すること

ができました。しかし、日本とは異なりト

イレに紙類を流さずに、近くに置いてある

ゴミ箱へ使用した紙を捨てるというスタイ

ルでした。日本にいるときのように、紙を

トイレに流してしまうと詰まってしまい、

しばらく使用できなくなってしまうので気

を付けてください。 

 台湾での食事はそこまで気を遣わなくて

も良いと思います。食事はとてもおいしい

です。匂いのきつい臭豆腐というものもあ

りますが、食べてみるとおいしいです。キ

ムチチャーハンも日本のものよりも辛くあ

りません。辛いのが苦手な人でもおいしく

食べることができると思います。 

 ネット環境についてですが、Free Wi-Fi

の手続きは空港や大きな地下鉄駅でするこ

とができるので利用してみてください。 
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資料１．Proposed program for the Hokkaido University students, Taipei Medical University 

Date/Time Activities Speakers / 

Coordinators 

Venue/ information 

Day 1  (Tue 10 March) 

  Arrival (take public 

transportation from the 

airport to the hostel) 

Mr. Joey (Taipei 

Hostel 

Greenhouse)                                              

+886-2-87719949 

Taipei Hostel Greenhouse 

台北民宿 綠舍輕旅                                        

No.54 Lane 260 Guan Fu S. 

Rd. Daan Dist. Taipei 

Day 2 (Wed 11 March) 

9am Hotel pick up                                                                                                                                  

* Meet at MRT Sun Yat-sen 

Memorial Hall Station station 

Exit No. 2  

Mandy Wu 

(program staff) 

 +886-928-050235 

10am-11am Introduction of TMU Dean Kuo 

(Internation Office) 

United Medical front 

building 4FL conference 

room                                          

醫綜前棟 4 樓誠樸廳 

11am-12pm Introduction of Program Dr. Ya-Wen Chiu 

(邱亞文副教授) 

12pm-14pm Welcome party Dr. Feng-Jen Tsai 

(蔡奉真助理教授) 

14pm-17pm Health system in 

Taiwan/Health status in 

Taiwan 

Dr. Tzay-Jinn Chen 

(陳再晉執行長) 

Day 3 (Thu 12 March) 

9am-12pm Symposium Dr. Ya-Wen Chiu 

(邱亞文副教授) 

United Medical front 

building 4FL conference 

room                                         

醫綜前棟 4 樓誠樸廳 

12pm-14pm Lunch meeting Dr. Hiko 

Tamashiro                                           

Dr. Li-Yin Chien                                                    

Dr. Ya-Wen Chiu                                                  

Dr. Feng-Jen Tsai                                                                   

Dr. Ferdinand Siem 

Tjam                                  

Mr. J restaurant 
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Dr. Bruno Andreas 

Walther 

14pm-17pm Culture in Taiwan, including 

Indigenous Culture 

Dr. Yih-Ren Lin 

(林益仁所長) 

United Medical front 

building 4FL conference 

room                                         

醫綜前棟 4 樓誠樸廳 

Day 4 (Fri 13 March) 

9am-12pm Wanfang Hospital, Pharmacy 

and Campus                                                                            

* Meet at MRT Sun Yat-sen 

Memorial Hall Station station 

Exit No. 2  

Mandy Wu 

(program staff) 

  

12pm-14pm Lunch at Wanfang Hospital 

cafeteria 

Mandy Wu 

(program staff) 

  

14pm-17pm Cultural Tour ( Longshan 

Temple ) 

Mandy Wu 

(program staff) 

  

Day 5 (Sat 14 March)  

8am-18pm Cultural Tour: Sanxia (三峽) 

Old Street, Yingge (鶯歌) 

Ceramics Museum                                                        

* Meet at MRT Sun Yat-sen 

Memorial Hall Station station 

Exit No. 2  

Carole Kuo; 

Mandy Wu 

(program staff) 

Carole: +886-963-351929                                                            

Mandy Wu: 

+886-928-050235 

Day 6 (Sun 15 March) 

8am-18pm Cultural Tour:  Juming (朱

銘) Museum, Jiufen (九份) 

Old Street                                                               

* Meet at MRT Sun Yat-sen 

Memorial Hall Station station 

Exit No. 2  

Carole Kuo 

(program staff) ; 

何采築 

  

Day 7 (Mon 16 March) 

9am-12pm International human rights 

standards and human 

development 

Dr. Song-Lih 

Huang (黃嵩立教

授) 

United Medical back 

building 16FL conference 

room                                  
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14pm-17pm Chinese Medicine David Edsall 醫綜後棟 16 樓演講廳 

Day 8 (Tue 17 March) 

9am-12pm Global Citizenship / Global 

Health 

Dr. Feng-Jen Tsai 

(蔡奉真助理教授) 

United Medical front 

building 4FL conference 

room                                          

醫綜前棟 4 樓誠樸廳 

14pm-17pm Group Meeting + Farewell 

party 

Dr. Feng-Jen Tsai 

(蔡奉真助理教授) 

Day 9 (Wed 18 March) 

10am-18pm Cultural Tour: Tamsui (淡水) 

Old Street                                                                                     

* Meet at MRT Sun Yat-sen 

Memorial Hall Station station 

Exit No. 2  

Mandy Wu 

(program staff) ; 

楊惠瑜  

  

Day 10 (Thu 19 March) 

   Departure (take public 

transportation from the hostel 

to the airport) 
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No. 氏名 学部 在籍年次 性別 
新渡戸カレッジ生 

YES／NO 

1 池本 友香 薬学部 2 女 YES 

2 澤田石 知紘 薬学部 2 男 YES 

3 四宮 万里絵 医学部 2 女 YES 

4 匿名希望 薬学部 2 女 NO 

5 中島 孝平 薬学部 2 男 YES 

6 永森 彩奈 農学部 2 女 YES 

7 早川 美奈子 歯学部 2 女 YES 

8 林  拓哉 歯学部 2 男 NO 
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資料 3：学生のコメント～留学後のアンケートから 

台北医学大学 2015年 3月 

スケジュールイング（曜日や時間配分など）

について 

 詰め過ぎだったかもしれません…。例え

ば向こうの学生さんが我々を週末にど

こかに連れて行ってくれるという提案

をしてくれたそうですが、我々のスケジ

ュールが土日までびっちり詰まってい

たため、断念せざるを得なかったという

話は聞きました。

 また、大学との連携がうまくとれていな

かったように見受けられました。２日目

の welcome partyで、本当はもっとたく

さんの学生が私達と話がしたくて来て

いたらしいです。しかし我々の到着が遅

れたことにより、半分以上の学生は授業

のために帰ってしまったそうです。残念

です。

 学習も観光も充実したとても良いプロ

グラムだったと思う。ただ、充実しすぎ

て土曜日曜を含め毎日 1万歩を超える距

離を歩いていたので、足にかなりの負担

がかかった。スケジュールの中日に半日

でも休息時間を作って頂くか、期間を延

ばして密度を小さくして頂けたらより

負担は減ると思う。

 今回と同内容のプログラムを行うため

に留学期間を延長してもいいので、真ん

中のあたりに終日休息ができる日が欲

しいです。休みたい人は休むことができ

たり、さらに行動したい人がいるなら自

由行動や別途のアクティビティを認め

られることができたりすると、さらに良

いと思います。毎日充実していて、非常

に為になったのですが、スケジュールが

つまりすぎて途中から息切れ気味にな

ってしまいました。 

 結構予定が詰まっていたため、後半には

体調を崩す人や疲れている人もたくさ

んいました。半日でもいいから自由時間

というか休める時間があればよかった

のかなと思います。

 旅行日程が多すぎる上に、ダラダラした

時間が多く、無駄に感じた。

 休みが一日もないので、学習したことの

復習や体調管理に充てられる時間がな

かった。

 到着が大幅に遅れたため、初日の歓迎会

に遅れて行ったことで、現地学生との交

流時間が削減されたのは極めて残念だ

し失礼にあたると思った。

 非常にタイトなスケジュールとなって

おり、後半になるにつれて疲労がかなり

たまっていった。今後同じ内容を留学に

盛り込むにしても、丸１日何も予定を入

れない日を作るのがよいと感じた。

 ノープランの日を加えても良かったと

思います。

 10日間、朝から晩までの活動であったた

め、1 日休みの日があっても良かったと

思う。

今回の留学でもっとも感動したのは何です

か？ 

 ２日目の welcome partyで漢方を学んで

いる薬学部の学生がいて、話を聞いてい

て面白かったです。３年生から実験が始

32 



まるようで。しかしすりつぶすとかしか

聞けなかったのでもうすこし話を引き

出せるようになりたいと思いました。 

 台湾人のおもてなしの心です。物質的に

も十二分にもてなしを受けましたが、市

街地でも郊外でも外国人の私に非常に

親切にしてもらえて嬉しかったです。ス

ーパーで、話しかけた店員さんに英語が

通じず困っていたところ、その店員さん

は日本語がわかる同僚が見つかるまで

探してくれました。もし、日本で同じよ

うに英語ではなしかけられても、とっさ

のことで英語アレルギーから「No, no!」

と逃げてしまうこともありがちです。た

とえ直接親切なことをすることができ

なくても、相手に真摯に対応してもらう

ことは気持ちがいいのだと知りました。 

 現地スタッフの温かさ。本当に何から何

までお世話になりました。とてもいい人

たちばかりで涙が出るぐらい感謝して

います。 

 Mandy さんをはじめとする現地のスタッ

フや学生の人が朝早くから夜遅くまで

私たちの学習や観光に付き添い、お勧め

のレストランを紹介してくれるなど、

日々の食事に至るまで世話をしてくれ

たこと。 

 台北医大の学生や留学生は非常に英語

が堪能な方々が多く、自分の言いたいこ

とをきちんと論理立てて主張出来る姿

には感動した。 

 台湾の病院見学。 

 台湾の方々の優しさと寺院に年齢問わ

ず訪れている信仰心。 

 台湾の人の親切さ。特に TMUの方々。 

 

今回の留学でもっとも驚いたのは何です

か？ 

 Chinese Medicineの先生が脈診をしてく

れたことです。お腹くだしやすいでしょ

ーとか図星なこと言われてびっくりし

ました。週 3で運動するように言われて、

できてないですが。 

 コンビニエンスストアやチェーン店な

ど日本の店舗が沢山軒を連ねていたこ

と。またタバコを吸う人が多く、高所か

らの景色はいつもスモッグがかかって

いたこと。あまり空気は良くないのかも

しれないと驚いた。 

 台湾における日常生活についてです。ホ

ステルの近くには、日本で馴染みのある

24時間営業のコンビニがあったり、公共

交通機関や店舗で使える IC マネーが発

達していたり、日本での水準とほぼ変わ

らない生活を送ることができました。ま

た、日系企業の進出が著しく、インフラ

の発達した市街地の風景は言語をのぞ

いて日本の風景と全く変わらず、驚きま

した。さらに驚いたのが、現地の書店や

文房具店に行くと、日本の雑誌や製品が

そのまま(言語を変えずに)店頭に並ん

でいたことです。私をとてももてなして

くれた薬学部の学生さんは、日本のテレ

ビ番組に興味をもって日本語の勉強を

始めたといっていましたが、このように

日本の製品が台湾人の身の回りに多い

ということも、日本に興味をもってもら

うきっかけになるのかな、と思いました。

逆に日本と違うと感じたことは、食費や

物価が日本に比べて非常に安いこと、オ

ートバイが移動手段として高位に位置

すること、インフラは似通っているのに
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トイレでの習慣が異なっていること、公

共での Wi-Fi設備が非常に整っているこ

となどです。また、食費や物価は私たち

にとって非常に安いものですが、帰国後

に調べてみると、その分台湾の平均年収

は日本より低く、日本での価格とほぼ変

わらない輸入品などは台湾人にとって

はさらに高級品となるのだと思いまし

た。 

 台湾での日本文化の浸透具合。あらゆる

ところで日本語に出くわしたり、日本文

化が浸透していた。 

 台湾の皆さんが、噂通り非常に親日だっ

たこと。 

 台湾において、薬の処方についてのクラ

ウドシステム。 

 日本のアニメが放送されており、台湾の

方々も日本語を話すことができること。 

 Chinese Medicineでの健康診断法。 

 

今回の留学でもっとも新鮮であったことは

何ですか？ 

 三峡に行ったときに商店街から一歩出

まして普通の街並みを見てまわったの

ですが、彼らの生活が垣間見られてとて

も新鮮でした。家電屋をのぞいたらおじ

さんがソファで寝ていたり、ガレージの

中に寺があったり…これらは現地に行

かねば見られないものだったと思いま

す。 

 WanFang Hospital の調剤室を見学して、

完璧な分業システムに驚いた。また、国

民一人ひとりのデータを中枢で管理す

ることによって病院間、医師と患者と薬

剤師間での患者の情報共有が可能にな

っており、また患者自身もいつでも知り

たい時にその情報を閲覧できるように

なっていることが非常に画期的で新鮮

だった。 

 Welcome party で知り合った現地の薬学

部 2年生の女の子と滞在中から非常に仲

良くさせてもらい、大学に赴いた最終日

には昼ご飯をごちそうになりました。現

地の学生に人気の飲食店に連れて行っ

てもらい、そこでは彼女の学生生活につ

いて教えてもらうことができました。た

とえば、休日は何をして遊ぶのか、アル

バイトは何をやっているのか、などです。

彼女が興味を持つ日本のテレビ番組に

ついて、日本のファッションブランドに

ついて、お菓子作りについて、など逆に

彼女から質問を受けることもありまし

た。台湾の学生さんは日本の一般的な大

学生に比べて、非常に勤勉だという印象

を受けました。しかし、同世代で興味を

持つことに共通することが多く、授業や

観光だけでは知ることのできない、「等

身大」の生活について知られてとても面

白かったです。彼女は１年間日本語を学

び少し日本語が話せるので、オンライン

メッセージで日本語の練習相手になり

ました。実際の会話では日本語と私のつ

たない英語が入り交じった会話をしな

がら、全く意味がわからないときは、ノ

ートに漢字を書いて意思疎通を図ろう

として、自分たちの興味のあることを意

見交換する手段を手探りで見つけてい

くのは良い経験になったと思います。 

 医学系の講義を英語で受けたこと。専門

用語や言い回しなど、日常会話ではカバ

ーできないところが聞き取れず苦労し

ました。今後学会発表などでどういう風
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に自分がするべきかについて考えたり、

自分の英語力について考えたりするい

い機会になりました。 

 想像以上に日本製品が町中に溢れ、日

本製品が絶対的な信頼を得ているとい

う事実を聞いたこと。 

 シンポジウムに参加できたこと。 

 Chinese Medicineでの脈診。 

 英語でコミュニケーションをとること。 

 

今回の留学でもっとも学んだことは何です

か？ 

 自分で動くことの重要性を学びました。

どんどん話しかけていけばどんどん答

えてもらえる（こともある）ことがわか

りました。今回は自分で動く人について

いっただけだったのですが、大学病院の

中を案内してもらえたりして楽しかっ

たです。 

 私の英語力は高くないが、新渡戸カレッ

ジの授業などを通して学んだ簡単なス

ピーキングが意思疎通の大きな助けと

なり、その能力が非常に重要であること

を再確認した。プレゼンテーションをす

るにしても、どうすれば聞く側が理解し

やすいかを考えてスライドを用意し、専

門用語の使用頻度にも気を付けなけれ

ばならないと分かった。 

 講義で直接学んだことではありません

が、この留学を通して、人の話を聞く姿

勢を学びました。これまでは、他者の目

に自分がどのように映っているかは気

にしても、他者の心情や考えなどには思

い至らず、自分のことばかり考えている

ことが多かったです。龍山寺でのガイド

さんの話を聞くときは、自分がどのよう

な態度をとれば相手が気持ちよく話す

ことができるのかを考えるきっかけと

なりましたし、病院見学や講義の時は質

問をすることによって相手に対しても

理解を深めることができると知り、さら

に、今までならば頭でっかちに自分の殻

にこもっていた私ですが、現地の人々や、

引率教員の方々やプログラムで知り合

った友達の意見に素直に耳を傾けられ

るようになりました。自分の英語力の向

上や授業の直接の内容に加えて、留学で

得られた一番大きなことは、相手の立場

なって話を聞くというスキルだと思い

ます。 

 台湾の歴史や文化を学んだことで、自国

の歴史を知ることは大切だと思った。 

 現地の言葉を覚えていくことで、滞在が

より楽しいものになるということ。 

 Global Healthについて。 

 英語がしゃべれなくても何とか交流は

できること。 

 また、英語の必要性を感じました。 

 自分の意見を英語で伝えようとするこ

と。伝わらなくても諦めないこと。 

 

今回の留学でもっとも意外だったことは何

ですか？ 

 普通にファミリーマートなど日本でお

なじみのコンビニや、札幌のラーメン屋

さんがあったことです。ホステルの管理

人の Joey さんに聞いたら、みんな日本

が大好きで日本の流行の影響をとても

強く受けているのだそうです。台湾は親

日だとは聞いていましたがここまでと

は思っていなかったので、とても意外で

した。 
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 初日の大雪で空港が一時閉鎖し、8 時間

も待機することになったこと。

 歯学部、薬学部からの参加者が大半を占

めており、他は医学部、農学部が一人ず

つと文系の学生が一人もいなかったこ

と。

 台湾と日本との歴史的な関わりについ

てです。日本が台湾を統治していた時代

に初めて、原住民の本格的な調査が行わ

れたことは大学の講義で初めて知りま

した。また、龍山寺でのガイドさんは統

治時代に日本の教育を受けたそうです

が、その時の良い思い出を嬉しそうに話

してくれました。しかし、台湾でも学徒

動員が行われそれが辛かったというこ

とも教えてもらい、非常に申し訳ない気

持ちになりました。それだけではなく歴

史上では日本が台湾に迷惑をかけてし

まったことが多くあり、逆に良いことを

したことも多くあると思います。日本と

台湾の歴史的な関わりの良い面と悪い

面どちらもさらに詳しく知りたいと思

いました。私は、自国の歴史について全

く詳しくないのだと思い知らされ、学校

で勉強したことも復習したいと思い、さ

らに学校ではなかなか海外の一つの国

との関係にしぼって勉強する機会はな

かったので、自分で対台や対中の本資料

を詳しく調べてみたいなと思いました。 

 台湾のトイレでは紙を流してはいけな

いということ、あるいは淡水で食べた独

特な薬膳料理など、台湾に来て初めて分

かるような体験を報告したい。

 台湾での病院サービス、とくに処方箋を

かざして効能や副作用が閲覧できる機

械は日本では見たことがなかった上、便

利だと思った。 

 歯科医療が、日本とほとんど変わらない

内容であったこと。

 台北は日本語が通じるお店が意外にも

多いという点。

 台湾の方々が日本語を思ったよりも話

すことができること。

 拙い英語でも耳を傾けてくれること。

その他、今回の留学で感じたことや報告し

たいことは何ですか？ 

 どこに見学に行っても英語を流暢に話

せる現地人がいるということ。

 この留学は、自らの英語力向上を一番の

目的としていました。しかし、留学期間

中は「通じなかったらどうしよう」「英

語が下手だとバレたら恥ずかしい」とい

った気持ちからなかなか発言できず、本

来の自分が引っ込んでしまった状態で、

もどかしい気持ちのまま帰国しました。

しかし、帰国の翌日から歯学部の教授に

同行した学会(日本解剖学会)では、海外

の方と話をするときも自分のいいたい

ことを英語で話すことができ、通じなく

ても動じずに違う表現を使って意思疎

通をすることができ、台湾での英語を使

った経験が早速役に立ったことが実感

できて、非常に嬉しかったです。

 また、プログラムに参加していた日本人

学生は初めて話すひとも多く、その人々

と 10 日間も一緒に行動することに不安

を抱いていましたが、若くても精神的に

成熟している人が多く、仲良くしてもら

え、また私の精神的な未熟さについて

様々なアドバイスをくれて非常に感謝

しています。また、新渡戸カレッジに所
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属している学生とは夜遅くまで、将来の

夢や今の考えについて篤く意見をかわ

すことができ、何よりも良い体験となり

ました。 

 とても短い滞在ではあったが、現地の大

学で講義を受けられたことや現地で友

人が出来たことはとてもいい経験にな

り、普通の旅行とは全く違うと思った。 

 事前に知りたいこと、聞きたいことを準

備しておくことで、チャンスが来た時に

すぐ対応が出来る。 

 英語での討論の際、文法事項云々よりも

語彙を増やしておくことで、何とか出来

る。 

 宿泊先周辺の詳細な地図を用意してお

くと、何かと便利。 

 どこに見学に行っても英語を流暢に話

せる現地人がいるということ。 

 英語が話せないから留学を迷っている

人に是非この留学プログラムを進めた

いです。短い期間であることと、他学部

との交流、比較的安全に海外にいけるこ

とが主な理由です。 

 英語が苦手でも、現地の学生と楽しめる

ということ。そして、もっと楽しみたい

という気持ちが英語を勉強するモチベ

ーションとなること。 

 

後の留学のための改善点やコメント、意見

などを聞かせてください。 

 講義の内容が偏り過ぎかと思いました。

Global Health に関することが大半を占

めていました。かなり文系寄りですよね。

重要な分野であることは分かっており

ますが、我々はもっと科学的なことが学

べるのかと考えておりましたので、少々

期待が外れました。まさか化学式が１個

も出てこないとは思っておりませんで

したので…Global Health が主ならそう

だと最初の募集要項に明記しておいて

ほしかったです。それでも初めての実施

であることを考えれば、かなり良かった

のではないかと思います。 

 渡航前は引率の先生が 2回も入れ替わる

と聞き正直不安も大きかったが、玉城先

生も石井先生も山田先生、市川先生も仲

間も現地の人々も皆優しく、徐々にその

不安は薄れていった。英語での講義中は

所々に解説を挟んで私たちの理解を助

けて下さるなど、本当に頼れる先生方の

お陰で無事にプログラムを終えること

ができ、感謝の気持ちは尽きない。ただ、

渡航前の不安を小さく抑えるためにも、

フライトの決定やオリエンテーション

の日時、海外留学保険加入の案内などの

重要な連絡は道外出身の学生には帰省

との兼ね合いもあるので、最低でも 1か

月前には連絡を頂けたらなお良いと思

う。 

 講義はどれもわかりやすく、予習しなく

てもわかるような授業でしたが、事前に

何も勉強していないことに対して出発

前は少し罪悪感を感じていたので、何ら

かの課題を与えてもらったり、参考図書

を教えてもらえたりしたら、自分なりに

行動がしやすかったのではないかと思

います。しかし、今回のプログラムは総

じてすばらしいものであったと思いま

す。 

 今回関わってくださった方々に感謝い

たします。 

 この留学の主任の先生の専門範囲（グロ
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ーバルヘルス）に偏った授業内容、かつ

旅行がメインの様なスケジュールだっ

たため、本来自分が学びたかった中医学

に授業３時間しか触れられなかった。中

医学の病院見学も出来ず、留学といより

旅行の様な内容だったことが非常に不

満。また、グローバルヘルスも大切な科

目だが、１～２回の授業で要点をまとめ

て欲しい。この分野に偏重した内容は、

日本では体験出来ない台湾の臨床現場

を感じ取る機会を望んでいた我々にと

って、非常に残念なものだった。もっと

台湾で実際に現場を担当している医

師・歯科医師・薬剤師の話が聞きたかっ

たし、そういう授業を受けたかった。事

前に『中医学に興味がある。』と話して

いたので、もっとその意見が取り入れら

れるかと思っていただけに残念である。 

 実際台湾で先進医療を取り入れている

病院見学をさせて頂いたが、歯学に関し

ては日本とほとんど変わらず、あまり参

考にならなかった。やはり台湾でしか経

験出来ない、中医学の授業や臨床現場で

の話、病院見学などを経験したかった。

第一回目ということもあり、『現地に行

ってからコーディネーターにやりたい

内容を相談すれば、その要望に沿って内

容をアレンジしてもらえる。』と言われ

たが、現地スタッフには、『事前に申し

出てもらわないと、少人数でのスケジュ

ールを組むのは大変なので、現地に来て

から申し出られても困る。』と言われた。

それは当然な返答であるし、柔軟と言え

ば聞こえがよいか、不確定で曖昧なスケ

ジュールで決行すること自体、疑問を感

じる。 

 出発飛行機の大幅な遅延によって、初日

の午前中スケジュールがなしになった

が、十分時間に間に合った午後のウェル

カムパーティーに遅れて出席するなど、

現地学生との交流が、我々サイドの不可

解な遅刻によって阻まれたことは非常

に残念（我々の遅刻によって、参加を希

望していたが授業等によって参加出来

なくなった学生が多くおり、日本の学生

と触れ合う機会を失い、非常に残念がっ

ていた学生が多くいた、と後日現地スタ

ッフから聞いた）。きちんとルールを守

って参加することは、ホスト国に対する

礼儀だと思われるが、こういうことがル

ーズなのは非常識だと感じた。 

 また、日台とも医療系学部は平日とても

タイトなスケジュールをこなしている

ため、台北医大の多くの学生に参加して

もらえるよう、初日以外にも、土曜の午

前中に学生懇親会を設けるなどの配慮

が欲しかった。お互い交流を望んでいる

のだから、旅行より大学を通じてしか経

験出来ない交流行事を優先させる配慮

が欲しかった。プログラムにある旅行中、

ダラダラした行動が多く、時間を無駄に

過ごしたことが何度もあった。その時間

を学んだことの復習に充てるなど、もっ

と時間を上手に使いたかった。休日があ

れば、現地大学生と共に過ごす時間も作

れた様に思う。 

 旅行日程が多過ぎるため、旅行は基本オ

プションで良いと思う。折角大学を通じ

てのプログラムなのだから、旅行より大

学を通じてしか経験出来ないプログラ

ムを優先させて欲しい。連日の移動でか

なり体力を消耗した上に休日がないた
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め、疲れをリセットしたり自分の学習を

する時間がほとんどないのは考え物だ。

また、ユースホステルという性質上、他

国からの利用者も多くおり、入浴や洗濯

の時間が集中するため、行動が制限され

ることが多く、１台しかない洗濯機利用

や入浴のために夜遅くまで起きていざ

るを得なかったり、疲れていても朝早く

起きなければならないことも数多くあ

った。これもスケジュールに余裕がない

ことに起因すると思われる。ユースホス

テルを利用するのであれば、宿泊者は北

大の学生だけではないのだから、もっと

余裕を持ったスケジュールを組んで頂

きたい。 

 臨床に即した中医学を学びたかったが、

今回それがほとんど達成されなかった

ので、今後中国語を勉強し、自分で中

医学を学べる機会を探して勉強し、将

来台湾と繋がる仕事をしたいと希望し

ている。 

 台湾は非常に親日で安全かつ物価も安

く、とても居心地の良い国だった。現

地コーディネーターさんも非常に尽力

して下さり、随所で助けて頂いた。ま

た宿泊先がユースホステルだったため、

他国の皆様と触れ合う機会があり、英

語の分からず、コミュニケーションを

取るのが難しい人々とも何とかやり取

りを交わすことが出来たのは興味深か

った。台北医大の大学院留学生と親し

くなり、彼女と夕食を共にし、お互い

の国の文化や日本の震災のこと、家族

や仲間のことを語り合ったことは素晴

らしい経験だった。極めて残念なこと

に、今回の留学は旅行としては中々面

白いものだったが、留学としては非常

に不満の残る内容だった。今後プログ

ラムの内容の大幅な変更がなければ、

正直参加はおススメ出来ない、という

のが正直な感想である。 

 改善点として、渡航前にプログラムに

ついて決定されていないことが多すぎ

ていた点が挙げられる。特に航空券や

ホテルの手配については、決定するの

が出発の数日前であり、自分たちがど

のように現地に向かってどこに泊まる

かがずっとわかっておらず、それは留

学全体に対する渡航前の不安感にもつ

ながった。これは個人的な見解となる

が、今回の往復の航空券およそ 55,000

円は高すぎるのではないか。参加者が

決まってすぐに航空券を手配すればも

っと安く購入できると思うし、どうし

て出発直前になって価格が上がった航

空券を購入したのかは理解できない。

確かに航空券代金を超える奨学金をい

ただいたためそのすべてを奨学金でま

かなうことはできるが、もしもっと安

い航空券であればその分だけ余ったお

金を宿泊費などにまわせるし、留学費

用を自分自身で出費している我々大学

生という身分にとっては助かるだろう。

また、今回は往路復路ともに直行便利

用ということであったが、経由便でも

航空券価格が安ければそれで問題ない

と考えている学生がいることは忘れな

いでほしい。 

 ノープランでのんびりできる１日があ

っても良いんじゃないかと思いました。 

 初めての海外でしたが、とても楽しか

ったです。これからも参加できるプロ
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グラムがあれば、新渡戸カレッジ生で

はないですが参加していきたいと思い

ます。 

 引率ありがとうございました。講義の

補足とても助かりました。 

 予定をもう少し早めに連絡していただ

ければと感じました。今回の台湾にか

かった費用くらいでできるような留学

が増えればいいと思いました。 
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資料 4：学生の帰国後報告会資料 

代表者 池本友香 薬学部 2年 

台北医学大学で受けた講義の中で参加

者が最も興味をひかれたのは Chinese 

Medicineという東洋医学についての講義で

す。日本の医療機関では西洋医学が主体で、

台湾に行くまでは東洋医学については針や

お灸くらいしか知りませんでした。しかし

東洋医学は西洋医学よりもずっと歴史が長

く、体に対しての考え方から治療の仕方ま

で根本的に異なっており、とても面白かっ

た点がいくつもありました。まず西洋医学

が現代を代表する典型であるのに対し、東

洋医学は約 2500 年というとてもながい歴

史を持つ古典的な医学です。また、西洋医

学は人間の体を機械とみなし、病気になっ

た時は患部のみを集中的に治すことを目指

します。それに対し、東洋医学では人間の

体は空や大地といった自然のようにすべて

つながっているものだと考え、病気になっ

た時は体全体の均衡をもとの状態に戻すこ

とを目指します。講義で実際に見た西洋医

学と東洋医学の体の捉え方を比較した絵は、

西洋は機械、東洋は足を大地、頭を空に見

立てた自然を表していました。さらに東洋

医学には、この考え方を前提におきながら

主要な臓器を色で分け、それぞれが陰陽五

行に対応しているものとする見方もあると

教えてもらいました。例えば、赤色は心臓

と火、青色は腎臓または水を表しています。

なので心臓の具合が悪いときは火に強い水、

つまり腎臓を働かせることで治ると考えら

れているわけです。臓器だけでなく五感や

感情も陰陽や、他にも氣と血、という分け

方があるのですが、それらに基づく細かな

分類がされているらしく、この講義を通し

て東洋医学がとても奥の深いものであるこ

とを知ることができました。ところで、こ

の講義を私たちにしてくれた David 先生は、

西洋医学の本場ともいえるアメリカから東

洋医学を勉強しに台北医学大学に留学して

いるそうで、講義を受けた後、一人ずつ脈

診してくれました。脈診から一人ひとりの

身体がどういう状態にあるのかを教えてく

れたのはとても興味深く、各自思い当たる

節があったので面白かったです（四宮）。 

また、フィールドワークとして台北医学

大学と繋がりのある萬芳病院を見学させて

いただきました。萬芳病院は病床数 732床、

勤務医 320 名（内科医・外科医含む）を誇

る規模の大きい病院です。台湾初の政府所

有・民間経営の市立病院であり、台北市政

府が台北医学大学に経営を委託しているこ

とから今回の見学が実現しました。萬芳病

院は神経外科、心臓外科、整形外科、不妊

治療、レーザー美容手術などが有名であり、

海外から訪れる患者さんも多いそうです。

私たちは萬芳病院の説明を受け、院内を見

学した後、歯学部生 3 名は病院の歯学部門

を、薬学部生 3 名に加え医学部生 1 名と農

学部生 1 名は院内の薬剤部の説明を聞き、

見学をそれぞれしました。薬剤部を見学し

て、日本と異なっていた点としては患者さ

んが直接薬剤師と話すことの出来る部屋が

設けられていたり、処方箋についているコ

ードを読み取ることで処方された薬の詳細

などを確認できる機械があったりして、患

者さんにとってのサービスが発達している

と思いました。ただ、調剤室は日本のもの

と大きな違いはないように感じました（池

本）。 
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他のフィールドワークとして私たちは

台北市万華という古くからある下町にある

龍山寺を見学してきました。そこでは、ガ

イドの張さんが 3 時間という長時間にもわ

たり丁寧に説明してくださったのですが、

この報告書ではその説明のごく一部をご紹

介したいと思います。 

龍山寺は、中国本土からの移民が神様に

保護してもらえるように、1739年に中国福

建省の龍山寺から分祀して建てられました。

龍山寺に一度足を運ぶだけで、たくさんの

神様がお参りできるように、龍山寺には数

多くの神様が祀られています。そのため、

龍山寺は別名「神様のスーパーマーケット」

と呼ばれているのです。中国宮殿式廟建築

が用いられており、一枚の岩から作られた

柱の彫刻はとくに見事ですが、最近の台湾

の寺院でのトレンドである電光掲示板によ

る装飾はここでも見られました。 

龍山寺は建立当時から信仰の場として

人々に親しまれていましたが、台湾の人々

の信仰をさらに篤くした出来事があります。

それは、1945 年 6月 8日のことでした。当

時、日本の統治下にあった台湾は第二次世

界大戦中、アメリカ軍の空襲を幾度も受け

ていました。その際、龍山寺には毎日のよ

うに多くの人々が避難をしました。しかし、

その日だけは特別蒸し暑く、人々はマラリ

アを持っている蚊が出る事を恐れ、誰一人

として龍山寺に避難をしなかったのです。

そのとき、焼夷弾が龍山寺を命中したので

すが、そのお陰で危険な目に遭う人は誰一

人としていませんでした。また、正殿の瓦

礫の中から見つけ出されたご本尊は真っ黒

焦げになっていましたが、磨くと全く元通

りになったため、人々はいっそう神様に感

謝するようになったのです。 

次に、台湾の参りとおみくじの引き方に

について述べます。龍山寺は一方通行で、

境内に入るには右側の龍門に左足から入り、

出るには左側の虎門から出ます。一方通行

とは行っても逆行する人も多く、本殿の前

で拝んでいる人の前を平気で横切る人々も

いて驚きました。まず、神様に挨拶と詳し

い自己紹介をした後、神様にお伺いを立て

ます。台湾の神様は忙しいので、住所など

詳しいディテールを述べないとお伺いは聞

き入れてもらえず、またおみくじでは神様

の意向を聞くためお願いごとではなくお伺

いをたてるそうです。そして、三日月型の

赤い木片を 2 つ地面へ放り投げ、木片が表

と表なら「いいえ」、裏と表なら「はい」、

裏と裏なら「もう一回」です。「はい」が出

たら、番号が書いてある竹の棒を引き、そ

れが真実の番号であるかどうかを神様に聞

くため、再度、木片を放り投げます。表と

表なら「いいえ」、裏と表なら「はい」、裏

と裏なら「もう一回」で、「はい」が出たら

棒の番号の引き出しから、おみくじを引き

ます。おみくじは日本のものに似ていて、

吉凶や漢詩、それぞれの項目ごとの運勢が

書いてあります。しかし、おみくじを解読

してくれるところがあり、そこで自分のお

伺いに対して神様がどのように考えている

かを聞く事ができるところがオリジナルだ

と思います。私たちは、それぞれの願いを

聞き入れてもらうべく、真剣にお祈りをし

ていました。（早川） 

続いては台湾の食べ物についてです。ホ

テルでは食事が出なかったので、朝食・昼

食・夕食など基本的に現地の食事は外食で

した。嬉しい事に台北には、私達日本人の
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味覚に合う食べ物がたくさんありました。

例えば一つ目は焼き餃子。日本でもおなじ

みの料理ですが、皮がパリパリしていて本

場の感がありました。続いては牛肉麺。台

湾について最初の夕食でいただいたもので、

印象に残っている料理の一つです。これは、

日本語で言うところの「エビ餡のレタス巻

き」といったものです。台湾では昔高級料

理だったそうで、エビを味付けして炒めた

ものをレタスで巻くというシンプルなもの

でしたが、味は非常によかったです。 

台湾といえば小籠包！とまで思ってい

た私達は、いろんなお店で小籠包をいただ

きました。まずこれは台湾初めての夕食と

して行った「北大行」というお店のもので、

スープにつけて食べる小さな小籠包がかな

りおいしかったと記憶しています。次は「明

月湯包」の小籠包。私達が授業などに参加

した台北医学大学から徒歩で行ける距離に

あるお店で、蟹味噌を餡に使った蟹小籠包

は絶品でした。最後に紹介するのは「鼎泰

豐」の小籠包です。このお店は米国ニュー

ヨーク・タイムズ誌が「世界の 10大レスト

ラン」として紹介してから、小籠包を世界

に広めたきっかけとなったお店です。日本

でも東京を中心にいくつかの店舗があるの

で行ってみてもいいかもしれません。いま

紹介したこの 3 店舗の中でも私達のイチオ

シのお店は 2 番目に紹介した「明月湯包」

の小籠包です。台湾で小籠包を食べるとな

ったときはまずここに行くべきだと考えて

しまうほどでした。台湾滞在中、「小籠包を

いくつ食べれるのか」ということで小籠包

選手権を勝手に開催したのですが、ご覧の

ような結果になりました。一言に小籠包と

言ってもお店ごとに味が全然違うので、楽

しんで食べることが出来ました。 

続いては現地で頂いたスイーツについ

て。冷たくて甘いかき氷系の物を３品紹介

します。 

まずは九份で頂いた、タロイモを使った

かき氷。この写真を見た感じだとあまり食

欲に響かないかもしれませんが、見た目か

らは想像できないほどのおいしさでした。 

2 枚目の写真は夜市で頂いたもの。氷が

日本で標準的に売っているかき氷とは全然

違い、フワフワしていて頭がキーンとする

こともありません。最後は ICE MONSTER で

頂いたかき氷。ICE MONSTER の商品は CNN

が「世界の 10大デザート」に選んで爆発的

な人気を誇りました。日本では表参道に店

舗ができたので、台湾を感じたい方は行っ

てみてはいかがでしょうか（中島）。 

現地を案内していただいた、台北医学大学

のスタッフおよびコーディネーター（Carol

と Mandy）おかげで台湾をとても満喫しま

した。本当にありがとうございました（澤

田石）。 
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2015/6/29

1

医学部3年 四宮万里絵

薬学部3年 池本友香澤田石知紘中島孝平

歯学部3年 中川愛子早川美奈子林拓哉

農学部3年 永森彩奈

資料４．学生の帰国報告会資料

・スケジュール

・講義（Chinese Medicine）

・フィールドワーク（萬芳病院・龍山寺・DIY）

・食べ物

・現地コーディネーター

1日目：17:05新千歳発の予定が猛吹雪により23:45発

2日目：Welcome party/ 講義

3日目：シンポジウム/講義

4日目：萬芳病院・龍山寺見学

5日目：観光（三峡・鶯歌）

6日目：観光（九份）

7日目：講義（Chinese Medicine）

8日目：講義/Farewell party

9日目:観光（淡水）

10日目：9:05桃園空港発

西洋 東洋

現代的 古代的

身体＝機械 身体＝風景

部分的 全体的

原因を突き止め治療する 身体のバランスを整える

西洋

体＝機械

東洋

体＝風景



2015/6/29

2

・病院紹介
・院内見学

(調剤室、牙科部)

引用URL:http://www.taiwanhealthcare.com/japan/index.aspx

萬労病院の説明を聞いた後は
歯学部と薬剤部に分かれてそ
れぞれの説明を受け、院内を
見学しました。

ガイドの張さんに教
えてもらいながら寺
院の中を見学



2015/6/29

3

伝統的なおみくじを体験 Do It Yourselfの略。

自分で何でもやってみろの意。
主に家のリフォームなどでよく
使われる言葉ですが、力仕事
だけではありません。

三峡の伝統的な藍染を体
験し、自分の好きな模様を
染め出しました。

焼き餃子

台湾には美味しいものが
たくさんありました！

牛肉麺
生菜蝦鬆

In 北大行 In 明月湯包

In 鼎泰豐

小籠包選手権結果
NO.1  中島 44個
NO.2  池本 38個
NO.3 澤田石 36個



2015/6/29

4

肉圓(九份)

臭豆腐(九份)

Carole（左）とMandy（右）



 



短期留学スペシャルプログラム 
～ジュネーブ大学 2015年 3月～ 

 

・ 短期留学スペシャルプログラム報告書（第二回）「はじめに」 

・ 報告書 小倉 政貴 公共政策大学院修士課程 1年 

・ 報告書 川村 航太 公共政策大学院修士課程 1年 

・ 報告書 杵鞭 光功 法学部 2年 

・ 報告書 島田 穂波 文学部 2年 

・ 報告書 中島加恵子 経済学部 2年 

・ 報告書 原島 慎吾 理学部 2年 

・ 資料１：プログラムの概要 

・ 資料２：参加者リスト（ジュネーブ大学） 

・ 資料３：学生のコメント～留学後アンケート調査より 

・ 資料４：学生の帰国報告会資料 
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短期留学スペシャルプログラム～ジュネーブ大学 2015年 3月～ 

 

１．はじめに 

 ジュネーブ大学での短期留学スペシャル

プログラムはこれで 2回目を数える。しかし、

2014年 3月のトライアルを含めると実質 3

回目となる。 

 ジュネーブ市内の人口は約 20 万人で、チ

ューリッヒに次ぎスイス第二の都市である。

小都市ながら、世界でも有数の国際都市とし

て名高い。ジュネーブはスイスの 26の州の

うち、2番目に新しいジュネーブ州の首都で、

フランス語を公用語としている。ジュネーブ

が国際都市として名高いのは、スイスが 1815

年以来、永世中立国を堅持していることと無関係ではなかろう。 

 ジュネーブは、永世中立国としてのスイスの優位性を最大限活用して、第一次世界大戦

以来、世界最初の国際機関である「国際連盟」の本部を初め、多くの国連機関や国際機関、

各国の大使館や領事館などがある。 

 

２．国際連盟と新渡戸稲造 

 第一次世界大戦後、米国第 28 代大統領 W. 

Wilson によって提唱され、1920年に設立さ

れた国際連盟の本部もジュネーブに置かれ

た。新渡戸稲造は、この国際連盟の事務次長

として 1920 年から 1926 年末まで約 7 年間、

このジュネーブの地において国際的に活躍

した。日本は国際連盟の常任理事国の一つと

して、その事務局の重要なポストの一つを新

渡戸稲造に託した。新渡戸稲造のような国際

連盟事務局員は、連盟に忠誠を誓い、どこの

国も代表しない国連連盟スタッフであるが、

時として出身国の政治的な圧力から無縁でない。とはいえ、新渡戸稲造は国際連盟職員と

して、多くの国際的な難題を解決するために奔走した。その活躍において、彼は「ジュネ

ーブの星」といわれるまでになっていた。そこで、当該短期留学スペシャルプログラムの

目的の一つは、新渡戸稲造が活躍した当時の国際連盟本部や彼の旧宅などの彼の足跡を訪

ジュネーブ大学での授業風景 
（その 1） 

ジュネーブ大学での授業風景 
（その 2） 
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ね、北海道大学の学生が古きを温めて新しいことを学び、そして新しいことを創造するた

めの研修であり、また旅路でもある。 

第二次世界大戦後に国際連盟は国際連合として衣替えし、米国ニューヨークに本部を置

くようなったが、ジュネーブには現在でも、国連機関の、WHOや ILOなどの特に専門機関の

多くの本部が置かれている。そこで第二の目的はここを訪問し、レクチャーを受講して、

国際連盟時代から引き継がれている永遠の平和構築の過程や人道などに関する知識を吸収

することである。 

またジュネーブには国連機関の他にも、国際赤十字（ICRC）や欧州原子核研究機構（CERN）

などの国際機関も多く存在する。ここでは、国連機関とは異なる視点から国際問題の解決

に向けた努力が行われている。それを学び、比較することによって、よりグローバルなも

のの見方に触れることができ、将来への希望の糧を養うことができるであろう。 

幸いなことに、本スペシャルプログラムは本学の協定校であるジュネーブ大学との共催

として実施されている。ジュネーブ大学のスタッフおよび学生らとの多くの公私にわたる

Social Communicationを通じて、本学生は異文化を体現しつつ、現代社会が直面している

グローバルな課題を学ぶ。 

その学びの課程において、学生は多くを感じ体験し、明日のグローバル人材像を自分の

ものとして描くことが可能になる。なので、これは、学生の将来への投資としてはきわめ

て効率よいものである。その一端を学生の発表やそれぞれのレポート、そして学生の留学

後のコメントなどを通じて紹介する（玉城英彦）。

 

 

３．今後の課題 

 今後の課題について、学生の留学後アンケート調査の結果を基に以下に要約する。詳細

については資料 3にある、アンケート調査結果を参照していただきたい。 

 

スケジュールイング（曜日や時間配分など）について 

 大方スケジューリングについては良好であったが、博物館やシオン城などの施設や ILO

にもっと時間を割いて欲しい。 

 

今回の留学でもっとも感動したもの 

 教授やスイスの学生たちが、拙い英語を真摯に聞いて、理解しようと努力してくれた

こと。また、僕が理解できるように伝えようと努力してくれたこと。 

 国際機関に実際に入って中を見られたこと。 

 

今回の留学でもっとも驚いたもの 

 ジュネーブ大学の学生の勉強に対する意識の高さ。日本との考え方の違い。 
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 現地の大学生や先生における熱烈な歓迎をしてくれ、他の国の人々とこんなに仲良く

交流できたということ。 

 ジュネーブ大学の日本語学科の学生の日本語を学ぶことへの意欲が高いこと。 

 セルンでの、世界中の国の人々が、戦争ではなく、研究などの一つのことに向かい一

緒に頑張っていくことの大切さ。 

 現地の学生が英語を流暢に使いこなしていて、また日本語もとても上手な学生が多く、

3か国語を使いこなせていること。 

 ジュネーブ大学の進級の厳しさについてもとても驚き、自分ももっと努力しなくては

と思いました。 

 スイスでは救急車を使うのにお金の支払いが必要であること。 

 

今回の留学でもっとも新鮮であったこと 

 試食をさせてくれたり、バスのチケットの確認をしないことなど、日本ではあまり考

えられないくらい、気前がいい（？）こと。 

 母国語ではない言語で、身振り手振りを使いながら、頑張ってコミュニケーションを

するということ。頑張ればちゃんと伝わり、伝わるたびに喜びを感じました。 

 ジュネーブ大学の日本語学科の学生との交流。 

 

今回の留学でもっとも学んだこと 

 目標とするべき人となりを学んだ。考え方・価値観の違いを学んだ。 

 国際機関に実際に赴くことができたこと。 

 英語に限らずコミュニケーションをとるために十分な言語の力が必要だということ。 

 国際交流、国際協力のすばらしさと大切さ。 

 Multi-disciplinary の必要性。 

 

今回の留学でもっとも意外だったこと 

 とても楽しかったこと。もっと勉強ばかりで閉鎖的だと思っていました。生活環境の

違い。 

 こんなにも、他の国に簡単に移動することができ、買い物ができるということ。 

 英語表記の場所が少なかったこと。 

 学生で日本語を話せる人がとても多かったこと。 

 国連に見学に来る人が多かったこと。 

 

その他、今回の留学で感じたことや報告したいこと 

 友達がたくさんできました。本当に濃密な時間を過ごすことができたことへの感謝。

また、これから、努力をして、理想の人間像に近づけるように、頑張ります。今はと
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にかく、少しでもジュネーブ大学のみんなに追いつけるように、頑張りたい。そして

またいつか、一緒に講義を受けて、プレゼンをしたい。 

 実際に、現地に赴くことによって初めてその国の実態や、人柄が理解できるというこ

と（百聞は一見に如かず）。 

 日本で留学したいと思っているより短い期間でも実際に行ってみた方が留学への意欲

がわくということ。 

 現地の人々との交流から今回一番自分が刺激を受けた。このような交流が、国際的な

理解につながっていくのだと強く感じましたし、そうして感じた交流の大切さを報告

したいと思いました。 

 何でも寄り道してみると、何かヒントがあるかもしれないこと。 

 

今後の留学のための改善点やコメント、意見など 

 スイスに行く前に、明確にできるプログラムの内容の明示。して、事前学習の必要性。 

 スイスにいる間、自習時間を設けてほしいと感じた。 

 広告の仕方一つで、参加者は激増すると思います。奨学金や、全体でいくらかかるか

の、具体的な出費の明示があるだけでも、金銭面に対する不安は減るだろうし、プロ

グラムの内容を具体的に示すことで、どれだけリーズナブルなプログラムになってい

るか理解するのに難しくないと思います。 

 国連機関への訪問をもっと増やしてほしい。 

 現地の大学生との交流時間をもう少し増やして欲しい。 

 紙の資料など手元に残る資料が欲しい 

 ときどきの先生の小噺や経験談もとてもためになりました。 

 

４．おわりに 

 上記のようにいろいろな改善点の指摘もあり、今後の課題として取り組みたい。多少問

題はあるものの、おおむね学生の満足度は高く、有意義な留学であったと総括できる。 

 ジュネーブ大学の Dr Sandrine Motamed, Dr Andre Rougemondや関係者の皆さん、そし

て WHOや ILO の筆者の友人らに厚く御礼申し上げます。忙しいスケジュールの中、本学生

に対する特別講義をアレンジしてくださり、さらにフィールド研修への引率、そこでの追

加説明など、彼らは多岐に亘り本学生を支えてくれた。彼らの協力なくては、このスペシ

ャルプログラムの実践は不可能であった。 

 また、北海道大学国際本部国際教務の方がたの全面的なバックアップに対し、心底から

御礼もうあげます。年度末の大変に忙しい時期に、複数のプログラムを同時進行するとい

う厳しい環境の中での支援であった。非常に難しい問題ばかりをお願いすることになりま

したが、最後まで最善の支援と励ましをいただき誠にありがとうございました。 
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このジュネーブ大学でのスペシャルプログラムが 2014年度の最後のものとなった。効果

的に、また無事に全プログラムを成功裏に終えたことはとても喜ばしいことである。これ

は多くのスタッフ、関係者、および学生らの協働の賜物である。また大きな事故もなく完

了できたことは、来年度への自信につながり、さらに充実したプログラムを構築するとい

う、さらなる高い目標に向かって万進できる大きなインセンティブとなった。これらの一

つひとつの積み重ねが、新渡戸カレッジの発展につながり、結果として志の高い人たちの

育成につながるであろう。そのように願って、2014年の「短期留学スペシャルプログラム

の報告書」を終わらせる（玉城英彦）。
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報告書 小倉 政貴 公共政策大学院修士課程 1年 

 
プログラムの内容 

 ジュネーブ大学、WHO などの国際機関

を訪問しました。保健分野の問題につ

いてグローバルな視点から考えること

ができました。また、保健分野の問題

に対処するには多様な分野の知識が必

要であり、私の専攻である経済学など

も例外ではないことを学びました。 

 

生活 

 短い期間なので、多少の忘れ物は問題

ありません。 

 英語に不安がある方も、英語で話さざ

るを得ない状況に置かれれば自ずと話

すようになるのでその点では問題ない

と思います。 

 

楽しかった事 

 ジュネーブ大学の学生との交流は楽し

かったです。 

 国連等の歴史を先生の経験を交えた話

を聞き、臨場感を持って学ぶことが出

来ました。 

 

辛かった事 

 特にありません。 

 

プログラムの改善点 

 予定が詰まっているので、とても忙し

く大変に感じられますが、終わってみ

ればその方がよかったのかと思います。 

  

レマン湖畔にて（その 1） 

レマン湖畔にて（その 2） 

CERN にて 
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報告書 川村航太 公共政策大学

院 修士課程 1年 

 

Don’t be afraid of going out 
My Home !! 

今回、2015 年 3 月中旬から 10 日間にか

けて国際本部によるジュネーブ大学のスプ

リングプログラムに参加させていただきま

した。このプログラムの目的は、国内を飛

び出して海外に踏み出せない学生に対して、

大学側がそのような学生に対してもっと積

極的に海外の大学に行ってそこで、現地の

学生との交流を通し、文化や歴史、言語を

学ぶことが出来るプログラムです。私が参

加した、ジュネーブ大学のプログラムは、

主として学ぶキーワードは 4 つあります。

１つ目が国際医療、2つ目が国連機関、3つ

目が新渡戸稲造、そして 4 つ目が外国に出

る重要さです！！本プログラムは以前、世

界保健機関（以下、WHOと呼びます）、医学

部で働かれており、国際本部特任教授の玉

城教授がコーディネートしてくださるプロ

グラムとなっています。 

そのため一見、医学や国際関係などの知

識などがないと参加しても難しいのではな

いかと考えられる方もいらっしゃるかもし

れませんが…No problem です(笑)。事実、

今回参加したメンバーは経済学部、文学部、

法学部、理学部と多様なバックグラウンド

を持った学生たちが参加していましたが、

それぞれが「学ぶ」という貪欲な気持ちで

いろいろなことを吸収していました。また、

英語に関しても自分なりの工夫次第で短い

期間ではありますが、自信がつくことは間

違いありません。 

プログラムの具体的な実施内容ですが最

初は国際医療の勉強ということで、ジュネ

ーブ大学医学部の先生達や学生、そして赤

十字国際委員会（ICRC）から学ぶ機会があ

りました。元々、全員が医療関係に造詣が

深いわけではありませんでしたが、非常に

身近な問題から手ほどきをしていただいた

ため、今まで関わったことないフィールド

への見識が広まりました。また、学生同士

でも医療についてディスカッションし発表

し合うなどといった交流もしました。 

 
 
 
 
 
 
 

ジュネーブ大学でのレクチャー 

（Dr Sandrine Motamed） 

 
 
 
 
 
 
 
 
学生同士のディカション・発表の様子 

＠ジュネーブ大学 
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 次には主に国際機関を回りつつ新渡戸稲

造の歴史について学びました。実は、北海

道大学の前身の札幌農学校出身の彼はジュ

ネーブと非常に関わりが深いことで知られ

ています。生前、新渡戸は現在の国際連合

の前身、国際連盟時代に事務次長を勤めて

いたことで有名です。そのほかにも、スイ

スは時計で有名な国ですがその中でも高級

時計「フランクミュラー」の会社がジュネ

ーブに有り、当時新渡戸が住んでいた家が

今はそこの会社兼製造場になっています。

そのほかにも新渡戸の軌跡をかつての国際

連盟の本部であり、今は国連欧州事務局（以

下、UNOG と呼びます）となっているところ

で、新渡戸が関わった資料を読んだりしま

した。また WHOや国際労働機関（ILO）など

の専門機関などにもお伺いする機会があり

ました。そこでは、それぞれ日本人職員の

方から仕事の概要や、実際に携わったこと

などを含め、国連の機関だからこそできる

ことや、日本人職員お少なさや、国連職員

を目指すにあたってなどを含めてレクチャ

ー、ディスカッションを行わせていただき、

今後の自分たちの価値観に大きな影響を与

えていただきました。 

以上のような、お堅いことやりつつも観

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WHOの玄関にて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

国連欧州本部（UNOG） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

レマン湖上にて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ジュネーブ大学の学生たちと夕食時に 
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光や現地のジュネーブ大学の学生たちとも

積極的に交流したりなど非常にお楽しみも

たくさんあるプログラムでした。スイスは

非常に町並みも綺麗で、常に歴史も感じさ

せてくれる場所でもあるため市内を歩くだ

けでも非常に観光になるような場所です。

また、ジュネーブ大学の学生たちとも夕食

を食べに行ったり、お土産選びからカラオ

ケまでいろいろなことを通じて親密な交流

を図ることができ、非常に有意義な時間を

過ごすことができました。 

以上のように、本プログラムは通常の旅

行などでは決して学べないことが盛りだく

さんで、いろんな方面から新たな刺激が受

けることのできるプログラム構成となって

います。また、普段から海外に興味のない

人や億劫だと思っている方もいらっしゃる

かと思いますが、ほんの少しでも海外を覗

いてみることで今後の自分の人生における

目標や、価値観に大きな影響を与えてくれ

ることは間違いないと私自身の経験から思

っています。そのため、このジュネーブの

プログラムに限らず、自分の興味のある分

野や国にマッチングするようなプログラム

にぜひ参加してみてください！！ 
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報告書 島田穂波 文学部 2 年 

 

持っていくとよいもの 

・カメラ 

・インスタントやレトルトの朝食にできる

もの(お金の節約になりますし、楽で

す。) 

・箸、スプーン、コップ、皿、等(少しでも

持っていくと朝食のときなどに便利で

す。) 

・ドライヤー(備え付けのものはありません

でした。) 

・国際プラグ、変圧器(変圧器はドライヤー

などの家電を持っていくときは必要で

す。) 

・クレジットカード(外貨がなくなったとき

なども安心です。手数料の無駄も省けま

す。) 

・タオル(浴室はカーテンがなく、使いにく

いので床をふく用などにも雑巾やタオ

ルが数枚あったほうが良いです。) 

・Facebook のアカウント(向こうの学生と

の連絡先交換であると便利です。) 

・ノート 

・電子辞書 

・雨具 

・多めの着替え(洗濯している暇はあまりあ

りませんでした。) 

 

向こうでの生活 

だいたいは、朝起きて寮で朝食を食べ、

講義や見学などその日のプログラムを終え、

夕食を食べて、寮でシャワーを浴びてすぐ

寝るという生活を送っていました。昼食は

学食やスーパーなどで済ませ、夕食はレス

トランで食べるということが多かったです。

非常に密度の濃いプログラムで、暇な時間

はあまりなかったと思います。 

 

プログラムの内容 

保健関係のことを中心的に学びましたが、

他にもたくさんの場所を訪問し、本当に幅

広い分野を学習することができました。自

分の専門ではないことも多かったですが、

知っておかなければならないことだと強く

感じるものであり、今回勉強できて本当に

よかったです。以下ひと通り行ったことを

挙げていきたいと思います。 

 

ジュネーブ大学での講義 

ジュネーブ大学では、国際保健について、

ICRC、赤十字について、スイスの中立国と

しての歴史や現状、ヨーロッパ、EUの歴史

等についての講義を受けました。スライド

を使いながら、わかりやすく講義をしてい

ただきました。 

 

ジュネーブ構内を散策しながらのレクチャ

ー 

ジュネーブ構内を歩きながら、ジュネーブ

の歴史やその場所の説明などをしてもらい

ジュネーブ大学内 
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ました。 

 

ジュネーブ大学の学生とのディスカッショ

ン 

学生と一緒に、高齢社会についてディス

カッションを行い、直後に話し合ったこと

をグループごとに発表しました。発表のと

きには先生方からもところどころでレクチ

ャーがありとても勉強になりました。しか

し、ディスカッションとその後の発表を通

して、自分の英語力のなさを強く実感しま

した。話したいことを英語にすることがで

きず、ディスカッションにもあまり積極的

に参加できなかったことが悔やまれました。 

 

Sandrine Motamed先生のお家の訪問 

留学期間中お世話になった Sandrine 先生

のお家を訪問し、料理をご馳走になりまし

た。スイスの伝統的な住宅が見られたと同

時に、先生のお部屋も見せていただきとて

も楽しかったです。 

 

ジュネーブ天文台 

博士課程の方に説明していただきました。

望遠鏡や 3D の映像などを見ながら宇宙に

ついて講義をしていただきました。 

 

  

ジュネーブのへそと言われる広場、

Place du Boug-de-Four 

ジュネーブの街並み 

サン・ピエール大聖堂、The St. Pierre 

Cathedral@Geneva 

ジュネーブ大学内の公園、Parc des 

Bastionsにある巨大なチェス 
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WHO 

WHO の仕事、成り立ちについての説明をし

ていただき、WHO で働いている日本人の方

に実際の現場でのお話などもしていただき

ました。何人かの方に講義をしていただき、

それぞれとても勉強になりました。 

 

国際連合 

ガイドの方の説明を受けながら国連内の

様々なところを見て廻りました。集会の会

場や、国際連盟の議場などは特に印象に残

りました。国連の図書館にも行き、国際連

盟の議事録を見ました。 

 

  

正面から見た国際連合欧州本部, 

Palais des Nations 

国際連盟の元会議場 

国際連合欧州本部、Palais des 

Nations、の本会議場 

地雷への反対を象徴する『壊れた椅子』 

(Broken chair)、スイス人芸術家 Daniel 

Berset 作@Palais des Nations．Handicap 

International・スイスの共同設立者の Paul 

Vermeulenのプロジェクト 
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ILO 

日本人の方から現在の労働の問題や ILO

の取り組みなどについてのお話を聞きまし

た。 

 

セルン 

加速器について非常に熱心に説明してく

ださりました。またセルンで研究を行って

いる日本人の方からも説明をいただきまし

た。「セルンでは世界中の人々が協力し、一

生懸命研究を行っている。世界中の人々が

戦争するのではなく、このように協力して

一緒に頑張っていくことが非常に大切なこ

とだと思っている。」という趣旨のお話をい

ただき非常に感動しました。 

 

シオン城 

天気はあいにく雨でしたが、湖上にお城が

ある様子はとてもきれいでした。城内もと

ても大きく様々な部屋があり、歴史を感じ

られとても見応えがありました。その後に

オリンピックミュージアムにも行きました。 

 

ICRCの博物館 

天気が悪く、予定していたシャモニーに

は行けず、フランスの市場と ICRCの博物館

に行きました。ICRCの博物館は、音声ガイ

ドを聞きながら館内を回るものでこちらも

とても見応えがありました。 

 

フランク・ミュラー 

フランク・ミュラーの本社に行き時計を

実際に作っている様子を見ながら説明して

いただきました。ここには 1920 年代に新渡
城内から見たシオン城、Chateau de 

Chillon 

オリンピックミュージアムのメダル展

示＠The Olympic Museum, Lausanne 

シオン城内 Chateau de Chillon 

城外から見たシオン城、Chateau de 

Chillon 
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戸稲造が住んでいました。 

 

ジュネーブ大学の学生との交流 

ジュネーブ大学の学生との交流は本当に

有意義なものでした。お土産を買うのを手

伝ってもらったり、チーズフォンデュのお

店に連れて行ってもらったりと本当によく

してもらいました。チーズフォンデュはと

てもおいしかったです。学生パーティーも

あり、日本語学科の学生さんが持っている

カラオケグッズで一緒にカラオケもしまし

た。 

他にも街中を散歩したり、湖で船に乗っ

たりするなどたくさんのことを体験しまし

た。ジュネーブの街並みや遠くに見える

山々はとてもきれいでした。また、スイス

の食べ物はとても美味しくて、毎回食事が

楽しみでした。 

 

このプログラムに参加して 

私は今まではあまり長期の留学を考えて

いなく、英語もあまり勉強していませんで

した。しかし、このプログラムに参加して

本当に自分の考え方が今までと大きく変わ

りました。一度海外へ行って外の世界を見

たいと思い、このプログラムに参加を決め

ましたが、本当に一歩踏み出してよかった

と思っています。 

この留学で、慣れない言語でも一生懸命

聞き、身振り手振りを使いながらも一生懸

命伝えました。意思疎通ができたときは毎

回本当にうれしかったし、まだまだな不十

分な英語力でもこんなにもコミュニケーシ

ョンをとれ、一緒に交流できるのだという

ことがわかり本当に感動しました。そして、

もっとたくさん話せるようになりたいと思

いました。今回の体験を通して、できるこ

となら今後英語力を上げ、より長期の留学

に行きたいと考えるようになりました。 

また今回のプログラム内の講義や訪問な

フランク・ミュラー本社の入口 

日曜市場の様子＠Divonne, France 

旧新渡戸邸、現在のフランク・ミュラー社 
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どで、国際協力の大切さも学びました。こ

のように他の国の人々と交流することの素

晴らしさや国際協力の大切さを学べたこと

は自分にとって今回得たとても大きなもの

と言えると思います。 

 ジュネーブ大学の学生との交流も自分に

とって非常に大きなものでした。彼らの英

語はとても流暢で、日本語学科の学生は日

本語もとても上手でした。彼らとの交流の

中で、彼らの意識の高さや姿勢に強い刺激

を受け、モチベーションがとても高まりま

した。 

 スイスで会った人たちは本当に素敵な人

ばかりでした。また、スイスの人々の雰囲

気が私はとても好きでした。お店の店員さ

んも本当に感じのいい人ばかりで、楽しく

買い物できました。スイスの人々は挨拶が

とても丁寧です。エレベーターの乗り降り

だけでも、乗るときには挨拶をしてくれ、

降りるときはお礼を言ってくれました。こ

のようなところは日本人も見習っていかな

ければならないと思います。 

日本人は少し無口すぎる面があるので、

言うべきことはしっかりと口に出さなけれ

ばならないと思いました。もっと他人との

関わりを大切にしようと思いました。 

たった 10日でしたが、本当に貴重な経験

をしました。今回感じたことを忘れず、こ

の経験を今後に生かしていきたいと思いま

す。 

ジュネーブ大学の学生と食べた夕食 

レマン湖の遊覧船 
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報告書 原島慎吾 理学部 2 年 

 

今回の短期留学プログラムで、僕はとて

も充実した時間を過ごすことができた。そ

の理由は主に次の二つである。 

一つは、多くのことを学べたからだ。WHO、

ICRC、ILO、CERN、国連など、世界を代表す

る様々な国際機関を訪れ、そこで実際に働

く多くの方からお話を頂けたことは、あり

がたさを通り越して恐縮してしまうほどだ

った。また、彼らは真摯に僕たちの話を聞

き、求められた以上の回答をしてくれた。

僕は何よりもその姿に感銘を受けた。見習

うべき姿勢を学べたことが、多くの lecture

から得た一番の知識であった。 

 もう一つは、現地の学生と交流し、友達

になれたからだ。 

今回のプログラムには、ジュネーブ大学

の学生と交流する企画が組まれていた。最

初、僕は言葉の壁もあり、異文化に暮らす

彼らとうまく接することができるのだろう

かと憂鬱だった。しかも、まず初めに講義

をともに受けたのだが、その時に見せつけ

られた、彼らの意識・能力の高さに僕は圧

倒され、自分の力との差に辟易し、僕の中

で、現地の学生との距離は遠かった。 

そのわだかまりが無くなったのは、送別

会の時だった。送別会は、ジュネーブ大学

の生徒達が企画をし、僕たち日本の学生と

合わせて計 20人ほどで、学校の部屋を借り

て、カラオケをし、ピザを食べた。20人が

入っても余裕のある大きさの部屋で、大き

なスクリーンと PCを使いカラオケを楽し

んだ。この時、講義をともに受けた何人か

が、歌を歌うのをとても恥ずかしがってい

た。その時僕は「あんなに能力の高い彼ら

も、歌を人前で歌うのは恥ずかしいのか。」

と感じたことで、完璧だと思っていた彼ら

に人間味を感じ、非常に親近感を抱かせら

れた。これがきっかけとなり、「仲良くなれ

るのではないか」という思いがうまれ、僕

は、カタコトの英語でも話しかけ、友達に

なるための努力をした。話をしてみると、

彼らは僕の話を理解しようと耳を傾け、意

思を伝えようと努力をし、冗談を言いあい、

笑ってくれる、とても素敵な人達であった。

素晴らしい夜だった。言葉も文化も違う、

だからこそ感じることのできた形容し難い

感情に溢れて、別れはつらく、切なく、悲

しかった。多くの友達ができた。連絡先を

交換し、再会を約束した。今年日本に来る

という人も多く、今はそれを楽しみに日々

を過ごしている。スイスにいる最後の夜、

CERN にて 

Franck Muller にて 
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一人の生徒が「明日帰国してしまうなんて

悲しい。」と言って、わざわざ家から車を運

転して僕たちの宿泊先まで来てくれたこと

は忘れられない。「次の日の朝は早いけど、

大丈夫だ。」と言って、夜遅くまで楽しそう

に話していた。この時僕は、離れ離れにな

ってしまうのが悲しいという思いが自分だ

けのものではなかったことに感動し、そし

て、僕達に掛け替えのない時間をくれた相

手に、少しは何かを返すことができたのか

もしれないと感じ、嬉しかった。今回得た、

人とのつながりを大切にしようと思う。い

つか再会したときに、また楽しく話せるよ

うに。もう一度会いたいと思える人と友達

になれたことが、スイスへ行った自分から

の最高のお土産であった。 

僕が参加したこのスイスのプログラムは、

予定表に書かれていないことも多く行われ、

おかげで「今日は何が起こるのだろう」と、

毎日が楽しみだった。僕はこの 10日間がこ

れほど掛け替えのない時間になるなど想像

もしていなかった。この経験を励みに、こ

れから先、頑張っていけると確信している。 

次回参加する方に言いたいことは、英語

ができたほうが、僕はもっと何かを得られ

たのだろうと思うことと、乗り物の酔い止

めは 10日分持って行くことをお勧めする

くらいである。 

そして最後に、この場を借りて数多くの

方にお礼を言いたい。 

自分と関わってくださった皆のおかげで、

忘れることのできない時間を過ごすことが

できました。どうもありがとうございまし

た。特に、スイスにいる間多分にお世話に

なりました、玉城英彦先生、内田治子先生、

本当にどうもありがとうございました。 

18 



 
 

報告書 中島加恵子 経済学部 2 年 

 

 今回、短期スペシャルプログラムでスイ

スを訪れたことは自分にとって貴重な経験

になりました。日本にいる間には身近に感

じていなかった国際連合や WHO などの国際

機関を実際に訪れ、そこで働く方から直接

レクチャーを聞くことができ、自分にとっ

て遠い存在だった国際機関を少しだけ近く

感じることができました。それによって、

自分の視野を広げることができ、さらに新

たな観点を得ることもできました。また、

ジュネーブ大学の医学部の学生や日本語学

科に通う学生との交流の場もあり、コミュ

ニケーションをとるためには英語に限らず、

言語というツールを使いこなせるようにな

らなければいけないと改めて実感しました。

向こうの学生は、日本の学校と同じ時期く

らいから英語の勉強を始めているにも関わ

らず、習得のレベルがまったく違うことに

驚き、さらに勉強しなければいけないなと

思いました。 

 10日間という短い期間でも、多くのこと

を見たり、経験したりすることができたの

で、今後の長期留学への思いも強くなりま

した。このプログラムに参加するまでは、

交換留学を半年にしよと思っていましたが、

一年に伸ばしたいと思うようになりました。

また、一か国だけではなく、2 段階留学と

いう道も考えてみようかなとも思いました。

今回のプログラムが、今後の自分の留学な

どにも大きく影響したので、自分にとって

このプログラムに参加したことがとても意

味のあるものになりました。 

  

ジュネーブ大学でのグループ発表にて 

WHO での授業風景 

レマン湖畔にて 
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Programme for Hokkaido University Students, University of Geneva, 15th to 24th 

March 2015 

Date Activities Resource persons 

Day 1 (Sun) 15/3/2015: Departure/Arrival (Sapporo/Geneva) 

Day 2 (Mon) 16/3/2015 

10:00-12:00 Lecture 1: Orientation MOTAMED, TAMASHIRO 

12:00-13:00 Lunch 

13:00-14:00 Welcome and introduction to University of 

Geneva by International Relations and 

Institute of Global Health 

International 

Relations, 

FLAHAULT, MOTAMED, 

TAMASHIRO, UCHIDA 

14:00-15:30 Lecture 2: Geneva "capital of peace". 

Functions and roles of the International 

Committee of the Red Cross (IRCR). 

Experiences from the field. (Part I) 

ETIENNE 

15:30-15:45 Break 

15:45-17:15 Lecture 3: Geneva "capital of peace". 

Functions and roles of the International 

Committee of the Red Cross (IRCR). 

Experiences from the field. (Part II) 

ETIENNE 

Day 3 (Tue)  17/3/2015 

9:30-11:00 Lecture 4: What is Europe? European history 

and supranational organization of European 

States (Part I) 

GODARD, MOTAMED 

11:00-11:15 Break 

11:15-12:45 Lecture 5: What is Europe? European history 

and supranational organization of European 

States (Part II) 

GODARD, MOTAMED 

12:45-13:45 Lunch 

13:45-15:15 Lectures 6: Swiss & Geneva history and 

religious reformation. Walk and talk 

lecture (confirmed) (Part I) 

HAEMMERLE 

15:15-15:30 Break 

15:30-17:00 Lectures 7: Swiss & Geneva history and 

religious reformation. Walk and talk 

HAEMMERLE 

20 



 
 

lecture (confirmed) (Part II) 

Day 4 (Wed) 18/3/15   

  09:00-10:30 Lectures 8: Why people are sick? Lecture and 

debate on Global Health with the students of 

Univ. of Geneva (Part I) 

MOTAMED 

  10:30-10:45 Break   

  10:45-12:15 Lectures 9: Why people are sick? Lecture and 

debate on Global Health with the students of 

Univ. of Geneva (Part II) 

MOTAMED 

  12:15-13:15 Lunch   

  14:00-16:00 Visit Geneva astronomical observatory. A 3D 

travel into the universe  

EKSTROM, TAMASHIRO, 

UCHIDA 

  19:00-22:00 Welcome home. Experience hospitality in a 

Swiss house. 

MOTAMED, TAMASHIRO, 

UCHIDA 

Day 5 (Thu) 19/3/15   

  09:30-10:15 Lecture 10: Working experience with WHO WHO staff 

  10:15-11:00 Lecture 11: Work and function of WHO WHO staff 

  11:00-12:00 Lecture 12: Work and public relations of WHO WHO staff 

  12:00-13:00 Lunch at WHO  

  13:00-15:00 WHO tour   

  15:00-17:00 Visit to the League of Nations TAMASHIRO and UCHIDA 

Day 6 (Fri) 20/3/15   

  10:00-11:00 Lecture 13: Introduction to CERN Japanese guide 1  

  11:00-12:00 Lecture 14: Visit the super conducting 

magnet test facility 

Dr YAMAMOTO 

  12:00-13:00 Lecture 15: Visit the Synchrocyclotron Dr YAMAMOTO 

  13:00-14:00 Lunch at CERN   

  14:30-17:00 Follow of the footprints of Dr Inazo NITOBE 

in Geneva, 1920-1926 

Palais Wilson, Nitobe's old residence in 

Genthod (Franck Muller) 

TAMASHIRO and UCHIDA 

  18:00-21:00 Farewell party (organized by students from Geneva students, 
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University of Geneva and Institute of Global 

Health) 

MOTAMED, TAMASHIRO 

Day 7 (Sat) 21/3/15   

  09:30-18:00 Visit UNESCO world heritage. Lavaux, the 

10'000 vineyards terraces and a Swiss 

cultural heritage. Chillon castle. A 1000 

year old monument on the shore of the Leman 

lake and  

TAMASHIRO and UCHIDA 

Day 8 (Sun) 22/3/15   

  09:30-18:00 A close look to the Alps mountains, 

Chamonix, France 

TAMASHIRO and UCHIDA 

Day 9 (Mon) 23/3/15 visits to UN agencies   

  10:00-12:00 Visit to WHO: Lectures 16/17 by Dr Kojima and 

Ms Minato 

TAMASHIRO and UCHIDA 

  12:00-13:00 Lunch at ILO TAMASHIRO and UCHIDA 

  13:00-13:50 Lecture 18: by Mr Kiyo Shibata, ILO Library TAMASHIRO and UCHIDA 

  14:00-17:00 Lecture 19: on work and function of the 

League of Nations (Library) 

TAMASHIRO and UCHIDA 

Day 10 (Tue) 24/3/2014: Departure (Geneva/Sapporo)   

 10:00-12:00 Visit to World Trade Organization (WTO) TAMASHIRO and UCHIDA 

  12:00-13:00 Lunch at WTO TAMASHIRO and UCHIDA 

  13:00-15:00 Preparation for departure TAMASHIRO and UCHIDA 

  17:00 Departure TAMASHIRO and UCHIDA 
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資料２．参加者名簿（ジュネーブ大学） 

 

  

No. 氏名 学部 在籍年次 性別 
新渡戸カレッジ生 

YES／NO 

1 小倉 政貴 公共政策大学院 1 男 NO 

2 川村 航太 公共政策大学院 1 男 NO 
3 杵鞭 光功 法学部 2 男 NO 
4 島田 穂波 文学部 2 女 NO 
5 中島加恵子 経済学部 2 女 YES 

6 原島 慎吾 理学部 2 男 NO 
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資料 3：学生のコメント～留学後アンケート調査から 

 

スケジュールイング（曜日や時間配分

など）について。 

 講義が、今回の日程の前半にあり、その

ため、スイスや国連機関について学んで

から、いろいろなところを見て回れたの

は、学んだことを実感することができ、

非常によかったと思う。 

 余裕を持ってスケジュールをこなせた

と思う。 

 週末が後半にくるのは良かった。 

 博物館やシオン城などの施設をもう少

しゆっくり見たいと思ったので、時間に

余裕があれば見学時間をもう少し長く

していただけるとよいかもしれないで

す。 

 ILO にもっと時間を割いてほしかった。 

 

今回の留学でもっとも感動したのは

何ですか？ 

 教授やスイスの学生たちが、僕の拙い英

語を、真摯に聞いて、理解しようと努力

してくれたこと。また、僕が理解できる

ように伝えようと努力してくれたこと。 

 国際機関に実際に入って中を見られた

こと。 

 ブルントラントの肖像画（写真？）を見

たこと。 

 

今回の留学でもっとも驚いたのは何

ですか？ 

 ジュネーブ大学の学生の勉強に対する

意識の高さ。日本との考え方の違い。 

 現地の大学生における熱烈な歓迎をし

てくれたこと。 

 ジュネーブ大学の日本語学科の学生の

日本語を学ぶことへの意欲が高いこと。 

 現地の先生や学生の方々など、皆とても

親切でアットホームな雰囲気で迎え入

れてくださり、とても感動しました。他

の国の人々とこんなに仲良く交流でき

たということがまず感動したことでし

た。またセルンでの、世界中の国の人々

が、戦争ではなく、研究などの一つのこ

とに向かい一緒に頑張っていくことの

大切さについてのお話もとても感動し

ました。 

 現地の学生が英語を流暢に使いこなし

ていて、また日本語もとても上手な学生

が多く、3 か国語を使いこなせている事

にとても驚きました。また、ジュネーブ

大学の進級の厳しさについてもとても

驚き、自分ももっと努力しなくてはと思

いました。 

 スイスでは救急車を使うのにお金の支

払いが必要であること。 

 

今回の留学でもっとも新鮮であった

ことは何ですか？ 

 試食をさせてくれたり、バスのチケット

の確認をしないことなど、日本ではあま

り考えられないくらい、気前がいい（？）

こと。 

 ヨーロッパでも物価にかなりの差があ

ること。 

 思っていた以上に治安がよかったこと。 

 母国語ではない言語で、身振り手振りを

使いながら、頑張ってコミュニケーショ

ンをするということがまず新鮮でした。
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大変ではありましたが、頑張ればちゃん

と伝わり、伝わるたびに喜びを感じまし

た。 

 海外の日本語学科の学生との交流。

今回の留学でもっとも学んだことは

何ですか？ 

 目標とするべき人となりを学んだ。考え

方・価値観の違いを学んだ。

 国際機関に実際に赴くことができたこ

と。

 なぜ、ジュネーブという都市が国際的都

市としてなりたっているか。

 英語に限らずコミュニケーションをと

るために十分な言語の力が必要だとい

うこと。

 国際交流、国際協力のすばらしさと大切

さを一番学んだと思います。現地の人々

との交流でそれを身をもって感じまし

たし、赤十字や国連機関の訪問などでも

国際協力の大切さを学ぶ事ができまし

た。

 Multi-disciplinary の必要性。

今回の留学でもっとも意外だったこ

とは何ですか？ 

 とても楽しかったこと。もっと勉強ばか

りで閉鎖的だと思っていました。生活環

境の違い。

 こんなにも、他の国に簡単に移動するこ

とができ、買い物ができるということ。 

 英語表記の場所が少なかったこと。

 学生で日本語を話せる人がとても多か

ったことです。こんなに日本語も使って

話す事ができるとは思っていませんで

した。また日本語学科の学生は、日本の

歌や漫画のこともとてもよく知ってい

て、カラオケなども一緒に楽しむことが

でき、意外でしたしとても驚きました。 

 国連に見学に来る人が多かったこと。

その他、今回の留学で感じたことや報

告したいことは何ですか？ 

 友達がたくさんできました。本当に濃密

な時間を過ごすことができたことへの

感謝。また、これから、努力をして、理

想の人間像に近づけるように、頑張りま

す。今はとにかく、少しでもジュネーブ

大学のみんなに追いつけるように、頑張

りたい。そしてまたいつか、一緒に講義

を受けて、プレゼンをしたい。

 実際に、現地に赴くことによって初めて

その国の実態や、人柄が理解できるとい

うこと（百聞は一見に如かず）。

 日本で留学したいと思っているより短

い期間でも実際に行ってみた方が留学

への意欲がわくということ。

 スイスの街がとても綺麗で、本当に素敵

な街だと感じました。自然もとても綺麗

でした。また、お店やレストランなどで、

店員さんがとても親切で雰囲気がよく、

感動しました。現地の人々との交流が今

回一番自分が刺激を受けたことでした。

このような交流が、国際的な理解につな

がっていくのだと強く感じましたし、そ

うして感じた交流の大切さを報告した

いと思いました。

 何でも寄り道してみると、何かヒントが

あるかもしれない。

今後の留学のための改善点やコメン

ト、意見などを聞かせてください。 
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 スイスに行く前に、明確にできるプログ

ラムの内容は明示して、事前学習を促す

ようにできると、スイスに行ってから、

より多くのことを得られると思います。

また、スイスにいる間、自習時間を設け

てほしいと感じたことはありました。 

 広告の仕方一つで、参加者は激増すると

思います。奨学金や、全体でいくらかか

るかの、具体的な出費の明示があるだけ

でも、金銭面に対する不安は減るだろう

し、プログラムの内容を具体的に示すこ

とで、どれだけリーズナブルなプログラ

ムになっているか理解するのに難しく

ないと思います。 

 少し、短い期間ではあったため、国際機

関に行くことのできる数も限られてし

まったため、これほど国際機関が揃って

いるなかで行くことができなかったの

は残念であるが、その分、WHO などでは

密に、職員や組織に触れることができ、

非常に貴重な体験をさせていただいた

と思っている。また、現地の大学生との

交流時間も限られていたため、なにか一

緒に研修を行う機会もなかなか難しか

ったが、今後実際に北大に留学しようと

している学生もいたため、そういった面

も考慮してもう少しそこに時間を割い

たプログラムにしても良いかと思う。 

 留学先の学生との交流の時間がもう少

し欲しかった。 

 紙の資料など手元に残る資料が多いと、

事後学習にとても取り組みやすくなる

ので、可能であれば手元に残る資料をも

う少しいただきたいと思いました。(ノ

ートも取っていましたが、英語力に限界

があるため、もう少し資料があると助か

ります。) 

 ときどきの先生の小噺や経験談もとて

もためになりました。 
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2015/6/29

1

２０１５年３月 短期留学スペシャルプログラム

スイス・ジュネーブ

国連機関・新渡戸稲造の足跡を訪ねて

参加者

公共政策大学院２年 川村航太 理学部３年 原島慎吾

公共政策大学院２年 小倉政貴 文学部３年 島田穂波

法学部３年 杵鞭光功 経済学部３年 中島加恵子

1

資料４．学生の帰国報告会資料

目次
1. スイス・ジュネーブについて、主な訪問先・学習内容

2. ICRC （International Committee of the Red Cross)  について

3. WHOについて

4. ジュネーブ大学の学生たちとの交流

5. フィールド・ビジット

6. 感想・学んだこと

2

ジュネーブとはどんなとこ？？？①
• スイスに位置する第二の都市

3

ジュネーブ

ジュネーブってどんなとこ？？？②

• ジュネーブ市の人口：18万人 （ジュネーブ州の人口：43万人）

•面積：１５．８５㎢
•主要言語：フランス語
• →都市規模としては小さいが世界でも有数の国際都市

•主要な国連機関が多数存在

4

ジュネーブってどんなとこ？？？③

5

自然豊かで観光
色も豊かな都市

主な訪問先

• 大学：ジュネーブ大学

• 国連機関：国際連合欧州本部（UNOG）
世界保健機関（WHO）
国際労働機関（ILO）

• その他：国際赤十字委員会（ICRC）
国際オリンピック委員会（IOC）
欧州原子核研究機構（CERN）

6
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7

ICRCの活動

8

ICRCの7原則
• Humanity（人道）

• Impartiality（公平）

• Neutrality（中立）

• Independence（独立）

• Voluntary Service（奉仕）

• Unity（単一）

• Universality（世界性）

9

【humanity】
「赤十字は苦痛と死とに対して戦う。それは、人間がいか
なる状況においても人間らしく扱われることを要求す
る。」

「人間は、もはや仲間を愛することができないとわかったら、
死んだのも同然である」
（マクサンス・バン・デル・メルシュ）

10

WHOとは．. .

WHO constitution…

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being

and not merely the absence of disease or infirmity.”（Definition of Health)

•設立… 1948年 （本部：スイス・ジュネーブ）

• 194の加盟国… アフリカ、アメリカ、南東アジア、欧州、
東地中海、西太平洋の6つの地域事務局

•目的… 国への技術支援、健康の動向の監視・評価など

11

WHOの主な活動分野
•感染症 （エボラ出血熱、エイズ…）

•非感染症 （がん、糖尿病、慢性呼吸器疾患…）

•保健システム

•生涯にわたる健康

•危機管理など
12
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エボラ出血熱

•感染方法… ウイルスは体液などを通じて感染

空気感染はしない

直接死者に触って埋葬する伝統的な儀式や習慣

WHOは埋葬やそれに関係した人を見つける。

直接コンタクトをとり、感染拡大を防ぐ。

ICRCや国境なき医師団
などの機関との協力

13

WHOのなかの日本
• 1951年5月 加盟

•西太平洋地域に属する （事務局はフィリピン・マニラ）
•分担金はアメリカに次いで２位の多さ

⇒分担金＋任意拠出金では加盟国中第５位

WHO邦人職員数は約３０人（７５００人中）

日本人職員が少ない！！ 適正なWHO邦人
職員数は

94～128人
14

学生との交流
• ディスカッション

• 自由時間(お土産、夕食)

• 学生パーティー

15

ディスカッション
一人暮らしのお年寄りが家で転んで

ケガをしてしまったというケースについて

原因と予防方法を考えた。

グループごとにディスカッションを行い、

その後発表を行った。

16

ディスカッション
• 様々な見地からの意見が出てとても勉強になった。
・・・保健医療は医療分野だけの問題ではない！

• 日本とスイスの保健医療の比較などもすることができた。
・・・スイスの医療費は高い⁉

• 英語力の不足を一番痛感した瞬間であった。

17

自由時間
• お土産選びを手伝ってもらった
• 美味しいチーズフォンデュのお店に連れていってもらった

18
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学生パーティー
• ピザなどを食べながら色々なお話をし、交流を深めた。
• カラオケも一緒に楽しんだ。

19

交流で感じたこと
• 国際交流の素晴らしさを感じた。
・・・他の国の人とコミュニケーションをとり、話題や楽しみを共有できたこ
とが本当に嬉しかった。

• ジュネーブ大学の学生の意識の高さに強い刺激を受けた。
・・・特に語学面では…

20

国連欧州本部（在ジュネーブ）

• 国際連盟の本部

• 1946年から国連のジュネーブ事

務局となる：国連欧州本部

• 国際連盟の図書館

新渡戸稲造が活躍した連盟時代

の会議の議事録も残っている

21

CERN
（the European Organization for Nuclear Research）

• 世界最大規模の素粒子物
理学研究所

• ジュネーブ郊外のフランスと
の国境地帯にある
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シヨン城

• スイス ヴォ―州
レマン湖の東端に位置
（ジュネーブの反対側）

• 11世紀以前から存在

• 様々な建築様式が取り入
れられている
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フランク・ミュラー

• 時計メーカーのフランク・ミュ

ラーの本社兼工房

• 1920年代に新渡戸稲造（当

時、国際連盟事務次長）が

実際にこの家に住んでいた
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プログラムを終えて
• 英語力の不足を実感し、もっと話せるようになりたいと思った
• 将来海外や国際機関で働くイメージを持つことができた
• より長期で留学したいと思った
• これからの大学生活を考える上で貴重な経験になった
• 参加前に持っていたスイスのイメージと違う部分があった
• スイス以外の国にも興味が出た
• 学習のモチベーションが高まった
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