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大学短期留学スペシャルプログラムの概要（2015年度） 

この報告書は 2015 年度に、学部学生 2

年次以降の学生を対象として、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。

2015 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。 

 ペラデニヤ大学 スリランカ・ペラデニ

ヤ 2015 年 8 月

 デラサル大学 フィリピン・マニラ

2015年 9月

 カセサート大学 タイ・バンコク

2015年 9月

 ジュネーブ大学 スイス・ジュネーブ

2015年 9月

 ジュネーブ大学 スイス・ジュネーブ

2016年 2月

 台北医学大学 台湾・台北

2016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 2016年 3月

当該報告書でははじめに、担当者が

2015 年度に実施したプログラムの概要や

実施経緯などを概説した。しかしながら、

台北医学大学およびオークランド大学で

は、この報告書作成中も研修真っ盛りで

あるので、これらの研修に参加している

学生の報告書および帰国後発表会資料な

どは今回の報告には含まれていない。 

本報告書では、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、今後のプ

ログラムの改善や内容充実に資すること

にする。 

私たちは 2015 年度に、6 か国 7 大学、

つまりペラデニヤ大学（スリランカ）、デ

ラサル大学（フィリッピン）、カセサート

大学（タイ）、ジュネーブ大学（スイス、

夏春 2回実施）、台北医学大学（台湾）、お

よびオークランド大学（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る。 

新渡戸稲造は当時（1920年）、スイス・

ジュネーブに本部を置く国際連盟

（League of Nations）の事務次長として

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。本報告書で

も、新渡戸稲造のジュネーブでの活躍に

ついて、多くの紙面を割いた。 

さて、7つのプログラムに参加した学生

総数は 54人（男 26人、女 28人）で、そ

のうち新渡戸カレッジ生は 24 人（男 14

人、女 10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

スイス（夏季）12人、次いでスイス 11人

（春季）、フィリピン 7人、タイ 7人、ス

リランカ 6 人、ニュージーランド 6 人で

あった。学部別に見ると、工学部と農学

部・農学研究院がもっとも多くそれぞれ

10人、次いで法学部 8人、医学部が 7人、
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その他文学部・文学研究科 6人、理学部 5

人、経済学部・経済学研究科 4人、環境科

学院 3 人、教育学部 1 人、薬学部 1 人な

どであった。 

新渡戸カレッジ生 24 人では、法学部 6

人がもっとも多く、次いで工学部、農学部、

理学部がそれぞれ 4 人、医学部、文学部

がそれぞれ 2 人、経済学部、薬学部がそ

れぞれ 1人であった。 

当該報告書は前述したように、台北医

学大学とオークランド大学の短期留学に

参加した学生の報告書ならびにそれぞれ

の帰国後発表会資料はまだ含まれていな

い。これらのデータを併せて、最終報告書

を後日作成する予定である。 

今回の 2016年春の短期留学スペシャル

プログラムは上記の大学の他に、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）、およびデ

レサール大学（フリィピン）でも実施する

予定であったが、案内が非常に遅れたこ

となどもあって、留学を実施するのに必

要な最小限（5人以上）の数の学生を募集

することができなかった。募集人員に満

たなかったのは、これらのプログラムが

学生に魅力がないというのではなく、広

報の不備によるものであった。このよう

な状況にあっても、何人かの学生はそれ

ぞれのプログラムに応募していた。実施

するのに見合う人数に達せず、最後に取

りやめになって、応募した学生ならびに

ホスト大学には大変ご迷惑をお掛けした。

この場を借りてお詫び申し上げます。 

今回、キャンセルになったのはすべて

アジアの大学でのプログラムであったが、

それは主に広告と案内などの不備による

もので、本学の学生がそれらの地域に関

心がないということではないと思う。次

回以降、これらの不備を改善して、学生の

ニーズに応えるように、多様なプログラ

ムを開発し、学生に提示すべきであると

思っている。個人的にも、北大の学生はこ

れらの地域と日本との関わりについての

近代史をよりいっそう学び、特にこれら

の地域の同世代の人たちとの人的交流を

促進すべきであると考える。 

近距離による学生の経済的負担の軽減

は言うまでもない。さらに、第二次世界大

戦前および大戦中におけるフリッピンお

よび台湾における日本の外交史などは、

わが国の若者に必ずしも十分に理解され

ていない。インドやスリランカなどにお

ける文化・宗教などの多様性について学

習することは、グローバル化の理解にも

極めて有益である。グローバル化におけ

る日本のガラバコス化を知る上でも、こ

れらの国々での研修は貴重なものになる、

と私は確信する。 

アメリカ合衆国やヨーロッパの先進国

から学ぶだけでなく、近隣のアジアの

国々の人びとの相互理解および対話を通

じて、今後、グローバルに活躍できる北大

の学生が大勢育つことであろう。このよ

うな学生を支援し、育むのが新渡戸カッ

レジの本来の目的である。 

また最後に、国際本部国際教務課の

方々には、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スタッフと併

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

参加者の学生および関連部局の先生方に
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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、いろいろな方々や大

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
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新渡戸稲造－国際社会への助走 

 

１．新渡戸稲造と私 

私は 1985 年 3 月から 2000 年 5 月まで

スイス・ジュネーブ（Genève）に本部が

ある WHO（世界保健機関）に勤務していた。 

自宅のあるコぺ（Coppet、Vaud)からジ

ュネーブ州に入るとすぐに、ベルソワー

（Versoix）という古い街にでる。そこか

らスイス通り（Route Suisse）を数百メ

ートル行くと、レマン湖畔沿いに広大な

日本大使公邸がある。その大使公邸は、

スイスだけではなくヨーロッパにおける

日本外交の拠点となっている。 

大使公邸を後にして、さらにベルソワ

ーを通り抜け次の街のベルビュー

（Bellevue）に行くまでの四車線の大き

な直線道路で、スイス鉄道と平行して走

っている。そのスイス鉄道側には古い館

が点在するジャントー（Genthod）という

街がある。鉄道沿いにはフランク・ミュ

ラー(Franck Muller)のスイス高級機械式

時計メーカーがあり、その大きな看板が

目を引く。 

 私はこの町ジャントーを右手に見なが

ら、ベルビュー（Bellevue）に出て、プ

レニー・シャンベジー（Pregny-Chambésy）

の坂を上って、フランス大使館そして米

国大使館の前を運転し WHO に通．ってい

た。その間の距離は約 15 キロメートル、

15－20分の運転を、15年以上も繰り返し

ていた。 

 この私の通勤路に、新渡戸がかつて住

んでいて、彼がジュネーブや国際連盟と

ゆかりのある人であることを、私は最近

知った。そして現在、彼の名を冠した北

海道大学の特別教育プログラム、新渡戸

カレッジに関わっているのは、何か縁が

あるようで感慨深い。 

 彼は国際連盟創設期に日本を代表する

国際人として、1920から 1926年までこの

ジャントーの町に住んでいた。そして、

国際連盟のスポークスマンとしてだけで

はなく、日本を代表する広告塔の役目も

担っていた。新渡戸は国内外での活躍を

通して、多くの人たちの信望を集め、「ジ

ュネーブの星」と言われるまでになって

いた。 

 

２．新渡戸稲造がかつて住んでいた館 

ジャントーは、ジュネーブ市街から東

へ約数キロメートル、マラニィー

（Malagny）とクルーデュ・ジャントー

（Creux-de-Genthod）を統合している。

クルーデュ・ジャントーにはその名を冠

した有名なヨットハーバーとレストラン

がある。 

新渡戸稲造の邸宅、1920年頃 
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ジャントーに新渡戸が入居した 1920年

には人口が 472人であったが、2014年 12

月末現在約 2,776 人で、95 年間におおよ

そ 5 倍に増えている。そしてそこは閑静

な住宅地でジュネーブへの交通の便も良

く、ジュネーブ在住の外国人に特に人気

が高い。また、街中にインターナショナ

ル・スクールがあるのもその人気の一つ

である。 

人口増加の主な原因は外国人の居住で、

現在、外国人が住民のほぼ三分の一を占

めている。65 歳以上の全人口に占める割

合はほぼ 12％で、比較的若い人口構成で

ある。大部分の住民はフランス語を話し

ている。 

2000 年の国勢調査のデータであるが、

宗教的にはローマカトリックが全体の

32.5％、プロテスタントが 25.0％であっ

た。ジャントーの街は、フランス生まれの

ジョン・カルヴァン（John Calvin, 1509-

1564）を中心とする 16世紀前半に始まっ

た宗教改革と深い関わりがあり、住民は

それに強く感化されていた。1920 年頃、

ジャントーの大方の住民がプロテスタン

トであったという。 

新渡戸が国際連盟時代に住んでいた館

は今でも、森林やブドウ畑などに囲まれ

た美しい田園地域の一角にある。 

スイス鉄道の各駅電車に乗ってクルー

デュ・ジャントーの無人駅を降りると、ブ

ドウ畑が目の前に広がってくる。そのブ

ドウ畑の農道を登り切り、右折し約 600メ

ートル行ったと頃に新渡戸の旧館がある。 

この旧邸宅は、ジュネーブで有名な建

築家エドモンド・ファティオ（Edmond 

Fatio, 1871-1959）によってデザインさ

れたネオ・バロック様式で、1905 年に建

築されている。屋敷の名前は栗畑を意味

する、レザマンドリエ（Les Amandoliers）。

周りの住宅に比べても大きく優雅で重厚

感があった。 

彼は 1920-1926 年の間、ほぼ 7 年間、

この館に住んでいた。私が 1985年にボー

州に居を構えた頃、その家は空き家にな

っていた。その時、彼の旧邸宅であったと

いうことは知る由もなかった。 

晴れた日に館からはレマン湖やヨーロ

ッパの最高峰、モンブランが一望できる。

ジュネーブや近郊の人々は日本人が青空

高くそびえ立つ富士山に特別の心情を寄

せるように、春夏秋冬の四季の変化を彩

った空の色を背景にあたかも雪の帽子を 

新渡戸稲造の邸宅、1920年頃 

新渡戸稲造旧宅からも遠望できる 
モンブランとレマン湖 
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頭に乗せたような白い山、モンブランに

格別の想いを託す。 

３．スイスを代表する高級時計メーカ

ー・フランク・ミュラー（Franck 

Muller） 

2階建ての旧宅は現在、スイスを代表す

る高級時計メーカーの一つ、フランク・ミ

ュラーの社屋（Watchland、事務所兼工場）

になっている。1920 年当時の館の面影は

2 階の窓に少し見られるものの、館は内

装・外装リフォームが施され、現在は見違

えるほど新しい建物になっている。

（ http://www.franckmuller.com/en/fra

nck-muller/watchland） 

このフランク・ミュラーのディレクタ

ー、ニコラス・ルーダズ（Nickolas Rudaz）

氏 は、新渡戸がこの館に住んでいたこと

を私が話すまで知らなかった。彼はそれ

を聞いて、フランク・ミュラー社史に新し

い１ページを加えることができると喜ん

でいた。 

館の主は変わっているものの、その庭

から遠望するレマン湖とモンブランを初

めとするフランス・アルプスの山々の雄

姿は 100年前と何ら変わっていない。 

歴史は時代の流れの物語である。その

流れの中に、フランク・ミュラーが現れ

たことは偶然であろうが、この有名ブラ

ンドの時計メーカーは新渡戸の歴史をも

確実に彩るものとしている。ここで少し

ばかり寄り道して、歴史のいたずらを楽

しんでみたい。 

時計メーカー、フランク・ミュラーとは、

その社史によると、二人の男フランク・ミ

ュラーとバータン・シルメイク（Vartan 

Sirmakes）が 1980年代後半に起こった歴

史的な遭遇に始まる。優秀な若い技術者

のフランク・ミュラーが時計製造業スペ

シャリスト、バータン・シルメイクで働い

ていたとも言われている。 

 1991年に、ミュラーがシルメイクに自

分の時計のデザインを頼んだことが縁で、

フランク・ミュラー高級時計メーカーが

創設された。シルメイクは共同創始者で

現在 CEO についている。事務所兼工場が

この旧宅に置かれて以来、フランク・ミュ

ラーは、精緻さと斬新さを紡ぎ出し、新た

な社会の時を刻み続けて入る。 

フランク・ミュラーは現在、スイスの

6つの工場に 500人以上の職員を擁し、

Muller の中庭にて 
新渡戸稲造の旧邸宅跡、現在の Franck 

新渡戸稲造の旧邸宅跡、現在の Franck 
Muller〔スイス高級時計メーカー〕 
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ジャントーに新渡戸が入居した 1920年
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ドウ畑の農道を登り切り、右折し約 600メ

ートル行ったと頃に新渡戸の旧館がある。 

この旧邸宅は、ジュネーブで有名な建

築家エドモンド・ファティオ（Edmond 
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彼は 1920-1926 年の間、ほぼ 7 年間、
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っていた。その時、彼の旧邸宅であったと

いうことは知る由もなかった。 

晴れた日に館からはレマン湖やヨーロ

ッパの最高峰、モンブランが一望できる。

ジュネーブや近郊の人々は日本人が青空

高くそびえ立つ富士山に特別の心情を寄

せるように、春夏秋冬の四季の変化を彩

った空の色を背景にあたかも雪の帽子を 

新渡戸稲造の邸宅、1920年頃 

新渡戸稲造旧宅からも遠望できる 
モンブランとレマン湖 
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ほぼ 100か国に48専門店と600販売店を

構えて年間4万個の時計を製造してい

る。物づくりにこだわるというスイスの

時計製造の伝統を保持しつつ、革新的な

デザインと技術的な才能で、斬新な時計

を作っている。現在ではスイスを代表す

る高級時計メーカーの一つである。 

４．国連職員への道 

 新渡戸は米国やドイツに留学はしてい

たものの、外交官としての直接的な実績

はなかった。彼は大学人で学者である。 

そんな彼がどうして国際連盟の事務次

長についたのであろうか？その時、彼は

57 歳。国際連盟の初代事務総長（1920–

1933 年）、英国の外交官サー・ジェームズ・

エリック・ドラモンド（Sir James Eric 

Drummond, 1876-1951）が 37 歳であった

ことからも、他の職員に較べて、彼が高齢

であったことがわかる。 

彼は学問を究め、謙虚で聡明で、ウィ

ットに富んだ長老として、連盟の中でも

一目置かれる存在であった。当時の日本

の外交状況を推し量っても、彼はそのポ

ストに最適であったと思われる。 

現在の国際連合への就職に照らし合わ

せると、彼の場合は、政府（行政）から

の出向に当たる。出向に二種類があっ

て、一つは行政の中にいるスタッフ（い

わゆる役人）が国連機関に派遣される方

法と、二つは新渡戸のように政府から推

薦を受けた国の代表として行く方法であ

る。日本は国連職員に占める、いわゆる

出向組の割合が高い国として知られてい

るが、彼のような人事は現在でも比較的

稀である。 

出向組でも国連に忠誠を誓う誓約書に

サインしなければならないが、現実には、

派遣職員はその派遣先の代表として表と

裏で活躍することが期待されているし、

実際、派遣先の省庁との連絡役としての

重要な役割も担っている。 

国連職員への道には、１）JPO（Junior 

Professional Officer）制度の利用 ２）

国連事務局ヤング・プロフェッショナル・

プログラム（YPP）への応募 ３）出向（役

所から派遣されること） ４）空きポスト

に応募すること、の大きく４つの方法が

ある。その他に、政治的なポストもあるが、

若い人や役所以外の人がその対象になる

ことはほとんどない。 

１）JPO は外務省が 35 歳以下の若い人

を対象に実施するプログラムで、原則と

して 2年間国連機関に派遣される。2年後

の正職員となる保障はないが、それが望

まれている。 

２）YPPとは、国連事務局若手職員を採

用するための試験で、試験に合格した者

はポストがオファーされる。 

サンピエール寺院から眺めた 

ジュネーブ旧市街 
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３）出向とは、役所の職員（国や地方の

公務員が対象だがほとんどが国）が、「国

際機関等に派遣される一般職の国家公務

員の処遇等に関する法律」（昭和 45 年 12

月 17日法律第 117号）に基づいて、関連

の国連機関に通常 2－3年間派遣されるこ

と。公務員以外の出向はほぼありえない。

派遣職員には、その派遣の期間中、国連機

関などの派遣先からの給与の他に、派遣

元（日本政府）の機関から俸給や扶養手当、

地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、

住居手当および期末手当のそれぞれ 100

分の 100以内を支給される。 

４）の場合は、国連機関が募集するポ

ストに直接応募する方法である。これに

近いものであるが、日本人採用の特別な

ミッションが設けられる場合もある。私

はそれに応募して、外務省での面接試験

を受けた後、採用通知をもらった。 

このような日本人特別採用ミッション

が設けられる背景には、拠出金額の割合

には国連日本人スタッフが少ないことに

起因している。 

５．新渡戸稲造の国際舞台への助走 

1920 年国際連盟が発足した時には、基

本的に出向以外の選択肢はなかった。新

渡戸は、当時の大正政府の全面的なバッ

クアップを受けて国際連盟の事務次長に

なった。 

彼は６才から英語を習い、札幌農学校

では米国人講師から講義をすべて英語で

受け、米国に留学する前から英語力は相

当なものであったということが想像でき

る。19 歳で札幌農学校卒業し、北海道の

開拓使民事局勧業課後、21 歳で東京大学

に入学した。 

新渡戸は後年、東大入学時の心境を次

のように記している。 

「太平洋の橋になり度と思います。日

本の思想を外国に伝え、外国の思想を日

本に普及する媒酌になり度のです。」（『帰

雁の蘆』弘道館、1907年 p4）。 

東大退学後、22歳の時に（1884年明治

17 年）渡米し、ペンシルヴァニア州のア

レゲニー大学（Allegheny College）に入

学した。しかし古典的な教育方法に必ず

しも満足せず、メリーランド・ボルティモ

アにある新設のジョンズ・ホプキンス大

学（Johns Hopkins University）に転入し

ジュネーブ大学構内の宗教革命記念碑 

旧国際連盟（現在の国連欧州本部） 
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た。同じ時期に、後で米国の第 27代大統

領となるウィウォード・ウィルソン

（Woodrow Wilson, 1856-1924）もこの大

学で学んでいた。また彼はここでプロテ

スタント・キリスト教の一派であるクエ

ーカー教徒になり、そこで将来の伴侶と

な るマリ ー・ エルキ ントン （ Mary 

Elkinton, 1857-1938）と出合った。 

その後 25歳の時に帰国し、母校の教師

になるが、明治政府にドイツ留学を命じ

られ、ボン大学（ライン・フリードリヒ・

ヴィルヘルム大学ボン、 Universität 

Bonn）、ベルリン大学（フンボルト大学ベ

ル リ ン 、 Humboldt-Universität zu 

Berlin）、およびハレ大学（マルティン・

ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク；

Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg）で学んだ。その後札幌農学校

の教授となるが、体調を崩し母校を離れ

渡米する。その頃から『武士道』の執筆を

始める。 

後述するが、その後、台湾総督府技官、

総督府の糖務局長、京都大学教授、東京大

学教授、東京女子大学初代学長などの大

きな重責を担う職務に就いた。 

この間 30歳に、米国で前述のマリー・

エルキントン（日本語名：新渡戸萬里子）

と結婚、1900年（明治 33年）に『武士道』

を英語で出版。新渡戸は国内外において

その名を轟かせていた。 

日本では明治維新から 30 年が経過し、

日本政府は国際社会の一員になるために

必死であった。1905年（明治 38年）に日

露戦争に勝利し、明治政府の「西欧に追い

つけ追い越せ」の気運は最高に達してい

た国内外の情勢の中で、彼は教育者とし

て、国内外で活躍していた。当時の日本に

は、彼の教養と才能、および国際性が必要

であった。 

当時の国際政治環境において、政府は

彼の能力を必要としていた。また、日本を

代表し世界の舞台で活躍することを期待

されるポストに、政治家でも中央省庁の

役人でもない、一介の教育者を推薦した

という、当時の日本政府の度量の大きさ

にも感嘆させられる。 

６．武士の子 

 新渡戸は 1862 年（文久 2 年）、明治維

新の 6 年前、日本が大きく変わろうとす

る時、兄 2 人姉 5 人兄弟の末っ子、そし

て武士の子として盛岡藩（現在の岩手県

と青森県東部）の盛岡で生まれた。祖父の

代から開拓事業に従事し、彼にもそのフ

ロンティア・スピリット（開拓者精神）が

引き継がれていた。 

 彼の父十次郎は、彼が 5歳の時に 47歳

の若さで亡くなった。時代は幕末から明

治へと大きく変わり、「西洋に学び、西洋

に遅れをとるな」という号令の下、藩の子

弟の教育にも変化が生じていた。新渡戸

家には当時、オランダの蝋マッチ、スイス

旧国際連盟の前庭にて 
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のオルゴール、フォークやナイフなどの

西洋のもの中で生活し、子供心にも西欧

に対する興味をかきたてられていた。 

さて当時、武士の子として生まれると

はどういうことを意味したのであろうか。

彼が生まれたのは明治維新の 6 年前とは

言え、まだ江戸時代で武士が社会のヒエ

ラルキー(hierarchy)のトップに君臨し

ている時代である。新しい時代の幕開け

を待たずに、彼の父親は世を去った。子た

くさんの家族の生活は母親一人の肩にか

かってきた。生活は貧しくても、武士の子

は武士の子である。 

母親は、何かにつけて、武士の子だから

と言って、子供たちを戒めていた。いたず

らをすれば「武士の子」、泣けば「武士の

子」、勝てば「武士の子」、負ければ「武士

の子」。彼もその言葉には辟易していた。

母親にとっては、夫亡き後、子供たちをい

かにして武士の子に育てるかどうかが最

大の関心事であり、また彼女の使命であ

ると強く信じていた。 

武士は本質的に行動の人であり、強い

人でなければならない。武士の子は、叡智

があって、規範的な行動を身につけ、勇気

のある人でなければならなかった。それ

らが武士道につながる。つまり武士道の

骨格を支える３要素は、「智・仁・勇」で

ある。智とはそれぞれの分別（Wisdom：つ

まり見識、知恵、英知、良識、常識など）、

仁とは善行（Benevolence：つまり博愛、

仁愛、慈善など）、勇とは勇気（Courage：

勇敢、度胸など）のことである。 

母せきは、子供たち、特に末っ子の稲造

には「武士の子」としての教育を施した。

その一環として、英語教育が含まれてい

たのは偶然とは言え、後ほど、彼の生涯を

左右するほど重要な生活の一部となった。

その偶然がなければ、新渡戸稲造は後の

新渡戸稲造となりえなかったであろう。 

 

７．武士の子の教育－柔術 

わが国では近代、武士に必須な武術の

修練の他に、藩校において武士の教育と

して武士に必要とされる儒学が教授され

た。幕末期になって、国学、洋学、および

西洋医学などの新しい学問・技術が導入

されたが、それらは藩校とは別の施設に

おいて行われた。居住地域での「組」や家

庭における人間関係などを通して、武士

としての資質、つまり武士道の育成も図

られた。後年、彼が書いた『武士道』の中

にその影響を読み取ることができる。 

彼は武士の子として、朝は暗いうちか

ら道場で柔術などの古武道を習い、そし

てその意味はわらなかったが「論語」や

「孟子」をとにかく大きな声で読んでい

た。 

武士の教育において、最も重要視され

たのが、品性を高めることであった。結局、

品性、品、品位は、智徳、そして武士道の

骨組みを支える三本柱である智・仁・勇に

よって高められるものであろう。知性を

表現するために用いられた「知」という語

は、主として叡智（ものごとの本質を見と

おす、深くすぐれた知性）を意味し、知識

には極めて付随的地位が与えられていた。 

武士道教育の教科目は主として剣術、

弓術、柔術もしくは柔、馬術、槍術、兵法、

書道、倫理、文学、および歴史で構成され

ていた。その中で柔術と書道については

説明が要る。 
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学で学んでいた。また彼はここでプロテ

スタント・キリスト教の一派であるクエ

ーカー教徒になり、そこで将来の伴侶と

な るマリ ー・ エルキ ントン （ Mary 

Elkinton, 1857-1938）と出合った。 

その後 25歳の時に帰国し、母校の教師

になるが、明治政府にドイツ留学を命じ

られ、ボン大学（ライン・フリードリヒ・

ヴィルヘルム大学ボン、 Universität 

Bonn）、ベルリン大学（フンボルト大学ベ

ル リ ン 、 Humboldt-Universität zu 

Berlin）、およびハレ大学（マルティン・

ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク；

Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg）で学んだ。その後札幌農学校

の教授となるが、体調を崩し母校を離れ

渡米する。その頃から『武士道』の執筆を

始める。 

後述するが、その後、台湾総督府技官、

総督府の糖務局長、京都大学教授、東京大

学教授、東京女子大学初代学長などの大

きな重責を担う職務に就いた。 

この間 30歳に、米国で前述のマリー・

エルキントン（日本語名：新渡戸萬里子）

と結婚、1900年（明治 33年）に『武士道』

を英語で出版。新渡戸は国内外において

その名を轟かせていた。 

日本では明治維新から 30 年が経過し、

日本政府は国際社会の一員になるために

必死であった。1905年（明治 38年）に日

露戦争に勝利し、明治政府の「西欧に追い

つけ追い越せ」の気運は最高に達してい

た国内外の情勢の中で、彼は教育者とし

て、国内外で活躍していた。当時の日本に

は、彼の教養と才能、および国際性が必要

であった。 

当時の国際政治環境において、政府は

彼の能力を必要としていた。また、日本を

代表し世界の舞台で活躍することを期待

されるポストに、政治家でも中央省庁の

役人でもない、一介の教育者を推薦した

という、当時の日本政府の度量の大きさ

にも感嘆させられる。 

６．武士の子 

 新渡戸は 1862 年（文久 2 年）、明治維

新の 6 年前、日本が大きく変わろうとす

る時、兄 2 人姉 5 人兄弟の末っ子、そし

て武士の子として盛岡藩（現在の岩手県

と青森県東部）の盛岡で生まれた。祖父の

代から開拓事業に従事し、彼にもそのフ

ロンティア・スピリット（開拓者精神）が

引き継がれていた。 

 彼の父十次郎は、彼が 5歳の時に 47歳

の若さで亡くなった。時代は幕末から明

治へと大きく変わり、「西洋に学び、西洋

に遅れをとるな」という号令の下、藩の子

弟の教育にも変化が生じていた。新渡戸

家には当時、オランダの蝋マッチ、スイス

旧国際連盟の前庭にて 
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柔術は、他の攻撃の型と異なり何らの

武器をも使用しない。その目的は敵を殺

すことでなく、相手の身体のある個所を

掴み、あるいは打撲して一時的に敵の行

動を麻痺されることである。つまり、相手

を殺傷せずに捕らえたり、護身を重視す

る日本の武術である。とどめを刺すピス

トル文化などに見られる他国の武術と大

きく異なる。わが国では切腹の作法とし

て、切腹人が刀を引き回すところで、介錯

人は首を皮一枚残して斬ったという。 

これは東西の議論の作法の違いに反映

されて、現在に至っているようにも見え

る。西洋流のディベートではとどめを刺

すかのように相手を徹底的に打ちのめす。

必ず勝敗が決着する。 

ディベートには一般に、１）論理的にも

のを考えるようになる ２）相手（他人）

の立場に立って考えることができるよう

になる ３）幅の広いものの考え方、見方

をするようになる ４）他者の発言を注

意深く聞くようになる ５）話す能力が

向上する ６）主体的な行動力が身につ

く ７）協調性を養うことができる、など

の教育の副次的効果が挙げられるが、そ

れに懐疑的な立場の人もいる。 

ディベートは、つつましさと思いやり

の美徳をもち、対立を好まない日本人や

日本文化に合わないとする意見もある。

議論、ディスカッションは技術ではなく、

知性（つまり叡智）が重要であると私は思

う。 

議論において、相手のとどめを刺すの

ではなく、敵にさりげなく逃げ場をつく

ることもわが国の美徳の一つではないか。

余裕があるなら、相手のとどめを刺すの

ではなく、もてあそべと。 

西洋流と日本流をうまくミックスしつ

つ、知性に富んだ会話を日頃から楽しむ

ことがまず私たちには求められている。

相手を殺傷せずに捕らえたり、身を護る

ことを重視する日本の武術、柔術から、私

たちはディスカッションの奥義を学ぶこ

とができるように思う。 

８．武士の子の教育－書道 

武士の教育において、柔術と同様、書道

は極めて重要であった。わが国の表現文

字である書道の芸術的価値および絵画的

性質に加え、わが国では、筆跡がその人の

個性的な人格を表すものと考えられてい

る。書道は、書くことで文字の美を表そう

とする東洋の造形芸術であり、中国を起

源とするが、日本においては漢字から派

生した仮名などでも創作活動が行われて

いる。 

 わが国の義務教育では、国語科の書写

として小学 3 年生以上の授業では毛筆に

より指導されることが学習指導要領で定

められているというが、私はその訓練の

記憶がまったくない。沖縄育ちの私の環

境では、学習指導要綱の実施が徹底して

いなかった可能性もなきにしもあらず。

だからというわけではないが、私の筆跡

は誠にお粗末なものである。よって、私は、

筆跡は人格の表現というより、個性の現

れではないかと公言している。幸いに、ノ

ートパソコンは印字において、門地に関

係なく平等である。技術の発展はありが

たい。 

武士は撒けても転んでも武士である。

貧乏を誇り、利益を得て汚名をきるより
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むしろ損失を選ぶ。武士は金銭そのもの

を蔑んだ。「文臣は銭を愛し、武臣は死を

恐れる」。 

そのような環境において、武士は書道

を好んだ。先人たちの努力と創意の積み

重ねから生まれた美しい筆跡より、作品

の深さや著者の心の高さなどを学んだ。

武士は書道の手本、臨書を用いて技術・書

作の原理を習得し、創作活動への自己の

成長を図り、自分の個性的な人格を形成

していった。 

文字の美しさと学問レベルは、必ずし

も同じではないらしい。学歴が高くて知

能は優秀なのに、文字が上手くない人は

結構な数がいるとのこと。またその逆の

場合もある。豊臣秀吉は尾張の水飲み百

姓の家に生まれ、知恵と努力で天下を取

った人である。しかし出自が卑しいから

文化面に疎いと思っている人が多いかも

しれないが、書道界だけでなく数多くの

分野で活躍した北大路魯山人（1883－

1959）は、「書道に優れた三人を選ぶとし

たら、豊臣秀吉は間違いなく入るだろう」

とまで言っている。 

秀吉の辞世の句「露と落ち 露と消えに

しわが身かな なにはの事も 夢のまた

夢」。また味わい深い。 

 

９．新渡戸稲造と英語教育 

下級武士の子孫とはいえ、彼の当時の

生活環境は恵まれていた方である。彼の

生誕から 100 年後、1962 年というと私は

12 歳であった。私の故郷の島の学校の約

250 人の子供たちは家が半農半漁であり、

その環境に比べても、1世紀年前の彼の育

った環境の方がずっとましである。 

 田舎の島育ちの私の所には当時、電気

も水もなく、「ひもじい」思いで毎日を過

ごしていた。中学で英語を学んでいたが、

その記憶は薄い。しかし、ある時、米軍の

ヘリコブターが校庭に着陸し、異国の人

を見た記憶は清明だった。 

 私の学校に赴任したばかりの女の先生

がヘリコブターの翼の下で、2倍ほども伸

長差がある大男たちと堂々と会話してい

たことが忘れられない。その先生は大学

を卒業したばかりの若い先生だった。 

ヘリコブターの大きな音にたじろぐこ

ともなく、毅然たる態度で米兵と英語で

話していた。その光景に全員が釘づけに

された。その彼女に憧れて若干、英語を少

しばかり積極的に学ぼうとする学生が増

えた。 

さて、前置きが長くなったが、新渡戸家

の子供たちの教育は母せきが担うように

なった。末っ子の稲造は特に母にかわい

がられ、彼も母を敬愛していた。母せきは

将来を見越して、子供たちに一般の読み

書きの他に、かかりつけの医師から「かに

文字」（英語、横書きすることから）を習

わせた。彼が 6 歳の時であった。彼はま

すます西欧に対する興味が高まり、上京

して英語を勉強したい気持ちが強くなっ

ていた。東京には洋服店を経営している

叔父、当時 30歳の太田時敏がいた。 

太田時敏は時代の変化を敏感に感じ取

っていて、若い者は東京に出てこそ、新し

い時代に対応できると考えていた。彼は

このような叔父を東京（江戸）に持ってい

たことが幸いであった。 

ついに、1871 年（明治 4 年）9 歳の時

上京し叔父太田時敏の養子となり太田稲
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柔術は、他の攻撃の型と異なり何らの

武器をも使用しない。その目的は敵を殺

すことでなく、相手の身体のある個所を

掴み、あるいは打撲して一時的に敵の行

動を麻痺されることである。つまり、相手

を殺傷せずに捕らえたり、護身を重視す

る日本の武術である。とどめを刺すピス

トル文化などに見られる他国の武術と大

きく異なる。わが国では切腹の作法とし

て、切腹人が刀を引き回すところで、介錯

人は首を皮一枚残して斬ったという。 

これは東西の議論の作法の違いに反映

されて、現在に至っているようにも見え

る。西洋流のディベートではとどめを刺

すかのように相手を徹底的に打ちのめす。

必ず勝敗が決着する。 

ディベートには一般に、１）論理的にも

のを考えるようになる ２）相手（他人）

の立場に立って考えることができるよう

になる ３）幅の広いものの考え方、見方

をするようになる ４）他者の発言を注

意深く聞くようになる ５）話す能力が

向上する ６）主体的な行動力が身につ

く ７）協調性を養うことができる、など

の教育の副次的効果が挙げられるが、そ

れに懐疑的な立場の人もいる。 

ディベートは、つつましさと思いやり

の美徳をもち、対立を好まない日本人や

日本文化に合わないとする意見もある。

議論、ディスカッションは技術ではなく、

知性（つまり叡智）が重要であると私は思

う。 

議論において、相手のとどめを刺すの

ではなく、敵にさりげなく逃げ場をつく

ることもわが国の美徳の一つではないか。

余裕があるなら、相手のとどめを刺すの

ではなく、もてあそべと。 

西洋流と日本流をうまくミックスしつ

つ、知性に富んだ会話を日頃から楽しむ

ことがまず私たちには求められている。

相手を殺傷せずに捕らえたり、身を護る

ことを重視する日本の武術、柔術から、私

たちはディスカッションの奥義を学ぶこ

とができるように思う。 

 

８．武士の子の教育－書道 

武士の教育において、柔術と同様、書道

は極めて重要であった。わが国の表現文

字である書道の芸術的価値および絵画的

性質に加え、わが国では、筆跡がその人の

個性的な人格を表すものと考えられてい

る。書道は、書くことで文字の美を表そう

とする東洋の造形芸術であり、中国を起

源とするが、日本においては漢字から派

生した仮名などでも創作活動が行われて

いる。 

 わが国の義務教育では、国語科の書写

として小学 3 年生以上の授業では毛筆に

より指導されることが学習指導要領で定

められているというが、私はその訓練の

記憶がまったくない。沖縄育ちの私の環

境では、学習指導要綱の実施が徹底して

いなかった可能性もなきにしもあらず。

だからというわけではないが、私の筆跡

は誠にお粗末なものである。よって、私は、

筆跡は人格の表現というより、個性の現

れではないかと公言している。幸いに、ノ

ートパソコンは印字において、門地に関

係なく平等である。技術の発展はありが

たい。 

武士は撒けても転んでも武士である。

貧乏を誇り、利益を得て汚名をきるより
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造と改名した。これが太田稲造の国際社

会への助走の、本当の一歩ではなかった

か。 

翌年（10 歳の時）築地の外人英学校へ

入学した。そして、明治 6 年 11 歳の時、

南部利泰が明治 4 年に開設した「共慣義

塾」へ転向した。 

 彼が本格的に英語の勉強に専念したの

は、この英学校に入学してからである。明

治政府ができてからわずか 4 年しか経っ

ていない時に、戊辰戦争で破れた北国の

南部藩の師弟がどうして英語という異国

語を習うようになったのか、私には大変

興味深い。 

 彼はわんぱくで甘えん坊だった、とい

う。その少年は、日本の伝統的な風土の中

で、武士の子として育てられた。その武士

の子としての育て方と英語教育が、国際

舞台で活躍する彼の基礎を創ったと思わ

れる。 

 

１０．太く短く輝く人生もあり 

新渡戸は 1891年、メリー・P・エルキン

トン（34 歳）と結婚、帰国し、札幌農学

校教授となり北海道庁技師を兼務した。

1893 年しばらく北海道庁技師を本務とし

ていたが、1894 年札幌農学校予科主任に

就任、再び札幌農学校教授を本務とした。 

その傍ら、遠友夜学校を設立、校長を務

めた。その頃、メリー夫人も日本に帰国し

た。遠友夜学校の由来は、「朋、遠方より

来る有り、亦楽しからずや」という、論語

の一節にちなんだものである。遠友夜学

校の創設にあってはメリー夫人側からの

資金援助を受けたが、その背景について

の詳細は別の機会に譲ることにする。 

1897年 35歳の時、病気により札幌農学

校を休職し、静養のため札幌を離れた。翌

年（1898 年）札幌農学校、北海道庁に辞

表を提出し、療養のためカリフォルニア

へ転地した。その間に療養先のカリフォ

ルニアで『武士道』を英語で出版した。 

このように見ていくと、新渡戸が札幌

に滞在したのは学生時代の 4 年と卒後の

北海道開拓使御用掛勤務 1 年、および札

幌農学校教授時代の 6 年を合わせて、11

年間である。札幌農学校を離れた後も、遠

友夜学校の校長を務めていたが、それは

ほぼ名誉職に近いものであった。彼が実

質的に札幌に滞在したのは合計 11年間で

あるが、彼が札幌や北海道大学に残した

足跡はその滞在期間だけでは推し量れな

い。 

彼は札幌農学校の二期生として入学し

た時には、副学長のウィリアム・クラーク

（William Smith Clark）博士はすでに米

国に帰国していた。クラーク博士が札幌

農学校に教師として教育したのはたった

の 8 か月である。新渡戸は彼が短期間に

遺した多くの遺産に一番感化され、それ

を吸収した学生の一人であった。札幌農

学校から北海道帝国大学、そして現在の

北海道大学に名称変更しているが、クラ

ークの精神は一貫して変わることなく、

北海道大学の精神的支えとなり、大学の

基本理念として今に生き続けている。 

世の人、業績を残すのは仕事期間の長

さ、人生の長短ではなく、その期間のエネ

ルギー量で決まる。長くこつこつと仕事

をする人もおれば、短期間に集中してエ

ネルギーを有効利用し素晴らしい成果を

収める人もいる。二つのタイプはその手
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法において非常に異なるものであるが、

毎日の仕事に手を緩めないという点にお

いて一致している。 

 

１１．人生の巡り会わせ 

1891 年に米国から帰国し、体調を気遣

う新渡戸に、南国行を薦めた人、そして彼

の国際連盟への道にも大きく関わった人、

後藤新平との人生の巡り合わせについて

述べたい。 

1862 年生まれの彼より 5 歳年上の後藤

は 1857 年 7 月 24 日、現在の岩手県奥州

市水沢区で、仙台藩家臣の長男として生

まれ（1929 年没）、彼とは同郷でもある。

後藤は現在の名古屋大学医学部を卒業し

医師になり、官僚として勤務しながら、

1890 年ドイツに留学した。その後内務省

（現在の厚生労働省）衛生局長に就任し

た。 

1890 年 33 歳の時に、当時北里柴三郎

（1853-1931）が助手として働いていた細

菌学の創始者コッホ（Robert Koch, 1843-

1910）の研究所、ドイツ・ベルリンに留学

した。衛生局の後輩である北里に細菌学

の教えを乞うことになるが、それを快く

受け入れた後藤の率直な態度がコッホを

感嘆させたという。学ぶことに対しては

年齢も身分の上下も、何も関係ない。 

彼はその後、ドイツの衛生制度と社会

政策を学ぶために，ミュンヘン大学に移

り、そこで２年間の間に医学博士号を取

得している。 

後藤は 1898年、行政手腕の巧みさから

当時の陸軍次官兼軍務局長の児玉源太郎

（1852-1906）の目にとまり、自分が台湾

総督となるとその女房役である民政長官

に彼を抜擢した。台湾総督府民政長官を

きっかけに、彼は、1906 年南満洲鉄道初

代総裁に就任し、第一次・第二次桂（太郎）

内閣の逓信大臣（1908－1913年）、寺内（正

毅）内閣と第二次山本（権兵衛）内閣の内

務大臣（それぞれ 1916－1918年と 1923－

1924年）および寺内内閣の外務大臣 1918

年の 5か月）の政治の要職についた。 

彼は計画の規模の大きさから、「大風呂

敷」とあだ名がついていた。第二次山本内

閣の内務大臣であった時につまり 1923年

に発生した東京大震災の後に、彼が立案・

企画した東京都市計画に今もその一端を

垣間見ることができる。 

火災で焼野原になった東京の街を大幅

に改良し、インフラを整えようとした。彼

の計画は東京の街をパリやロンドンの街

に似せて、ロータリーの環状道路や放射

状道路などの構造を多く取り入れた壮大

なものであったが、彼の計画はほとんど

採用されることがなかった。よって、その

後の東京の車社会への対応に支障をきた

すことになったとされる。しかしながら、

現在、皇居前の行幸通りなどにその計画

の一端を見ることができる 

その後は、ボーイスカウト日本連盟初

代総長や東京放送局（後の日本放送協会）

初代総裁、拓殖大学第三代学長を歴任し

た。 

後藤は台湾や満州などの開発の他に、

人材の登用にも力を注いだ。新渡戸も彼

に台湾行きを頼まれていた。しかし彼は

病弱を理由にそれを断り続けていたが、

その程度のことで諦める後藤ではなかっ

た。断り切れなくなった新渡戸は、台湾行

きの条件として、１日１時間の昼寝を要
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造と改名した。これが太田稲造の国際社

会への助走の、本当の一歩ではなかった

か。 

翌年（10 歳の時）築地の外人英学校へ

入学した。そして、明治 6 年 11 歳の時、

南部利泰が明治 4 年に開設した「共慣義

塾」へ転向した。 

 彼が本格的に英語の勉強に専念したの

は、この英学校に入学してからである。明

治政府ができてからわずか 4 年しか経っ

ていない時に、戊辰戦争で破れた北国の

南部藩の師弟がどうして英語という異国

語を習うようになったのか、私には大変

興味深い。 

 彼はわんぱくで甘えん坊だった、とい

う。その少年は、日本の伝統的な風土の中

で、武士の子として育てられた。その武士

の子としての育て方と英語教育が、国際

舞台で活躍する彼の基礎を創ったと思わ

れる。 

 

１０．太く短く輝く人生もあり 

新渡戸は 1891年、メリー・P・エルキン

トン（34 歳）と結婚、帰国し、札幌農学

校教授となり北海道庁技師を兼務した。

1893 年しばらく北海道庁技師を本務とし

ていたが、1894 年札幌農学校予科主任に

就任、再び札幌農学校教授を本務とした。 

その傍ら、遠友夜学校を設立、校長を務

めた。その頃、メリー夫人も日本に帰国し

た。遠友夜学校の由来は、「朋、遠方より

来る有り、亦楽しからずや」という、論語

の一節にちなんだものである。遠友夜学

校の創設にあってはメリー夫人側からの

資金援助を受けたが、その背景について

の詳細は別の機会に譲ることにする。 

1897年 35歳の時、病気により札幌農学

校を休職し、静養のため札幌を離れた。翌

年（1898 年）札幌農学校、北海道庁に辞

表を提出し、療養のためカリフォルニア

へ転地した。その間に療養先のカリフォ

ルニアで『武士道』を英語で出版した。 

このように見ていくと、新渡戸が札幌

に滞在したのは学生時代の 4 年と卒後の

北海道開拓使御用掛勤務 1 年、および札

幌農学校教授時代の 6 年を合わせて、11

年間である。札幌農学校を離れた後も、遠

友夜学校の校長を務めていたが、それは

ほぼ名誉職に近いものであった。彼が実

質的に札幌に滞在したのは合計 11年間で

あるが、彼が札幌や北海道大学に残した

足跡はその滞在期間だけでは推し量れな

い。 

彼は札幌農学校の二期生として入学し

た時には、副学長のウィリアム・クラーク

（William Smith Clark）博士はすでに米

国に帰国していた。クラーク博士が札幌

農学校に教師として教育したのはたった

の 8 か月である。新渡戸は彼が短期間に

遺した多くの遺産に一番感化され、それ

を吸収した学生の一人であった。札幌農

学校から北海道帝国大学、そして現在の

北海道大学に名称変更しているが、クラ

ークの精神は一貫して変わることなく、

北海道大学の精神的支えとなり、大学の

基本理念として今に生き続けている。 

世の人、業績を残すのは仕事期間の長

さ、人生の長短ではなく、その期間のエネ

ルギー量で決まる。長くこつこつと仕事

をする人もおれば、短期間に集中してエ

ネルギーを有効利用し素晴らしい成果を

収める人もいる。二つのタイプはその手
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求した。それで決着ありと思っていた彼

に、後藤は、執務室にベッドを持ち込んで

もよいなどの破格の条件を提示して結局

承諾させている。それは２年間にわたる

説得の成果であった。 

彼は台湾総督府の技師に任命され、

1901年に南国に旅立った。 

 

１２．誘われるまま 

時は進んで 1918年、北海道帝国大学が

設置され、東北帝国大学農科大学は北海

道帝国大学農科大学となり、前述の佐藤

昌介（札幌農学校第一期生、岩手県花巻市

出身）が初代の大学総長に就任した。欧州

ではパリ講和会議が始まり、第一次世界

大戦が終了した。 

ドイツ留学を通じて、西洋文明に触れ

た後藤はその優れた部分を強く認めるも

のの、同時にコンプレックスを抱くこと

になったというが、新しい文明を理解し

吸収しようとする彼の精神は貪欲で旺盛

であった。時に欧州では、第一次世界大戦

が終戦し、ウィルソン米国大統領を筆頭

に、世界平和のあり方を模索する動きが

活発であった。まさに、時代の転換期にあ

った。欧州からは遠い極東の地、日本にお

いてもそのニュースは断片的ではあるが

入ってきていた。 

後藤は、このような一連の欧米の動き

に大変興味を持っており、自分の目で確

認したと思っていた。新渡戸は後藤に誘

われるまま、彼の防米視察に同伴するこ

とになった。当時、後藤は拓殖大学、新渡

戸は東京女子大学の学長であった。 

後藤は、「新渡戸君、6 千億円かかった

大芝居（第一次世界大戦のこと）だ。一つ

見物しに行こうではないか」と新渡戸ら

を誘い、1919 年 3 月 4 日に米欧視察の旅

に出たのである。彼は 1919 年 3 月 4 日

（大正 8 年）、4 人の弟子（後藤一蔵、田

島道治、笠間（日木）雄、鷲尾正五郎）を

連れて横浜港を出帆し、1919年 3月 21日

サンフランシスコに到着した。妻のメア

リーは、カリフォルニアから一向に参加

した。彼にとっては、７年振りの渡米であ

った。 

4 月 7－9 日：ロッキー山脈の中心にあ

る小都市頃ラド・スプリングで休養 

4 月 15 日：スプリングフィールド、リ

ンカーンの墓参り。 

途中、シカゴから川上清、岩永祐吉、ニ

ューヨークから鶴見祐輔が一向に加わる。 

約２か月半をかけて米国を回り、各界

を代表する人たちに合って、米国の国際

連盟に対する態度などに関する情報も収

集した。 

1919年 5月 31日、米国東部のノヴァス

コシア・ハリファックスから英国向けア

クタリア号に乗船した（後藤伯、新渡戸稲

造、田島道治、笠間（日木）雄、永祐吉、

鶴見祐輔）。彼らを乗せた客船はその 6日

後に英国サザンプトンに到着した。彼と 4

人の弟子は初めて英国の地を踏んだ。彼

はドイツに留学していたので、ヨーロッ

パの文化に幾分親しんでいたが、同行者

にとってはまったく初めての経験であっ

た。それから英国で 1 か月過ごして、一

向は 6月 30日にパリに向け出帆した。 
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１３．幸運は突然訪れる 

一向がパリに到着した時には、パリ講

和条約は、ヴェルサイユ宮殿の鏡の間で

すでに調印されていた（6月 28日）。これ

は後世、「ヴェルサイユ条約」と呼ばれる

ようになった。これによって、第一次世界

大戦後の国際秩序が整理された。 

ヴェルサイユ条約には、国際平和機構

としての国際連盟の設立が挙げられてい

た。これに対する当時の米国大統領ウィ

ルソンの功績が大きいことは前述した。

しかし、米国自身は加盟せず、共産主義国

であるソビエト連邦、敗戦国のドイツな

どの大国の加盟が認められなかったこと

などから組織としては脆弱なものであっ

た。 

 このような世界の転換期に、新渡戸は

パリの街角に立っていた。その時、パリ講

和会議日本代表首席全権の西園寺公望元

首相（1849-1940）もパリに滞在していた。

彼は西園寺公望に挨拶に出かけた。首席

全権大使は、第一次山本内閣の外務大臣

（1913 年 2 月 20 日-1914 年 4 月 16 日）

を務めた牧野伸顕元外相と駐英大使珍田

捨巳を随伴していた。 

牧野伸顕は、薩摩藩士大久保利通の二

男として、1861 年 11 月 24 日、薩摩国鹿

児島城下加治屋町猫之薬師小路に生れた

（1949 年没）。新渡戸より 1 歳年上であ

る。また第 92代内閣総理大臣、そして現

在（2016 年）の副総理兼財務大臣麻生太

郎は彼の曾孫（ひまご）にあたる。 

珍田捨巳は 1857 年 1 月 19 日、弘前藩

士の子として弘前で生まれ（1929 年没）、

外交官となる。1919 年のパリ講和会議で

全権の一人として、全権大使西園寺公望

元外務大臣を補佐していた。 

 1919 年パリ講和会議が開催されている

頃、米国発の「スペインかぜ」がフランス

でも猛威を奮っていた。スペインかぜは、

1918年から 1919年にかけ、全世界的に流

行した、インフルエンザのパンデミック

である。感染者 6億人、死者 4,000～5,000

万人にも達したと推定されている。ウィ

ルソン大統領の政治アドバイザー・エド

ワード・マンデル・ハウス（ Edward 

Mandell House）もインフルエンザに感染

し、公職の実践を妨げられただけでなく、

米国代表団の一部からは死者も出たとい

う。このような状況で、パリ市内を移動す

ることは危険極まりないことであった。 

新渡戸がこの時期にパリにいたことが

彼のその後人生を大きく変えるが、本人

はその時それを知るよしもなかった。日

本は、第一次世界大戦に途中から参戦し

棚ぼた式に戦勝国の一国になった。 

国連事務総長になったイギリスのドラ

モンドは最初、日本には一ランク低い部

長級を当てる人事を考えていたが、他の

常任理事国とのバランスを考慮して、日

本にも事務総長に次ぐ高いポスト事務局

次長を割り当てるように考えを変えてい

た。それは日本側の交渉の成果でもあっ

た。 

しかし、次長職を獲得した日本代表団

は、そのための人事をまったく想定して

いなかったので、ドラモンドの要請に非

常にとまどっていた。日本代表団は、パリ

の大使館でその人選に苦慮していた。事

務次長になる人は、「語学が堪能で、見識

を備えていて、人格も素晴らしく、欧米人
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連れて横浜港を出帆し、1919年 3月 21日

サンフランシスコに到着した。妻のメア

リーは、カリフォルニアから一向に参加

した。彼にとっては、７年振りの渡米であ
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パの文化に幾分親しんでいたが、同行者

にとってはまったく初めての経験であっ

た。それから英国で 1 か月過ごして、一
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のなかで仕事をしても遜色のない人物」

ということであったので、当時、日本全国

を見回してもざらにいるわけはなかった。

ちょうどそんな時に、後藤や新渡戸らの

一行がパリに現われたのである。 

牧野伸顕は彼を見て「ああ、ここに適任

者がいた」と小さく叫んだという。実際は

もっと込み入っていたようだが、彼は正

に神に導かれるようにパリに到着したの

であった。（藤井茂（新渡戸基金事務局長）

「真の国際人」新渡戸稲造(1)世界が愛し

た“国連の星”より。 

 

１４．国際連盟事務次長への道 

 私たちの人生は、その過程で何を学ぶ

ことも大事だが、それ以上に「誰に合う」

かがもっと重要である。 

新渡戸がもし後藤の欧米視察に同行し

ていなかったとすれば、彼のその後の人

生はかなり違ったものになっていたであ

ろう、と想像することは難しくない。「芝

居を見に行こう」と誘われたのが縁で、彼

は後年「ジュネーブの星」になった。 

後藤は彼を国際連盟に推薦するつもり

で彼の同行を依頼したのであろうか。後

藤と西園寺との間で、パリ講和会議の進

行過程において、彼のことが話題に上ら

なかっただろうか。二人が直接話す機会

があったとすれば、1919 年後半以前でな

ければならない。 

新渡戸造は最初、自分は適任でないと

辞退したが、説得されて最終的に承諾し

た。その後、その承諾を心から喜んだとい

う。 

欧州から遠く離れた極東 Far Eastの国

（欧米から見て、もっとも東方を指す地

政学的呼び方だが、日本はその地域でも

もっとも東に位置する。欧米的には極東

は地政学的な意味の他に、文化的にまだ

進んでいない地域というニュウアンアス

もある）が常任理事国になったこと自体

が奇跡であった。さらに、事務総長につい

で高い 4 つの事務次長ポストの一つを得

たのもまた信じられないようなことであ

った。いずれにせよ、日本は 1933年脱退

まで国際連盟の常任理事国として、その

中核的役割を担っていた。 

日本代表は実際、新渡戸がパリに到着

する前に、国際連盟の初代事務総長

（1920–1933 年）、英国の元外交官サー・

ジェームズ・エリック・ドラモンドに彼の

名を提出していたという。 

新渡戸はそのポストについて事前に打

最初の国際連盟事務所（現在 Palais 
Wilson、旧 Hotel National） 

イギリス公園に臨む大噴水、Jet d’Eau 
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診されていなかったことは確かなようで

ある。日本代表団は事務次長のポストを

確認してから、彼の承諾を得るのに凡走

した。彼らは、その時すでにフランスを離

れ、ベルギー経由でロンドンに戻ってい

た。同行していた後藤の承認を得てから、

新渡戸にそのことが伝えられた。 

１５．「果報は寝て待て」 

新渡戸の戸惑いは想像がつく。彼は 57

歳にして天命を知るとともに、責任の重

さを痛感した。このようなことは自分か

ら求めてできるものではない。 

「果報は寝て待て」とは、良いことは自

然にやってくるものなので、静かに待っ

ているのがいい、という意味だろうが、何

もしないで寝ていれば良いことがやって

くるというものではない。一生懸命挑戦

した後に、良い結果になるか悪い結果に

なるかは運次第。だから、慌てず焦らず、

落ち着いて待っているのがいい。 

幸運を得るためには、今できることを

今しっかりやっておかなければならない。

幸運は準備されたものに微笑むという言

葉もある。また、果報（良い結果と悪い報

い）の結果に対する心の準備・心構えをし

っかりと整えていることも大切である。 

新渡戸は、果報は寝て待つ心の準備が

できていた。彼は 6 歳から英語を習い、

これまでの努力が報われて、国際連盟初

代の事務次長の一人に抜擢された。それ

から 1926 年末に退職するまで約 7 年間、

彼は世界の檜舞台で、国際人としての仕

事に誠心誠意没頭した。 

新渡戸は、日本最初の国際人の一人で

あろう。彼の足跡は、現代の日本人にも大

いに参考になるものと確信する。その意

味でも、北海道大学の特別教育プログラ

ムとしての新渡戸カレッジの創設は時宜

を得たものである。 

国際連盟の事務次長に就任後、ロンド

ンの仮事務所で国際連盟創設の準備作業

に尽力しながら、彼は『米国建国史要』を

出版した。（続く。玉城英彦） 

14

のなかで仕事をしても遜色のない人物」

ということであったので、当時、日本全国

を見回してもざらにいるわけはなかった。

ちょうどそんな時に、後藤や新渡戸らの

一行がパリに現われたのである。

牧野伸顕は彼を見て「ああ、ここに適任

者がいた」と小さく叫んだという。実際は

もっと込み入っていたようだが、彼は正

に神に導かれるようにパリに到着したの

であった。（藤井茂（新渡戸基金事務局長）

「真の国際人」新渡戸稲造(1)世界が愛し

た“国連の星”より。

１４．国際連盟事務次長への道

私たちの人生は、その過程で何を学ぶ

ことも大事だが、それ以上に「誰に合う」

かがもっと重要である。

新渡戸がもし後藤の欧米視察に同行し

ていなかったとすれば、彼のその後の人

生はかなり違ったものになっていたであ

ろう、と想像することは難しくない。「芝

居を見に行こう」と誘われたのが縁で、彼

は後年「ジュネーブの星」になった。

後藤は彼を国際連盟に推薦するつもり

で彼の同行を依頼したのであろうか。後

藤と西園寺との間で、パリ講和会議の進

行過程において、彼のことが話題に上ら

なかっただろうか。二人が直接話す機会

があったとすれば、1919 年後半以前でな

ければならない。

新渡戸造は最初、自分は適任でないと

辞退したが、説得されて最終的に承諾し

た。その後、その承諾を心から喜んだとい

う。

欧州から遠く離れた極東 Far Eastの国

（欧米から見て、もっとも東方を指す地

政学的呼び方だが、日本はその地域でも

もっとも東に位置する。欧米的には極東

は地政学的な意味の他に、文化的にまだ

進んでいない地域というニュウアンアス

もある）が常任理事国になったこと自体

が奇跡であった。さらに、事務総長につい

で高い 4 つの事務次長ポストの一つを得

たのもまた信じられないようなことであ

った。いずれにせよ、日本は 1933年脱退

まで国際連盟の常任理事国として、その

中核的役割を担っていた。

日本代表は実際、新渡戸がパリに到着

する前に、国際連盟の初代事務総長

（1920–1933 年）、英国の元外交官サー・

ジェームズ・エリック・ドラモンドに彼の

名を提出していたという。

新渡戸はそのポストについて事前に打

最初の国際連盟事務所（現在 Palais 
Wilson、旧 Hotel National）

イギリス公園に臨む大噴水、Jet d’Eau
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新渡戸稲造と国際連盟 

１．第一次世界大戦前後の日本の外交方

針 

欧州から遠く離れた極東の地の日本は、

当時の国際政治の趨勢に疎く、米国のウ

ィルソン大統領の国際連盟構想について

は、「皆目分からず、多いに手を焼いた」

状況であったという。そこで日本は、米国

やイギリス、フランス、イタリアなどの連

合大国との摩擦をなるべく避けるべく、

わが国とって重要な山東問題と人種平等

問題以外の多くの課題に対しては、「大勢

の帰向を省察し、なるべく連合与国（大国）

と歩調を一にする」という、いわゆる「白

紙主義」を最終的な講和方針とした。大国

の一員にはなったものの、物言わない「サ

イレント・パートナー」として会議の末席

に名を連ねていた。 

一方で、パリ講和会議やその後の国際

連盟における中華民国の態度は日本のそ

れとは大きな対象をなすものであった。

中華民国の代表団の演説は列強の人たち

にも大いなる感動を与えた。中華民国国

際外交のしたたかさは今に限ったことで

はない。また、日本の外交手法や手腕、戦

略なども当時からあまり進展していない

印象は拭えない。 

国際政治はいつでも地政学的な要素が

大きく影響する。極東の小さな島国が大

国の仲間入りした背景には、このような

政治的かつ地理的バランスの賜物であっ

たと考えられる。第一次世界大戦後のパ

リ講和会議や国際連盟の活動に対して、

日本政府がより積極的に対極的な視点で

関わっておれば、わが国のその後の運命

も大きく変わったものになっていたかも

知れない。 

国際社会では、他人に自己を埋没させ

ることなく、自分の存在感を示さなけれ

ばならない。宗教や文化、習慣などが比較

的均一な日本と欧米の多民族国家でのコ

ミュニケーションの方法がかなり異なる。

前者では、お互いの気持ちや動作の間合

いが一致する、つまり「阿吽の呼吸」で片

づけられることも、後者では一から説明

し納得させないと意思疎通ができないこ

とが多い。「日本の察する文化」「日本人の

察する能力」は素晴らしいが、欧米の人た

ちにはなかなか理解できない。しかしな

がら、国際社会でのサイレントは、悪徳で

あっても美徳にはならない。 

日本の研究者は現在でも、3 つの「S」、

すなわち、サイレント（Silent、沈黙）、

スリープ（Sleep、うたた寝）、それからサ

イトシーイング（Sightseeing、観光）で

国際学会を乗り切っているということで

有名である。国際会議で有能な座長とは、

ある国の人を黙られ、日本人を話させる

ことのできる人であるというのがグロー

バルスタンダードであると揶揄されてい

る。現在でも国際社会での、日本人のプレ

ゼンスは低い。 

北海道大学新渡戸カレッジ生を初め日

本の若者には、沈黙を破って、グローバル

でも活躍できる人物に育って欲しいと願

っている。  

 

２．国際連盟の組織 

 連盟規約の第二条「機関」には、「本規
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約による連盟の行動は連盟総会、および

連盟理事会、ならびに付属の常設連盟事

務局によって、これをなすべきものとす

る」、と規定されている。国際連盟の最高

意思決定機関は、その総会と理事会であ

る。総会は連盟国、つまり加盟国の代表者

から組織され、連盟の国会に相当する。

「連盟総会は連盟の行動範囲に属し、ま

たは世界の平和に影響する一切の事項を

その会議において処理する」。つまり、連

盟のすべての行動はここで規定される。 

各国は 3 人まで代表者を送ることがで

きる。拠出金額や政治・経済力などの大小

に関係なく、加盟国はそれぞれ 1 票の表

決権を有するとしている。 

連盟理事会は、規約の第 4条において、

主たる同盟、および連合国の代表者なら

びに他の 4 連盟国の代表者をもって、こ

れを組織するとなっている。発足当初の

常任理事国はイギリス、フランス、イタリ

ア、日本の 4 か国で、連盟総会か第一次

に選定する 4 連盟国において、その代表

者を任命するまではベルギー、ブラジル、

スペイン、およびギリシャの代表者をも

って連盟理事会員とした。常任理事国に

は、後にドイツとロシアが加わった。 

連盟理事会は主にジュネーブにおいて、

連盟事務局と綿密な連携の下、少なくと

も年 1 回、あるいは必要に応じて随時徴

集された。連盟理事会に代表される連盟

各国は、連盟理事会会議において一票の

表決権を有し、かつ１名の代表者を出す

ことができる。総会が最終的な議決権を

持つものの、理事会の役割は総会よりも

精強で、特に常任理事国の力は甚大であ

った。 

 総会と理事会の下に、国際連盟事務局

(Secretariat)が置かれ、総会や理事会、

それによって設置された委員会や専門機

関などの事務を担当した。事務局は事務

総長、副事務総長の下に、事務次長をトッ

プとするいくつかの部局が置かれた。 

事務局は、総会や理事会、そしてそれが指

名した委員会などの業務を円滑に運営す

るためのものである。理事会などで採決

された決定を着実に実行できるように調

整する重要な任務を担っている。事務局

あるいは事務局職員はどちらの加盟国に

も属しないで中立を保持しなければなら

ない。 

 

３．国際連盟で活躍した日本人－石井菊

次郎 

 国連連盟で働いた日本人の中で、新渡

戸稲造の知名度が圧倒的に高い。彼が初

代の国際連盟事務次長であり、著名な国

際人であったことにも理由があるだろう。

しかし、彼以外にも国際連盟で活躍した

日本人がいた。 

国際連盟の日本人スタッフには二つの

タイプがあることは前述した。新渡戸は

最初から連盟事務局職員として、連盟に

入った。彼は連盟の中で有能な事務官と

して、理事会や総会で決まったことをう

まく進めるための調整にその才能を発揮

した。その仕事には、彼の豊かな知識と国

際人としての人間性が大きく影響した。

彼は、連盟の大使として、連盟の組織と役

割、そして実際の活動などについて、世界

中を講演して回り、「ジュネーブの星」と

言われるまでになった。そして多くの人

から信頼され、人望も厚く、連盟の創生期
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（1920 年前後）において「ジュネーブ精

神」を培うのに多いに貢献した。 

また連盟の創生期に、連盟日本政府代

表として活躍し、駐フランス特命全権大

使も兼任していた石井菊次郎（1866-1945）

である。ジュネーブ国際機関日本政府代

表部大使が駐フランス日本国特命全権大

使を兼ねたようなものである。石井は当

時 54歳、外交官としてもっとも油の乗っ

た時に、この重要なポストに付いていた。 

彼は理事会の議長を数回務めていたこ

とからも、彼の実力と人徳が伺える。常任

理事国だからといって、極東の島国の代

表が連盟理事会の議長に簡単になれるも

のではないし、語学力を含め国際人とし

ての人徳も備わっていない限り、議長に

は推薦されなかっただろう。 

石井は、コルフ島事件の解決の糸口を

探すために、関係者を集めてよく茶会を

開いたという。これは当時「石井の茶会」

（Ishii’s Tea Party）と呼ばれ、有名で

あったらしい。外交にはパーティーは不

可欠である。それを裏方で支える奥方の

苦労も図りしれないものがある。 

コルフ島事件とは、1923年 8月 31日に

ギリシャ王国領のケルキラ島（イタリア

語名：コルフ島）をイタリア王国海軍が砲

撃し、占拠した事件で、当時連盟にとって

重要な案件であった。当時のイタリア王

国首相はベニート・ムッソリーニであっ

た。彼は、ギリシャ政府に対して、厳しい

要求を訓令し、英仏両国にも、イタリアと

同様の姿勢をとるよう要請した。日本は

国境劃定委員会に参加していなかったた

め、この事件を審査するための委員会へ

の参加を回避しようとしたが、三者的立

場にある日本の参加が求められ、石井菊

次郎大使は連合国大使会議にフランス大

使館付武官の渋谷伊之彦大佐（1881-1935）

を委員長として推薦した。 

連盟の審査委員会は、罰金の性格を持

つ多額の賠償金の支払いを全会一致で可

決し、ギリシャ政府に伝達した。ギリシャ

政府はこれを不服として、この事例を国

際司法裁判所に提議することを申し入れ

た。イタリアの世論は一連のこの事件に

おいてコルフ島占領を決定したムッソリ

ーニを称えた。これを見てもわかるよう

に、日本は常任理事国の一国としての任

務が課され、実際、消極的ながらその責務

を果たしていたことが伺える。 

1926 年、ドイツの国際連盟加盟とそれ

に付随する常任理事国の拡大問題でもめ

ている時、石井は連盟理事会議長を務め

ていた。ドイツは連盟加盟とともに常任

理事国となった。またスペインの常任理

事国入りについても審議されたが、スペ

インに権利があるなら、南米の代表とし

てのブラジルにも権利があると主張し反

対したため、その提案は却下された。石井

の提案で、この問題が理事会で引き続き

審議され、非常任理事国を 6 か国からポ

ーランドとスペイン、ブラジルを加えて 9

か国に拡大するという妥協案に行き着い

た。しかし、スペインとブラジルはこの提

案を不満として、連盟脱退を表明した。実

際、ブラジルとスペインは 1926年に連盟

を脱退している。 

石井は 40年間の外交官活動の中で、こ

れが一番大変だったと回想している。彼

の必至の仲介にも関わらず、スペインと

ブラジルは連盟を脱退した。スペインは
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約による連盟の行動は連盟総会、および

連盟理事会、ならびに付属の常設連盟事

務局によって、これをなすべきものとす

る」、と規定されている。国際連盟の最高

意思決定機関は、その総会と理事会であ

る。総会は連盟国、つまり加盟国の代表者

から組織され、連盟の国会に相当する。

「連盟総会は連盟の行動範囲に属し、ま

たは世界の平和に影響する一切の事項を

その会議において処理する」。つまり、連

盟のすべての行動はここで規定される。 

各国は 3 人まで代表者を送ることがで

きる。拠出金額や政治・経済力などの大小

に関係なく、加盟国はそれぞれ 1 票の表

決権を有するとしている。 

連盟理事会は、規約の第 4条において、

主たる同盟、および連合国の代表者なら

びに他の 4 連盟国の代表者をもって、こ

れを組織するとなっている。発足当初の

常任理事国はイギリス、フランス、イタリ

ア、日本の 4 か国で、連盟総会か第一次

に選定する 4 連盟国において、その代表

者を任命するまではベルギー、ブラジル、

スペイン、およびギリシャの代表者をも

って連盟理事会員とした。常任理事国に

は、後にドイツとロシアが加わった。 

連盟理事会は主にジュネーブにおいて、

連盟事務局と綿密な連携の下、少なくと

も年 1 回、あるいは必要に応じて随時徴

集された。連盟理事会に代表される連盟

各国は、連盟理事会会議において一票の

表決権を有し、かつ１名の代表者を出す

ことができる。総会が最終的な議決権を

持つものの、理事会の役割は総会よりも

精強で、特に常任理事国の力は甚大であ

った。 

 総会と理事会の下に、国際連盟事務局

(Secretariat)が置かれ、総会や理事会、

それによって設置された委員会や専門機

関などの事務を担当した。事務局は事務

総長、副事務総長の下に、事務次長をトッ

プとするいくつかの部局が置かれた。 

事務局は、総会や理事会、そしてそれが指

名した委員会などの業務を円滑に運営す

るためのものである。理事会などで採決

された決定を着実に実行できるように調

整する重要な任務を担っている。事務局

あるいは事務局職員はどちらの加盟国に

も属しないで中立を保持しなければなら

ない。 

 

３．国際連盟で活躍した日本人－石井菊

次郎 

 国連連盟で働いた日本人の中で、新渡

戸稲造の知名度が圧倒的に高い。彼が初

代の国際連盟事務次長であり、著名な国

際人であったことにも理由があるだろう。

しかし、彼以外にも国際連盟で活躍した

日本人がいた。 

国際連盟の日本人スタッフには二つの

タイプがあることは前述した。新渡戸は

最初から連盟事務局職員として、連盟に

入った。彼は連盟の中で有能な事務官と

して、理事会や総会で決まったことをう

まく進めるための調整にその才能を発揮

した。その仕事には、彼の豊かな知識と国

際人としての人間性が大きく影響した。

彼は、連盟の大使として、連盟の組織と役

割、そして実際の活動などについて、世界

中を講演して回り、「ジュネーブの星」と

言われるまでになった。そして多くの人

から信頼され、人望も厚く、連盟の創生期
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その後政権が代わって連盟に復帰後とど

まっていたが（1939年脱退）、ブラジルが

復帰することはなかった。 

石井の活躍も、日本が常任理事国で、は

やり大国のお墨付きを世界から与えられ

たからこそ、彼も世界の舞台で活躍でき

たのであった。 

４．国際公務員（連盟職員）」

（International Civil Servant） 

国際連盟の初代事務総長には、英国の

外交官サー・ジェームズ・エリック・ド

ラモンド（Sir James Eric Drummond）

が就任した。連盟の設立を主導したのは

英米両国であったので、イギリス人が任

命されたのは当然であった。もし、米国

が連盟に加盟しておれば、事務局の構成

も違ったものになっていたかもしれな

い。副事務総長兼事務次長にはフランス

のジョセフ・アヴノール（Joseph 

Avenol, 1879-1952）が任命された。ア

ヴノールはドラモンドの後任として第二

代連盟事務総長（1933-1940）となっ

た。 

当時ドラモンドは、イギリス外務大臣

オーサー・バルファー（Arthur James 

Balfour, 1848-1930）の秘書をしてい

た。バルファー外務大臣は彼の能力を高

く評価していて、躊躇なく、国際連盟の

事務総長に推薦した。フランス首相ジョ

ルジュ・クレマンソー（Georges 

Benjamin Clemenceau、1841-1929）と米

国大統領ウィルソンも同意した。ドラモ

ンドはその後 14年間（1920-1933）、国

際連盟の事務総長として、連盟の事務局

を整備し、その発展に多大な貢献をし

た。 

その一つは、連盟を制度として確立し

たことである。事務局職員を「国際公務

員（連盟職員）」（International Civil 

Servant）とし、事務局職員の任命を加

盟国から独立して、連盟が実施するとい

う原則を確立した。よって、事務局職員

の独立と中立性が担保された。この原則

は基本的にその後の国際連合でも踏襲さ

れている。 

実際には加盟国政府から派遣されてい

る職員（出向組）も少なくないので、彼

らはいつもナショナル（派遣先の加盟

国）とグローバル（国連）の板挟みにな

っていることが多い。 

政府代表部の外交官（そして国際機関

への出向組）は、グローバルなことを念

頭におきつつも、あくまでも自国を基軸

とした視点で物を考え行動する。一方、

国際機関の職員は、たとえそれが自国の

不利益になるかもしれないことに対して

も、国際社会全体のことを優先し行動し

なければならない。出向組の職員が本来

の国連職員として活躍するためには、ナ

ショナルからグローバルへと、うまく頭

を切り替えることができるかどうかにか

かっていると言っても過言ではない。 

数年後の帰国についていろいろと配慮

すると、この切り替えは決して生易しい

ものではない。出向者は同胞のスタッフ

から孤立せず、情報や生活などのネット

ワークを確立し、政府の情報をお互いに

可能な限り共有するようにした方が良

い。 
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５．二つのタイプの国際公務員 

 1920年 11月 1日、連盟創設の事務局

がロンドンからジュネーブに移され、ホ

テル・ナショナル（後にパレ・ウィルソ

ンと改名）に居を構えることになった。 
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後者は連盟の事務局職員として働く人で
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スで国連の会議に参加する（霞が関）中央

政府の役人や国連日本政府代表部勤務

（国連に特化した業務を担当する日本大

使館）の外交官、後者は国連事務局におい

て事務局職員として働く人のことである。

事務局職員は基本的に、どこの国や宗教

などにも属さない中立の国連職員で、通

常、国際公務員とも呼ばれる。 

新渡戸は現在の出向組に近い国際連盟

事務局職員であったが、中央政府職員と

して派遣された訳ではなかった。当時、政

府に何ら関係のない人が連盟の事務局職

員になることはほとんどありえなかった。
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東京女子大学学長であり、中央政府の要
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大きく影響したのであろう。 

現在でも、大学関係者が大使館や国連

日本代表部に派遣されることがあるが、

政府と関係の深い特別な人に限られてい

る。東京大学法学部教授の時（2004－2006

年）に、特命全権大使として、ニューヨー

クにある日本政府国連代表部に出向して

いた北岡伸一氏（現 JICA理事長）や、国

連難民高等弁務官事務所の難民高等弁務

官（1990－2000 年）として派遣された緒

方貞子氏などはこれらの範疇に入る超エ

リート組であろう。緒方氏はその前に、国

連日本政府代表部公使（1976-78年）と国

連日本政府代表部特命全権公使（1978–79

年）として、ニューヨークにある国連日本

政府代表部に勤務した経験を持つ。難民

高等弁務官に任命された時は、上智大学

外国語学部長であった。 

緒方氏はその前から、日本政府の代表

として多くの要職についていた。たとえ

ば、国連総会日本政府代表顧問（1968年）、

ユニセフ執行理事会議長（1978–79 年）、 
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れだけの経歴と実力を持ってすれば、国

連事務総長が高等弁務官に彼女を任命す

るのもうかがえる。現在の日本を代表す

る国際人であり、その経歴は新渡戸稲造

のものにダブルことがある。 

前述したように、連盟は最初から事務

局次長のポストを日本のために準備して

いるわけではなかった。もし、米国が連盟

に参加していたなら、事務次長のポスト
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承認しなかったため、彼はそのポストを

辞任して 1920年に帰国している。 
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６．契約社員 

国際連盟は第一次世界大戦の終戦の講

和のプロセスという厳しい政治的な環境

の中で生まれた。各国の平和への希求感

は大きく、平和構築のための新しいプラ

ットホームとしての国際的な組織が国際

連盟としてのかたちで結集されたのであ

る。 

日本がその一角をなすことを本気で考

えていたかどうか極めて疑わしいが、世

界の常任理事国の一国として、組織の中

心に置いて、大戦後の世界平和秩序の再

構築に関わった。新渡戸は、日本国の推

薦により連盟の事務局次長に指名され、

連盟の職員の一人となった。 

国際公務員というのは基本的には国際

連盟との契約職員のことである。契約で

あるから、それを履行できない時にはそ

れなりの結果が待っている。最悪の場合

は契約更新不履行、つまり解雇される。 

世界保健機関（WHO）での自分の経験

からしても、ドメスティックな仕事から

インタナショナルあるいはグローバルな

仕事へ転換する場合には、時間をかけた

精神的な準備が必要であるが、環境への

適応は知識だけでは対応できない。極東

の地から世界の保健の中心、スイス・ジ

ュネーブに異動するだけでも大変の労力

が要った。異国での生活・仕事には、環

境的・心理的負荷が大きいので、自分の

適正を慎重に吟味しておく必要がある。 

新渡戸はこの適応が非常に早かったよ

うである。それにはいろいろなことが考

えられるが、「語学が堪能で、見識を備

えていて、人格も素晴らしく、欧米人の

なかで仕事をしても遜色のない人物」と

いう事務局次長の条件を彼はクリアして

いた。少年のころから英語を習い、札幌

農学校では外国人教員に学び、米国とド

イツに留学し、博士号まで授与された人

物は正に貴重であった。そしてキリスト

教に改宗し洗礼を受けていた日本人は、

その時代、片手で数えるぐらいしかいな

かったかもしれない。またベターハーフ

がアメリカ人であった。 

また、彼がジュネーブの国際社会に順

当に適応できたのは、米国人の奥さんマ

リーさんの存在が大きかったと思われ

る。週末はもちろん、週日の夜もお客さ

んの接待が絶えない。接客を仕切るのは

奥様である。当時の大和撫子が、国際社

会の檜舞台において、いわゆる欧米式の

もてなしを行ったことは極めて大変であ

る。彼が国際連盟で輝かしい業績を残せ

たのは、裏方のアメリカ人マリー夫人の

活躍が非常に大きかったと想像するのは

難しくない。 

 

７．新渡戸稲造－国際連盟での仕事 

新渡戸は、多くの著書を残し、大正時

代に日本を代表するトップの知識人、国

際人であったことは確かである。彼は事

務局次長の 1人として、特に二つの仕事

を担当した。創設されたばかりの組織に

おいて、グローバルな仕事を効率よく推

進するためには、国際的な視点に立っ

て、多くの事業から迅速に取捨選択を行

い、その結果を効率的にかつ公平に遂行

しなければならなかった。 

彼は、札幌農学校ではすべて英語で講

義を受講した。その後、米国とドイツに

留学し、その間同じクエーカーの米国人
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マリーと結婚。さらに、彼は札幌農学校

時代にメソジスト派の宣教師ハリスから

洗礼を受けキリスト教徒になっていた。 

日本の明治時代に武士の子として生ま

れ、『武士道』を著し、日本古来の思想

や道徳にも秀でていた。米国やドイツで

生活しているうちに、欧米人らの心の支

えであるキリスト教に対比させて、彼の

内なるものをさらに高揚させていったの

であろう。 

新渡戸は、札幌農学校の友人や教授た

ちとの交流や師弟関係などを通じて、留

学する前からすでに「世界」への芽が育

っていた。その一例を挙げれば、札幌農

学校卒業後、1883年に、さらに農政学や

英文学を学ぶため、東京大学に入学した

時の面接で、「貴下は何をやる積りです

か」と問われ、「太平洋の橋になりたい

と思います」「日本の思想を外国に伝

え、外国の思想を日本に普及する触媒に

なりたいのです」と答えている。それは

彼のその後を予言するものである。彼の

人生の後半（57歳）に訪れる「国際連盟

への道」は偶然ではなく、21 歳の若き彼

の魂にそれはすでに芽生えていたのであ

る。彼はその芽をつぶすことなく、35 年

以上もかけて、それを大切に醸成した。

夢は思い通りには実現できないが、それ

を内に長く温めることが重要である。一

回や二回の失敗で諦めることなく、夢に

向けて挑戦し続ける態度こそ尊いもので

あると私は思う。そうしているうちに思

いがけない幸運が訪れるかもしれない。

人生とは夢の実現ではなく、それを追い

求めるプロセスに重きを置くべきであ

る。 

1920 年 11 月 15 日、新渡戸は、パレ・

ウィルソンの国際連盟本部の事務次長室

からアルプス山脈を眺めることができる

とは 1 年前には彼自身予想だにしなかっ

た。国際連盟の第一回総会がまもなく始

まろうとしていた。新渡戸は、走馬灯のよ

うに駆け回わるこの 1－2年の出来事につ

いて瞑想にふけっていた。連盟としての

はじめての会合は 1920 年 1 月 16 日にパ

リで、第一回総会は 1920年 11月 15日ス

イス・ジュネーブで開催された。 

 

８．国際舞台裏でのせめぎ合い 

国際連盟規約では、知的協力のための

専門組織は言及されていなかったが、           

1921 年 9月 21日ジュネーブで開催され

た第二回国際連盟総会において、国際連

盟の一諮問機関として「知的協力国際委

員会」（International Committee on 

Intellectual Cooperation, ICIC）を設

置するということが採択され、当該委員

会は翌年 1922年に設立された。 

新渡戸は当時、その設立過程に大きく

関わったが、委員会が設立されるまでに

国際連盟古文書館＠Palais, Geneve 

図書館員 Collinと共に 
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は多くの困難があった。その一端を以下

に概説する。 

知的活動の国際協力のための機関を創

ろうという動きは、特にオランダやベル

ギーのヨーロッパ諸国において、連盟創

設以前からあったが、世界平和を促進す

るという潮流に乗って、第一次世界大戦

後その動きは勢いを増した。この動きの

中で特筆すべきものは、1907 年にアンリ

＝マリー・ラ・フォンテーヌ（Henri 

Marie La Fontaine)とポール・オトレ

（Paul Otlet）がベルギー・ブリュッセ

ルに設立した「国際協会ユニオン」

（UIA: Union of International 

Associations）の存在である。UIA は現

在でも、国際機関や国際協会、および彼

らの活動の課題などに関する研究、モニ

タリングおよび情報提供を司っている。 

フォンテーヌは 1913年にノーベル平

和賞を授与し、ベルギーの代表としてパ

リ講和会議や 1920年-1921年の国際連盟

総会に出席した。オトレは、フォンテー

ヌとともに世界学校や世界大学、世界議

会、国際裁判所などの組織を提案した。 

上述のように、国際連盟規約には知的

協力のための専門組織はなかったが、フ

ォンテーヌはベルギー代表として、連盟

総会において、UIAは連盟と協力したい

旨の提案を行った。UIAは、世界に数多

く存在する国際機関を取りまとめるとい

う性質の団体であったので、連盟との関

係は極めてデリケートなものであった。 

新渡戸は、知的協力機関の必要性を認

識しつつも、UIAのような一つの組織に

肩入れすることの危なさを感じていた。

そこで、国際連盟の事務局職員としての

自分の限られた任務の中で、調整役とし

ての役割を果たした。現に、このような

重要な案件を最終的に決定するのは連盟

の総会であり理事会であり、事務局職員

がしゃしゃり出るところではない。一方

で、職員の根回し、調整などが極めて重

要な役割を演ずる。 

ついに加盟国、特に常任理事国フラン

スの強いバックアップがあって、上述の

知的協力国際委員会に関する決議が 1921

年 9月 2日の連盟の理事会、そして 1921国 際 連 盟 古 文 書 館 ＠

Palais, Geneve 

国際連盟古文書館＠Palais, Geneve 
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年 9月 21日の総会で承認され、委員会

が誕生した。 

 

９．国際知的協力委員会 

国際知的協力委員会は 1921年、「国際

的な世論を構成する要素である教育、科

学、哲学の研究制度および研究設備を探

求し、また国際関係改善のために各国間

における思想や知識の交換を図る方途を

審議すること」を目的として、翌年 1922

年に創設された。第 1回委員会が 1922

年 8月 1日に開催された。 

創設された委員会を運営するのは事務

局の仕事である。事務局の担当責任者は

新渡戸であった。ドラモンドの信頼が厚
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学者の代表者を選ぶ作業はデリケートな
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者のアインシュタイン
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（Marie Curie-Sklodowska）などの 12
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た。彼は約 7年におよびジュネーブの生
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国際連盟古文書館＠Palais, Geneve 

国際連盟古文書館＠Palais, Geneve 

図書館員 Collinと共に 

Marie Curie@国際連盟古文書

館,Palais, Geneve 
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１０．ユネスコの前進（ICIC） 

1914年にヨーロッパを中心として勃発

した第 1次世界大戦は、人間の未来に対

して多くの不安を残した。世界中の英知

を集めてもその戦争を止めることはでき

なかった。同盟同志の利益のみに配慮し

た秘密外交は、グローバルな視点からの

世界平和に想像がおよばなかった。この

ような世界状況の中で、ウィルソン大統

領の提案によって国際連盟が設立され、

世界的な課題を地球規模で議論するプラ

ットホームとしての基盤が整った。それ

を推進する一つの手段として国際知的協

力委員会が設置された。そして、第 1次

世界大戦後に困窮が著しかった各国の知

的生活水準の調査や、知的財産権に関す

る国際条約案の検討、各国大学間の協力

などが進められた。 

1926年、フランス政府の財政的な支援

により、大学、図書館、知的財産、芸

術、情報、メディアなどの分野で活動す

るために、ICICが立案する事業の実施機

関として国際知的協力機関（IIIC：

International Institute of 

Intellectual Cooperation）がパリに設

立された。これは、諸国民の教育、科

学、文化の協力と交流を通じて、国際平

和と人類の福祉の促進を目的とした設立

された国連の専門機関の一つで、現在パ

リに本部を置くユネスコ（国際連合教育

科学文化機関、United Nations 

Educational, Scientific and Cultural 

Organization, UNESCO）の前身である。 

新渡戸は、国際知的協力機関が設立さ

れた 1926年に帰国したが、彼が身を削

って凡走し格闘したお蔭で、委員会の国

際的な活動が開始できた。彼は国際社会

にすばらしい種を蒔いて国連を辞職し

た。 

1922 年から連盟終焉 1946年まで、連

盟の知的活動は国際知的協力委員会の

下、知的協力機関（ICO；Intellectual 

Cooperation Organization）が、IIIC と

連携して担当した。 

ICIC は戦争の抑止力にはならず第二次

世界大戦が勃発した。その大戦が終盤を

迎えた 1942年、ロンドンに亡命政府を

置いていた連合国の文部大臣会議が開催

された。20回におよぶ会議の中で、ユネ

スコ設立の青写真が次第に描かれていっ

た。そして 1946年、20ヶ国が批准して

ユネスコ憲章が発効され、ユネスコが誕

生した。 

暴力の洪水は地球を押し流し、ICIC の

活動も中断され、第二次世界大戦が開戦

した。新渡戸が蒔いた種は現在、ユネス

コに引き継がれ、国連の場で育まれてい

るが、昨今の世界情勢の中でそれを収穫

するまでには至っていない。しかし、そ

の種を育てるという試みは、人類が未来

を取り戻す歩みでもあり、私たちは希望

を捨ててはいけない。（続く、玉木英彦） 
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短期留学スペシャルプログラム報告書 

ペラデニヤ大学 2015 年 8月 

報告書： 京極 裕希 文学研究科博士 1年 

報告書： 久保 銘中 法学部 2年 

報告書： 酒井 遥 農学部 3年 

報告書： 柴田 あかり 環境科学院修士 1年 

報告書： 唐 煒怡 文学研究科修士２年 

報告書： 羅 一鳴 文学研究科修士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．学生の帰国後報告会資料 

Anuradhapura（アヌララプラ）にて 
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報告書 京極祐希 文学研究科博士 1年 

 

1. 【はじめに】 

旧都コロンボにあるバンダラナイケ国

際空港に着いて、まず目に入ってきたは

薄黄色の衣をまとった仏像であった。 

 

【バンダラナイケ国際空港にある仏像】 

キャンディ市内を歩いていても、そこ

かしこに仏像が配置されており、時折、

袈裟を着た僧侶も見かけられる。また、

街で見かける看板の多くには、英語の他

に、見慣れない二種の文字が併記されて

いた。一つは丸みを帯びた文字で、もう

一つは、直線と曲線が入り混じった文字

である。 

こうしたスリランカで見られる宗教性

や言葉等が、ペラデニヤ大学で講義を受

けたり、現地の人たちと交流したりする

ことを通して、私の中でつながっていき、

スリランカに対する知識が深まっていっ

た。以下では、民族と言語、宗教、歴史、

生活環境の観点に分けて、スリランカで

の短期留学で学んだことについて報告し

たいと思う。 

 

2. 【民族と言語】 

スリランカの人口のおよそ 75％を占め

るのがシンハラ人、15％程度がタミル人、

その他ムーア人、バーガー人という民族

構成である。冒頭で紹介した丸みを帯び

た文字は、インド＝ヨーロッパ語族に属

するシンハラ語であり、直線と曲線の入

り混じった文字がタミル語である。それ

ぞれシンハラ人、タミル人によって使用

されている言語である。 

 

【看板の文字】※上から、シンハラ語、

タミル語、英語の順になっている。 

一方、英語は、言語を違うシンハラ人

とタミル人との間のコミュニケーション

で使用されているようである。 

ペラデニヤ大学での講義も英語で行わ

れ、内容はあらかた理解できたが、現地

学生とのコミュニケーションでなかなか

言いたいことが英語で表現できず、もど

かしい思いをした。ただ、broken English

であっても、ジェスチャーなどを交える

ことによって言いたいことは伝わったの

で、大切なのは積極的にコミュニケーシ

ョンしようとする意志であると実感でき

た。また、日本の文化について、聞かれ

ることが多く、これから留学する人はそ

ういったことについて、事前に英語での

説明を準備していくとよいかもしれない。 
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3. 【宗教】 

スリランカにおけるマジョリティーで

あるシンハラ人の多くは、仏教徒である。

仏教はその発祥地であるインドではほと

んど根付かなかったが、スリランカをは

じめとする周辺諸国で信奉され、各地域

の特色を出しながら独自の発展を遂げて

きた。 

私は印度哲学を専門としているため、

仏教に関する知識はあったが、実践とし

て生きた仏教を目の当たりにするのは初

めてだった。一番良かったのが、ペラデ

ニヤ大学構内にある寺院の中で瞑想をす

る機会に恵まれたことである。雑念だら

けの瞑想になってしまったが、自分のこ

れまでの知識が瞑想という実践の形で結

びつけられ、大変貴重な体験をすること

が出来た。 

また、折よく短期留学期間が、キャン

ディのペラヘラ祭と重なっていていたた

め、祭りを観賞できた。ペラヘラ祭では、

仏歯を載せた像が街の中歩いていて、仏

教と生活の深いかかわりを感じ取ること

が出来た。 

もちろん、スリランカにおける宗教は

仏教だけではない。タミル人の多くはヒ

ンドゥー教を信奉し、ムーア人は主にイ

スラム教を信奉している。ただ、残念な

がら、短期留学期間中は、シンハラ人の

多く居住するコロンボやキャンディを中

心に回ったので、彼らの文化と触れ合う

機会はそれほどなかった。 

 

4. 【歴史】 

 古代においてはシンハラ系の王朝が支

配していたそうだが、とりわけ現在にお

ける影響を鑑みて重要なのは、近代から

現代にかけての歴史である。 

 スリランカは、周辺諸国同様に、近代

になるとヨーロッパ諸国からの干渉を受

けるようになる。16 世紀初頭からポルト

ガルが、17 世紀半ばからオランダが、そ

して19世紀初頭から第二次世界大戦が終

了して独立するまでの間、イギリスが支

配していた。 

イギリスから独立後、政府によってす

すめられたシンハラ人優遇政策により、

シンハラ人とタミル系民族との対立が深

まり、内戦が勃発し、多くの市民が巻き

添えになった。内戦は 2009 年に停戦し、

今日までに多くの側面で復興がすすめら

れ、キャンディ市内にはその痕跡は見ら

れないが、タミル系の民族が多く居住す

る北部のジャフナでは、いまだに内戦の

爪痕が見て取れるという。 

 

5. 【生活環境】 

まず何よりも驚くのはトイレだろう。

トイレは基本的にトイレットペーパーが

ない。用を足した後は、ホースがあるの

で、それでウォシュレットのようにおし

りを洗う。洗った後は、当然びしょびし

ょになるが、当て方を工夫すれば、濡れ

る箇所を最小限に抑えることが可能であ

る。全般的にインドより清潔感があって

きれいだが、この類のトイレに慣れない

人は、トイレットペーパーを持っていく

とよい。ただし、拭いた後のトイレット

ペーパーをそのまま流すと詰まってしま

うので、備え付けのゴミ箱があればそこ

に捨てていた。 

報告書 京極祐希 文学研究科博士 1年 

 

1. 【はじめに】 

旧都コロンボにあるバンダラナイケ国

際空港に着いて、まず目に入ってきたは

薄黄色の衣をまとった仏像であった。 

 

【バンダラナイケ国際空港にある仏像】 

キャンディ市内を歩いていても、そこ

かしこに仏像が配置されており、時折、

袈裟を着た僧侶も見かけられる。また、

街で見かける看板の多くには、英語の他

に、見慣れない二種の文字が併記されて

いた。一つは丸みを帯びた文字で、もう

一つは、直線と曲線が入り混じった文字

である。 

こうしたスリランカで見られる宗教性

や言葉等が、ペラデニヤ大学で講義を受

けたり、現地の人たちと交流したりする

ことを通して、私の中でつながっていき、

スリランカに対する知識が深まっていっ

た。以下では、民族と言語、宗教、歴史、

生活環境の観点に分けて、スリランカで

の短期留学で学んだことについて報告し

たいと思う。 

 

2. 【民族と言語】 

スリランカの人口のおよそ 75％を占め

るのがシンハラ人、15％程度がタミル人、

その他ムーア人、バーガー人という民族

構成である。冒頭で紹介した丸みを帯び

た文字は、インド＝ヨーロッパ語族に属

するシンハラ語であり、直線と曲線の入

り混じった文字がタミル語である。それ

ぞれシンハラ人、タミル人によって使用

されている言語である。 

 

【看板の文字】※上から、シンハラ語、

タミル語、英語の順になっている。 

一方、英語は、言語を違うシンハラ人

とタミル人との間のコミュニケーション

で使用されているようである。 

ペラデニヤ大学での講義も英語で行わ

れ、内容はあらかた理解できたが、現地

学生とのコミュニケーションでなかなか

言いたいことが英語で表現できず、もど

かしい思いをした。ただ、broken English

であっても、ジェスチャーなどを交える

ことによって言いたいことは伝わったの

で、大切なのは積極的にコミュニケーシ

ョンしようとする意志であると実感でき

た。また、日本の文化について、聞かれ

ることが多く、これから留学する人はそ

ういったことについて、事前に英語での

説明を準備していくとよいかもしれない。 
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食事については、基本的にカレーが多

い。 

 

【カレー＠ペラデニヤ大学】 

上図のように、タイ米のようなパラパ

ラなご飯に、ひよこ豆やジャガイモなど

とカレーのスパイスを和えたものが主流

である。ずっと食べていると飽きるが、

かなり廉価（上図のカレーの場合は大体

60 円くらい）で食べられる上に、スパイ

スが利いいておいしい。 

 

6. 【おわりに】 

スリランカ短期留学の直後に、ドイツ

への留学が控えていたので、当初はスリ

ランカへの留学をキャンセルすることも

検討したが、結果として、まさに

serendipity という言葉がふさわしい、実

りの多い留学になった。スリランカへは

また必ず行きたいと思う。 
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報告書 久保 銘中 法学部２年 

 

○はじめに 

本報告書は私が短期スペシャル留学プロ

グラムを利用してスリランカに滞在した

時に体験したことについてまとめたもの

であり、主に日記形式で記載するものと

します。 

 

○スリランカについて 

スリランカというと多くの人は紅茶を思

い浮かぶでしょう。人口は約 2,000 万人

程度で、面積は 65,610 ㎢(九州+四国の約

1.1 倍)であります。シンハラ人を中心と

した多民族国家であると同時に、仏教を

中心とする他宗教国家です。主な産業と

しては縫製業や農業(紅茶、ゴム、ココナ

ッツ、米作)があげられます。 

日ス関係については日記の中で記述しま

す。 

 

○スリランカでの生活 

まず一番驚いたのは道にそれほどのゴミ

が散在していなく、街全体が綺麗でした。

そしてほとんどのトイレの衛生環境もよ

く、想像していたよりもはるかによかっ

たです。ただ、日本のウォシュレットと

使い勝手が違うし、トイレットペーパー

も常備されていないため、注意は必要で

す。 

 食事に関しては美味しいものがたくさ

んあり、個人的にはカレーが大好きであ

るので、毎日カレーでも苦痛ではありま

せんでした。しかも毎日カレーが出ると

聞いていたが、そんなことはなく、1日中

カレーを食べなかった日もありました。

パパイヤやマンゴーをはじめ、南国だか

ら美味しく味わうことができるフルーツ

が朝から食すことができ、食事に関して

は本当によかったです。ただ、やはり気

候的に暖かいため、食事をするとハエが

群がってきますので、これはレストラン、

屋台関係なく、それらを退治しながら食

事しなければなりません。 

 仏教徒はかなりいますが、全員が全員信

仰深いわけではありません。寺院や遺跡

もたくさんありますので、フィールドワ

ークとしては最適なところです。 

インフラ面に関しては都会と田舎の差が

激しく、急な山道でもガードレールがな

かったり、街灯がなかったりします。し

かしそこも異文化を体験するという考え

に立てば、かなり面白い体験になるかと

思います。 

 

○スリランカでの日々 

１日目 

乗り継ぎのため韓国で7時間待機した後、

スリランカまでの飛行時間が 8 時間以上

もあったため、スリランカに到着したと

きには既にかなりの疲労感がありました。

朝ということもあってか、8 月中旬にも関

わらず、それほど暑くはなかったです。

空港からは途中で朝食を取ってから、ペ

ラデニヤ大学へ向かいました。朝食は小

さいパンケーキのようなものに唐辛子を

のせて食べるというどうやら現地民がよ

く食べるものらしいです。味はすごくよ

かったですが、少々辛かったです。大学

に到着してからはこのプログラムの責任

食事については、基本的にカレーが多

い。 

 

【カレー＠ペラデニヤ大学】 

上図のように、タイ米のようなパラパ

ラなご飯に、ひよこ豆やジャガイモなど

とカレーのスパイスを和えたものが主流

である。ずっと食べていると飽きるが、

かなり廉価（上図のカレーの場合は大体

60 円くらい）で食べられる上に、スパイ

スが利いいておいしい。 

 

6. 【おわりに】 

スリランカ短期留学の直後に、ドイツ

への留学が控えていたので、当初はスリ

ランカへの留学をキャンセルすることも

検討したが、結果として、まさに

serendipity という言葉がふさわしい、実

りの多い留学になった。スリランカへは

また必ず行きたいと思う。 
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者の方に挨拶をして、宿泊先へ向かいま

した。宿泊先は山の上にあったが、内装

はしっかりと施されていて、想像してい

たものとは違いました。前日のフライト

の疲れもあり、宿泊先に着いてからはベ

ッドに飛び込み昼寝しました。個人的に

はかなり時間が経ったように感じたが、

時差の関係で昼寝をしたあとが 12:30 だ

ったため、１日がすごく長く感じました。

午後はまたペラデニヤ大学へ向かい、オ

リエンテーションを行いました。現地で

はたくさんのスタッフがサポートをして

くださり、キャンパスツアーでは大変盛

り上がりました。「腹が減った」という単

語を日本語で教えると、その意味に該当

するシンハラ語を教えてくれたり、とて

も仲良くなりました。ペラデニヤ大学か

ら出ると、キャンディダンスを見ること

になったが、個人的には太鼓の音があま

り好きではなかったため、やや退屈でし

た。キャンディダンスを見終えてからは

スーパーへ向かい、必需品を調達しまし

た。オレオのクッキーが日本円換算で 300

円という輸入品がかなり高いみたいで、

現地民の収入がかなり気になります。夕

食はホテルからカレーが出ました。エビ

カレー、チキンカレー、大豆カレー、野

菜カレーとどれもパザパサのご飯ととて

も相性がよく、スリランカの食べ物は本

当に美味しかったです。宿泊先のシャワ

ーが水しか出なかったことがこの日唯一

の遺憾でした。 

 

一番宿泊期間が長かった施設 

 

２日目 

シャワーは水しか出なかったが、前日の

疲れはだいぶとれました。朝 8:30 に宿泊

先から出発し、お寺に向かいました。お

寺に着くとまず靴を脱いで裸足で歩かな

ければなりません。最初は抵抗感を覚え

たが、だんだん慣れてきました。ただや

はり炎天下の地面を裸足で歩くのは熱く

て辛かったです。お寺では様々な国の仏

教が紹介されていて、とても興味深かっ

たです。一つ残念なことに、お手洗いに

行くと管理人みたいな人にお金を求めら

れ、50 スリランカルビーを渡していたつ

もりが 500 スリランカルビーを渡してい

ました。しかも先生たちにこの話を告げ

ると、それは管理人ではなく、たかりだ

と言われ、やはり途上国ではまだこうい

ったことが横行しているんだと感じまし

た。お寺から出た後はペラデニヤ大学へ

向かいました。お昼の時間ということも

あり、学食へ行きました。日本では想像

できないような安い値段で提供しており、

しかも味が半端なくよかったです。これ

をクラーク食堂や中央食堂に出したら間

違いなくバカ売れすると思います。昼食
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の後はペラデニヤ大学の教授によるスリ

ランカヒストリーを紹介する授業を受講

しました。スリランカの歴史については

あまり日本では深くやらなかったため、

たくさんの知らない話を聞くことができ

ました。 

授業の後は宿泊先へ戻り、ちょっとの間

休憩し、ウェルカムパーティへ向かいま

した。 

私は英語がとても下手だったが、身振り

手振りや簡単な英語で意思疎通すること

ができたので、もちろん言語はできるこ

とに越したことはないですが、たとえ自

分の英語に自信がなくても自分からどん

どん話かけていけば、意思疎通はできる

はずだと強く感じました。 

 

ペラデニヤ大学の学食 

※１食６０円程度 

 

３日目 

３日目は朝から大学で授業を受講しまし

た。 

１時間目は玉城先生による授業で、たく

さんのユーモア溢れる言葉を聞くことが

できました。２時間目はペラデニヤ大学

の教授によるスリランカに関する情報を

講義形式で発表するという授業です。こ

ちらもたくさんの情報を教えくださり、

とても良い授業でした。お昼は２日目と

同じく学食で済ませ、３時間目はシンハ

ラ語を学ぶ授業です。私たちがリクエス

トした語句を彼らがそれに該当する意味

のシンハラ語を教えてくれ、私たちはそ

の語句の日本語の発音を教えました。ま

た、シンハラ語の歌を教えてもらったか

わりに、私たちは「森のくまさん」とい

う歌を紹介し、大変盛り上がりました。 

学校を出てからはシギリヤに向かいまし

た。シギリヤのホテルはとても綺麗で、

食事も大変美味しく、最高でした。 

３日目でも感じたのはやはり人と人のコ

ミュニケーションは言語の上手さよりも

いかに積極的に話しかけられるかどうか

です。私のようなとても英語が下手な人

間でさえ、臆することなくどんどん話し

かけると、たくさんの友達ができました。 

 

シギリヤのホテルの朝食 

 

４日目 

4 日目はたくさんの世界遺跡と寺院に行

ってきました。寺院ではスリランカ人が

仏教に対する思いや意識がすごく高いと

感じました。我々日本人はもちろん宗教

に対して熱心な方もいらっしゃるが、ス

者の方に挨拶をして、宿泊先へ向かいま

した。宿泊先は山の上にあったが、内装

はしっかりと施されていて、想像してい

たものとは違いました。前日のフライト

の疲れもあり、宿泊先に着いてからはベ

ッドに飛び込み昼寝しました。個人的に

はかなり時間が経ったように感じたが、

時差の関係で昼寝をしたあとが 12:30 だ

ったため、１日がすごく長く感じました。

午後はまたペラデニヤ大学へ向かい、オ

リエンテーションを行いました。現地で

はたくさんのスタッフがサポートをして

くださり、キャンパスツアーでは大変盛

り上がりました。「腹が減った」という単

語を日本語で教えると、その意味に該当

するシンハラ語を教えてくれたり、とて

も仲良くなりました。ペラデニヤ大学か

ら出ると、キャンディダンスを見ること

になったが、個人的には太鼓の音があま

り好きではなかったため、やや退屈でし

た。キャンディダンスを見終えてからは

スーパーへ向かい、必需品を調達しまし

た。オレオのクッキーが日本円換算で 300

円という輸入品がかなり高いみたいで、

現地民の収入がかなり気になります。夕

食はホテルからカレーが出ました。エビ

カレー、チキンカレー、大豆カレー、野

菜カレーとどれもパザパサのご飯ととて

も相性がよく、スリランカの食べ物は本

当に美味しかったです。宿泊先のシャワ

ーが水しか出なかったことがこの日唯一

の遺憾でした。 

 

一番宿泊期間が長かった施設 

 

２日目 

シャワーは水しか出なかったが、前日の

疲れはだいぶとれました。朝 8:30 に宿泊

先から出発し、お寺に向かいました。お

寺に着くとまず靴を脱いで裸足で歩かな

ければなりません。最初は抵抗感を覚え

たが、だんだん慣れてきました。ただや

はり炎天下の地面を裸足で歩くのは熱く

て辛かったです。お寺では様々な国の仏

教が紹介されていて、とても興味深かっ

たです。一つ残念なことに、お手洗いに

行くと管理人みたいな人にお金を求めら

れ、50 スリランカルビーを渡していたつ

もりが 500 スリランカルビーを渡してい

ました。しかも先生たちにこの話を告げ

ると、それは管理人ではなく、たかりだ

と言われ、やはり途上国ではまだこうい

ったことが横行しているんだと感じまし

た。お寺から出た後はペラデニヤ大学へ

向かいました。お昼の時間ということも

あり、学食へ行きました。日本では想像

できないような安い値段で提供しており、

しかも味が半端なくよかったです。これ

をクラーク食堂や中央食堂に出したら間

違いなくバカ売れすると思います。昼食
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リランカ人ほどの熱心さは未だ見たこと

がないです。ストゥーパは中に入ること

ができないため、車に乗って外からぐる

ぐる回っていました。寺院や遺跡にはた

くさんの猿がいて、猿はみな人に怯える

ことなく活発に動き回っていた。これほ

ど猿がいるところを見たのは初めてで、

下手な動物園より多くて、本当にスリラ

ンカに来てからは驚きの連続です。 

また、水牛も大変多く、街中で動き回っ

ていました。スリランカでは人と動物の

共存を見ることができ、大変貴重な経験

になりました。 

 

参観した博物館の一つ 

 

５日目 

朝早くから岩登りに行ってきました。炎

天下の中の岩登りは本当に大変だったが、

頂上から見る景色は最高でした。ここの

遺跡には古くから伝われていた物語があ

るが、その物語を知らなくとも景色はき

れいです。登りが大変だった分、下りは

優しいかなと思ったが、全くそんなこと

はなく、大変でした。 

次には仏教の遺跡に向かいました。同行

の細田先生が絶賛するほどのもの、サイ

ズの大きい大仏がたくさんあり、とても

見応えがありました。 

帰りには香港人女性と知り合い、我々の

車に同行することになり、バスの中では

香港の話で大きく盛り上がりました。 

こういった旅の出会いにとても素敵だと

感じました。 

 

６日目 

今日は朝からお茶工場を見学しました。

お茶葉の製造過程を全て見ることができ

て、とてもよかったです。最後に出して

くれたらお茶のサンプルもとても美味し

く、日本では飲めないようなものでした。

茶葉を細かく分け、振るい落とすという

作業がとても興味深く、日本に帰ってか

らはその経営方式について一度深く考え

たいと思います。 

お茶工事から出ると、広場での自由時間

です。広場の近くの公園にいくと、外国

人専用の料金が表示されており、スリラ

ンカ人とはなんと4倍も差がありました。

観光資源を使って外国人から儲けようと

する国策を垣間見ることができました。

また、公園内の馬乗りなどの娯楽施設も

外国人専用料金があり、その徹底振りに

感心しました。 

公園から出ると今度はペラヘラ祭りにや

ってきました。ペラヘラ祭りはスリラン

カ伝統のお祭りで、たくさんの国民がこ

の季節の到来を待ち望んでいるそうです。

内容は仏教に関するものであるが、仏教

のことを知らなくても十分楽しめます。

また、スリランカでのお寺の住職の地位

の高さを知ることができるお祭りでした。

これほど信仰が強い国を訪れたのは初め

てで、すごく不思議で仕方がありません
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でした。 

 

７日目 

朝から学校で授業でした。ペラデニヤ大

学のシルバ先生によるスリランカに関す

る授業で、GDP などスリランカのたくさん

の情報を教えてくださいました。お昼で

はペラデニヤ大学で仏教学を教えている

先生との対面で、私はあると僧侶先生と

仲良くなり、フェイスブックを交換する

ことになりました。やはり何事も自分か

ら積極的にいくことが大切だと改めて感

じました。午後は細田先生による日本の

仏教学の授業で、これまで知らなかった

日本人の名前をたくさん知り、また、日

本仏教の起源を知ることができた大変良

かった授業です。授業後は校内にあるお

寺を参拝しました。瞑想のやり方を教え

てもらい、その通りにやったにもかかわ

らず、うまく僧侶の言う通りになりませ

んでした。学校から出ると、かつて北大

に留学していたペラデニヤ大学のある学

生がそのご自宅に私たちを招いてくれま

した。そのご自宅でたくさんの料理を作

って頂き、日本では食べられないフルー

ツもたくさん食べることができ、大変満

足することができました。 

よく日本人のおもてなしが話題になりま

すが、各国のおもてなしも素晴らしいも

の だ と し み じ み 感 じ ま す 。

 

おもてなしで出して下さった料理 

 

８日目 

８日目の午前ペラデニヤ大学の農場を見

学しました。人造豚を生で見ることがで

きたが、天然豚とそれほど変わっていな

く、朝から現代の技術に感心しました。

また、ペラデニヤ大学では学校内で飼育

されている牛の牛乳を使用してヨーグル

トやアイスクリームを作っており、こち

らは大変さっぱりしていて、美味しかっ

たです。午後からはスリランカと日本の

関係を説明する授業を受講した。第二次

世界大戦後スリランカは日本に対して有

する賠償請求権を一切放棄すると大々的

に宣言し、これを追従する国が次々と現

れ、日本の賠償額負担を減少させた。こ

れにより日本は高度経済成長などの経済

発展を遂げることができた。最後のレク

チャーは現地の一番人気スポーツ「クリ

ケット」を現地の学生とすることとなり、

大変盛り上がりました。「クリケット」は

野球に近いスポーツで、ルールや使う器

具が野球と違いがありました。当初は野

球から派生したものかと思っていました

が、どうやらスリランカでは 1,000 年前

からこのクリケットをやっていたそうで、

リランカ人ほどの熱心さは未だ見たこと

がないです。ストゥーパは中に入ること

ができないため、車に乗って外からぐる

ぐる回っていました。寺院や遺跡にはた

くさんの猿がいて、猿はみな人に怯える

ことなく活発に動き回っていた。これほ

ど猿がいるところを見たのは初めてで、

下手な動物園より多くて、本当にスリラ

ンカに来てからは驚きの連続です。 

また、水牛も大変多く、街中で動き回っ

ていました。スリランカでは人と動物の

共存を見ることができ、大変貴重な経験

になりました。 

 

参観した博物館の一つ 

 

５日目 

朝早くから岩登りに行ってきました。炎

天下の中の岩登りは本当に大変だったが、

頂上から見る景色は最高でした。ここの

遺跡には古くから伝われていた物語があ

るが、その物語を知らなくとも景色はき

れいです。登りが大変だった分、下りは

優しいかなと思ったが、全くそんなこと

はなく、大変でした。 

次には仏教の遺跡に向かいました。同行

の細田先生が絶賛するほどのもの、サイ

ズの大きい大仏がたくさんあり、とても

見応えがありました。 

帰りには香港人女性と知り合い、我々の

車に同行することになり、バスの中では

香港の話で大きく盛り上がりました。 

こういった旅の出会いにとても素敵だと

感じました。 

 

６日目 

今日は朝からお茶工場を見学しました。

お茶葉の製造過程を全て見ることができ

て、とてもよかったです。最後に出して

くれたらお茶のサンプルもとても美味し

く、日本では飲めないようなものでした。

茶葉を細かく分け、振るい落とすという

作業がとても興味深く、日本に帰ってか

らはその経営方式について一度深く考え

たいと思います。 

お茶工事から出ると、広場での自由時間

です。広場の近くの公園にいくと、外国

人専用の料金が表示されており、スリラ

ンカ人とはなんと4倍も差がありました。

観光資源を使って外国人から儲けようと

する国策を垣間見ることができました。

また、公園内の馬乗りなどの娯楽施設も

外国人専用料金があり、その徹底振りに

感心しました。 

公園から出ると今度はペラヘラ祭りにや

ってきました。ペラヘラ祭りはスリラン

カ伝統のお祭りで、たくさんの国民がこ

の季節の到来を待ち望んでいるそうです。

内容は仏教に関するものであるが、仏教

のことを知らなくても十分楽しめます。

また、スリランカでのお寺の住職の地位

の高さを知ることができるお祭りでした。

これほど信仰が強い国を訪れたのは初め

てで、すごく不思議で仕方がありません
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どっちかというとクリケットから野球が

派生されたそうです。クリケットの後は

終了証書授与式で、ホテルで食事をした

後、ペラデニヤ大学の職員により私たち

へ終了証書が授与された。大学にいたこ

の 10 日間は一日中が大変濃く、終了証書

を受け取ったときにはもうすでに一ヶ月

以上も在籍していたかのように思えるく

らいでした。しかしあっという間に終わ

った感じも強くしました。 

 

９日目 

この日はキャンディから離れるため、朝

から出発してコロンボへ向かいました。

コロンボについたのは午後２時あたりで、

そのまま駐スリランカ日本大使館へ向か

いました。駐スリランカ日本大使である

菅沼さんと会見し、日ス関係についてご

説明を頂きました。日本ではスリランカ

に対して多額の資金援助や記述協力を行

なっております。それはお寺の博物館建

造も行なっています。外交上資金援助は

かなり重要な手段であり、スリランカは

国連における日本の地位向上を度々応援

してくれています。 

日本大使館から出ると次はJICAへ向かい

ました。出迎えて下さったのは北大農学

部の先輩であります。こちらでも日本が

スリランカに対する技術支援や資金援助

のお話をしてくださいました。私はこの

何日間でもしスリランカに鉄道がもっと

普及すればかなり便利になるだろうと考

え、JICA にその質問をぶつけました。や

はり鉄道を整備するには莫大な費用がか

かる上、開発地の住民の引越し先なども

確保しなければなりません。かなり現実

的には難しいだということです。 

JICA から出てはスリランカの最後の晩餐

へ行きました。最終日は中華料理で、か

なり満腹になりました。 

 

最終日 

その日は朝から早くからナショナルミュ

ージアムへ向かい、歴史物を見てきまし

た。しかし我々はキャンディですでに大

量の歴史物を見てきたため、この日の歴

史物はそれほどインパクトがありません

でした。唯一興味深かったのは昔の人が

牛車を引いているところだけで、特にこ

れといったものはありませんでした。 

その後はコロンボ市内のショッピングセ

ンターで買い物をし、空港へ向かい、帰

国の途につきました。 

 

○まとめ 

今回の留学プログラムにおいて一番の収

穫はやはり「出会い」だと思います。現

地の学生との出会いはもちろんのこと、

一緒にこのプログラムに参加した北大の

学生との出会いも貴重なものでした。ま

た、改めて気づかされたのは、国内外に

問わず、一番役に立つのは語学力ではな

く、いかに自ら踏み出せるかどうかです。

たとえどれほど語学が達者であったとし

ても、自ら会話のキャッチボールを途切

れさせると、せっかく貴重なコミュニケ

ーションチャンスが台無しになってしま

います。逆にそれほど上手でなくても、

身振り手振りでなんとか一生懸命伝えよ

うとすると、きっと相手も自分の言いた

いことがわかるはずです。 
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報告書 酒井遥 農学部 3年 

 

訪問前 

今回、私がスリランカへのプログラムに

応募したのは、単に日程があったからと

いう理由だった。3月に大学のプログラム

でシンガポールとベトナムに行って以来、

他のアジア地域にも興味を持っていた。

しかし、スリランカに行くというのは自

分でも驚きで、プログラム内容も漠然と

したものだったので訪問前は旅行気分だ

った。 

スリランカについては紅茶がおいしい、

くらいのイメージしかなかったのでパソ

コンで検索したり、春のプログラムに参

加した人の報告書を読んだが一番役に立

ったのは地球の歩き方だった。世界遺産

の歴史的な背景や、仏教のことなど割と

詳しく書かれていて何も知識のない私に

とってはちょうど良かった。滞在中にも

何度も読み返した。 

 

滞在中 

生活 

世界遺産を訪れる以外は基本的にキャン

ディという町のゲストハウスのようなと

ころに滞在した。眺めも風通しもよく快

適だった。しかし町中からそこへたどり

着くまでの道のりは大変で、狭く、起伏の

激しい道なのに道幅に似合わない大きさ

のバスをすいすい走らせるドライバーさ

んは素晴らしかった。夜は真っ暗で、この

ような場所に住む人たちは毎日町に出る

のは大変なので、車を持てるくらいにお

金を持った人たちなのだろうと思う。こ

のスリリングなドライブのおかげで、夜

には日本では見たことがないくらいに空

いっぱいの星を見ることができて感動し

た。 

また、最終日には空港のあるコロンボへ

移動したが、そこはキャンディとは違い

思っていたよりも都市であった。観光客

向けの高級ホテルやビルが並んでおり、

シンガポールとベトナムを足して２で割

ったような発展度合いだった。ここにも

もう少し滞在して見て回りたかったと思

った。 

食事については毎日カレーを食べるとい

うことで現地の大学生にも聞いてみたが

やはりそうらしい。辛さはいわゆる東南

アジア系の辛さだったが、日本のカレー

どっちかというとクリケットから野球が

派生されたそうです。クリケットの後は

終了証書授与式で、ホテルで食事をした

後、ペラデニヤ大学の職員により私たち

へ終了証書が授与された。大学にいたこ

の 10 日間は一日中が大変濃く、終了証書

を受け取ったときにはもうすでに一ヶ月

以上も在籍していたかのように思えるく

らいでした。しかしあっという間に終わ

った感じも強くしました。 

 

９日目 

この日はキャンディから離れるため、朝

から出発してコロンボへ向かいました。

コロンボについたのは午後２時あたりで、

そのまま駐スリランカ日本大使館へ向か

いました。駐スリランカ日本大使である

菅沼さんと会見し、日ス関係についてご

説明を頂きました。日本ではスリランカ

に対して多額の資金援助や記述協力を行

なっております。それはお寺の博物館建

造も行なっています。外交上資金援助は

かなり重要な手段であり、スリランカは

国連における日本の地位向上を度々応援

してくれています。 

日本大使館から出ると次はJICAへ向かい

ました。出迎えて下さったのは北大農学

部の先輩であります。こちらでも日本が

スリランカに対する技術支援や資金援助

のお話をしてくださいました。私はこの

何日間でもしスリランカに鉄道がもっと

普及すればかなり便利になるだろうと考

え、JICA にその質問をぶつけました。や

はり鉄道を整備するには莫大な費用がか

かる上、開発地の住民の引越し先なども

確保しなければなりません。かなり現実

的には難しいだということです。 

JICA から出てはスリランカの最後の晩餐

へ行きました。最終日は中華料理で、か

なり満腹になりました。 

 

最終日 

その日は朝から早くからナショナルミュ

ージアムへ向かい、歴史物を見てきまし

た。しかし我々はキャンディですでに大

量の歴史物を見てきたため、この日の歴

史物はそれほどインパクトがありません

でした。唯一興味深かったのは昔の人が

牛車を引いているところだけで、特にこ

れといったものはありませんでした。 

その後はコロンボ市内のショッピングセ

ンターで買い物をし、空港へ向かい、帰

国の途につきました。 

 

○まとめ 

今回の留学プログラムにおいて一番の収

穫はやはり「出会い」だと思います。現

地の学生との出会いはもちろんのこと、

一緒にこのプログラムに参加した北大の

学生との出会いも貴重なものでした。ま

た、改めて気づかされたのは、国内外に

問わず、一番役に立つのは語学力ではな

く、いかに自ら踏み出せるかどうかです。

たとえどれほど語学が達者であったとし

ても、自ら会話のキャッチボールを途切

れさせると、せっかく貴重なコミュニケ

ーションチャンスが台無しになってしま

います。逆にそれほど上手でなくても、

身振り手振りでなんとか一生懸命伝えよ

うとすると、きっと相手も自分の言いた

いことがわかるはずです。 
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とは見た目が違い、お惣菜をかけて食べ

る感覚であると思う。コメを食べる量が

とても多く、コメをメインとしながら周

りの具をつまむ程度であった。スリラン

カといえば…の紅茶は大学で授業を受け

る際によく飲んだ。砂糖とミルクを入れ

る飲み方が主流らしくとにかく甘かった。

日本で買うペットボトルのミルクティー

よりも甘い、けれどもおいしい。お土産で

買った紅茶はストレートで飲んでいるが

それもおいしい。 

 

ペラデニヤ大学にて 

大学では主に授業を受けて過ごした。ほ

とんどがスリランカについての内容で、

私はほとんど知識がなかったので特にそ

の歴史的な流れを知ることができたのは

とてもよかった。しかし授業の英語をあ

まり聞き取ることができず、本当にやん

わりとなんとなくしか理解することがで

きなかった。それよりも、実際に世界遺産

を回りながら引率の先生や参加者と話を

する方が知らないことを知り、自分の疑

問を解くことができたと思う。授業の合

間には学生たちが来てくれおしゃべりを

したり、大学を案内してもらい、クリケッ

トやテニスをして交流した。夜には何度

か夕食を一緒にとり楽しい時間を過ごし

た。初めは英語で話さないと！と緊張し

ていたが、一緒に行った学生の一人はジ

ェスチャーを織り交ぜながら日本語と自

分の言える範囲の英語を使って会話して

いて、外国に行ったのに英語なんて話せ

なくても大丈夫だと思うほどだった。ち

なみに、ペラデニヤ大学はとても広かっ

た。北大が広いとは到底言えない。自然が

豊かで、川が流れている、中央ローンのよ

うに緑がきれい…などその特徴自体は北

大とも変わらないのだがすべてのスケー

ルが大きく驚いた。 

スリランカでは政府から選ばれた人たち

が大学に行くことができその学費はタダ

同然であるようで驚いた。それだけ日本

の学生とは勉強に対する必死さが違い、

一緒に過ごした学生たちは本当に頭が良

いのだと思った。そして会話の中で、外国

に行ったことがあるかと聞いたところ一

人も yes と答えなかった。日本に住んで

いればアジアには安く行けるが、スリラ

ンカに住む人にとって海外旅行はとても

高価なのだと気づき生活の水準の違いが

うかがえた。一方で、一緒にホテルで会食

するときには大学で見る姿と違い、高級

そうなドレスやバックできらびやかに着

飾っていて素敵だった。この姿を見て日

本人とはお金の使いどころが違うのでは

ないかとも思った。 

 

世界遺産の見学 

・アヌラーダプラ 

・シーギリヤロック 

・キャンディ(仏歯寺) 

・ダンブッラ 

上の４か所を訪問した。遺跡や寺院での

訪問では、ただ見るだけにならないよう

に地球の歩き方を事前に何度も読み返し

照らし合わせながら見て回った。インド

哲学が専門の細田先生や一緒に行った学

生に基本的なことから仏教用語まで聞け

ばなんでも教えてもらえる環境があった

のはとてもラッキーだったと思う。どこ

に行っても仏教徒がたくさんおり、信仰
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している宗教がない私としてはとても異

様に映った。けれどもその場所が仏教徒

にとってどのような意味を持ちどれだけ

大切かということを知っていれば受け入

れることができた。ダンブッラや仏歯寺

の博物館でこれでもか、というくらいの

仏陀の像を見てきたのでしばらくは見な

くていいかと思っている。 

私が一番楽しみだったのはシーギリヤロ

ックだった。本で予習した時に一番わか

りやすかったからである。大きな山の上

に岩があって、さらにその上に王朝を築

いたとは行ってみるまでわからなかった

が上まで登った時にその歴史的背景を知

って行ったのはただ景色がきれい、とい

う感想を持つ以上になんとも言えない気

持ちになった。頂上には遺跡があり風の

あたるところやあたらないところ座って

落ち着けるポイントがたくさんあったが、

そうしてまた歴史を振り返ってみて昔と

つながっている気がしたのがとても嬉し

い経験だった。 

最後に… 

海外に行くのは２回目であったが前回と

同様、実際に足を運ぶことはとても大切

なことだと感じた。しかし、私はスリラン

カについて紅茶以外に全くイメージを持

っていなかったため、事実を事実として

認識することしかできなかった。ある程

度の先入観を持っていた方が、自分のイ

メージを覆すことができて印象に残る経

験になるのではないかと思う。そして、今

回の研修で最も感じたのは日本がいかに

恵まれた国であるかということだ。学生

との何気ない会話の中でそれを感じ、自

分が過ごす環境はすべての人にとって当

たり前ではないのだと強く認識した。ま

た、私は母国語が英語でなく、自分と同じ

ような状況の人たちと英語を使ってコミ

ュニケーションをとりたいという理由で

今までアジアに興味を持っていた。(彼ら

は英語を外国語と思っていないようだっ

たが…。) アジアの人が少しシャイで愛

想のよいところが日本人と似ていて親し

みやすいのではないかと思ったのも一つ

の理由ではある。なんとなくそのように

理由づけているだけではっきりとした理

由ではなかった。それをなぜ、と考えるこ

とで気づいたのは欧米の人が積極的で自

己主張が強く自分には合わないのではな

いかと勝手に思っていたからだった。ヨ

ーロッパにも英語が母国語でない国はあ

るわけで、次にまたチャンスがあればそ

ちらに訪問してみたいと思った。 

今後の学生生活の中で、今回の経験から

時間が経つにつれてその意識は薄れてし

まうかもしれないが、このプログラムで

感じた思いをたまには思い出して意識し

て過ごしていきたい。 

とは見た目が違い、お惣菜をかけて食べ

る感覚であると思う。コメを食べる量が

とても多く、コメをメインとしながら周

りの具をつまむ程度であった。スリラン

カといえば…の紅茶は大学で授業を受け

る際によく飲んだ。砂糖とミルクを入れ

る飲み方が主流らしくとにかく甘かった。

日本で買うペットボトルのミルクティー

よりも甘い、けれどもおいしい。お土産で

買った紅茶はストレートで飲んでいるが

それもおいしい。 

 

ペラデニヤ大学にて 

大学では主に授業を受けて過ごした。ほ

とんどがスリランカについての内容で、

私はほとんど知識がなかったので特にそ

の歴史的な流れを知ることができたのは

とてもよかった。しかし授業の英語をあ

まり聞き取ることができず、本当にやん

わりとなんとなくしか理解することがで

きなかった。それよりも、実際に世界遺産

を回りながら引率の先生や参加者と話を

する方が知らないことを知り、自分の疑

問を解くことができたと思う。授業の合

間には学生たちが来てくれおしゃべりを

したり、大学を案内してもらい、クリケッ

トやテニスをして交流した。夜には何度

か夕食を一緒にとり楽しい時間を過ごし

た。初めは英語で話さないと！と緊張し

ていたが、一緒に行った学生の一人はジ

ェスチャーを織り交ぜながら日本語と自

分の言える範囲の英語を使って会話して

いて、外国に行ったのに英語なんて話せ

なくても大丈夫だと思うほどだった。ち

なみに、ペラデニヤ大学はとても広かっ

た。北大が広いとは到底言えない。自然が

豊かで、川が流れている、中央ローンのよ

うに緑がきれい…などその特徴自体は北

大とも変わらないのだがすべてのスケー

ルが大きく驚いた。 

スリランカでは政府から選ばれた人たち

が大学に行くことができその学費はタダ

同然であるようで驚いた。それだけ日本

の学生とは勉強に対する必死さが違い、

一緒に過ごした学生たちは本当に頭が良

いのだと思った。そして会話の中で、外国

に行ったことがあるかと聞いたところ一

人も yes と答えなかった。日本に住んで

いればアジアには安く行けるが、スリラ

ンカに住む人にとって海外旅行はとても

高価なのだと気づき生活の水準の違いが

うかがえた。一方で、一緒にホテルで会食

するときには大学で見る姿と違い、高級

そうなドレスやバックできらびやかに着

飾っていて素敵だった。この姿を見て日

本人とはお金の使いどころが違うのでは

ないかとも思った。 

 

世界遺産の見学 

・アヌラーダプラ 

・シーギリヤロック 

・キャンディ(仏歯寺) 

・ダンブッラ 

上の４か所を訪問した。遺跡や寺院での

訪問では、ただ見るだけにならないよう

に地球の歩き方を事前に何度も読み返し

照らし合わせながら見て回った。インド

哲学が専門の細田先生や一緒に行った学

生に基本的なことから仏教用語まで聞け

ばなんでも教えてもらえる環境があった

のはとてもラッキーだったと思う。どこ

に行っても仏教徒がたくさんおり、信仰
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srilanka/spot_map.php 

報告書 柴田あかり 環境科学院修士

１年  

プログラム内容 

・ペラデニヤ大学内での活動 

 ・スリランカの歴史、民族・宗教、

内戦についての講義 

・玉城先生、細田先生による講義 

 ・大学内にあるお寺、農学部の

farm見学 

・ペラデニヤ学生との交流 

   （構内案内、自国の文化紹介、

クリケット） 

現地の先生による講義はすべて英語で、

我々のためだけに行っていただいた。

スリランカの歴史についての予備知識

ほとんどなかったため、講義を通して

学ぶことができた。スリランカでは

2009年まで内戦が続いていたことを

知った。ある民族が優遇されることに

よって民族間の対立がおき、内戦とな

るのである。小さい国ながら多民族・

多宗教国家であることの難しさを感じ

た。これまで民族や宗教についてあま

り興味がなかったが、今回スリランカ

に来ることで、興味をもつことができ

た。 

・課外学習 

キャンディ：仏歯寺、ペラヘラ祭 

アヌラーダプラ：遺跡地区（ダーガバ、

菩提樹） 

シーギリヤ：シーギリヤ博物館、シー

ギリヤ・ロック 

ダンブッラ：石窟寺院 

ヌワラ・エリヤ：紅茶ファクトリー、

茶畑 

コロンボ：日本大

使館、JICA訪問、

コロンボ国立博

物館 

今回のプログラム

では、4箇所の世

界遺産に訪れる

ことができ、どこ

ペラデニヤ大学

大学内にあるお寺

初めてのクリケット
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もスリランカの歴史を感じられると

ころであった。 

実際に現地を訪れることで、より歴史

や宗教に興味をもつことができた。ま

た、日本大使館と JICA訪問など、貴

重な体験をすることができた。 

スリランカでの生活 

・食事 

基本的にスパイシーな味のものが多か

った。学食のメニューもカリーのプレ

ートのみだった。現地の人たちは、み

な右手で器用にご飯とカリーを練って

食べていた。ペラデニヤの学生である

Anu の家で料理をごちそうになったが、

そこでの家庭料理はそれほどスパイシ

ーではなかった。これは日本人向けに

作ってくれたのかもしれない。また、

フルーツの種類が豊富で、ドラゴンフ

ルーツ、パッションフルーツ、ドリア

ン、グアバ、スターフルーツなど、食

べたことのないものにも挑戦できた。 

・動物たち 

野良犬が多かった。大学内、街中、宿

泊した villaなど至るところに野良犬

がいたが、基本的に大人しかった。キ

ャンディの人たちは常に犬と共に暮ら

している感じだった。アヌラーダプラ

やダンブッラには猿が多く、写真を撮

ろうと近寄るとアタックされびびった。

その他、変わった鳥やトカゲを見るこ

とができた。 

その他 

・トゥクトゥク（三輪タクシー）につ

いて 

 →スリランカの至るところで見かけ、

他の国にもあるものなのか知りたくな

った 

スリランカ以外にも、東南アジアか

ら南アジアにかけて普及しているこ

とがわかった。今回、コロンボで一 

アヌラーダプラ

シーギリヤ・ロックをバックに
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よって民族間の対立がおき、内戦とな

るのである。小さい国ながら多民族・

多宗教国家であることの難しさを感じ

た。これまで民族や宗教についてあま

り興味がなかったが、今回スリランカ

に来ることで、興味をもつことができ

た。 

・課外学習 
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度だけ乗った。結構なスピードで

車の間をすり抜けていくため、ス

リルがあった。事前交渉しないと

高い料金を請求してくることもあ

るらしく、注意が必要。 

・スリランカの民族衣装（主にシンハ

ラ人） 

 →民族衣装を着た人を見て、知りた

くなった 

女性：サリー−ブラウスの上に 5mほ

どの布（サリー）を腰に巻き、

残りを片方の肩に 

流す 

男性：サロン−筒状に縫い合わせた布

を下半身に巻きつける 

・女性の髪形 

 →スリランカ人の女性でショートカ

ットや茶髪を全く見なかったため、気

になった 

やはり、スリランカでは黒髪、ロン

グ、さらにストレートヘアーの女性

が好まれるらしいことがわかった。 

まとめ 

 今回スリランカに行くことができて

よかった。もともと、スリランカにつ

いての知識はほとんどなく、プログラ

ム内容も私の研究分野とは関係のない

ものであった。そんな中でスリランカ

を選んだのは、行ったことがなく、今

後も行くことができなさそうな国であ

り、また、参加人数も少なそうだった

からである。特別な理由はなかった。

だが、実際に行ってみて、とても良い

経験になった。日本を離れ、異文化の

中で生活することで得るものは多い。

日本と一番違うのは、多民族国家であ

ること、多宗教国家であり日常の中で

宗教をより重要視していることだと思

う。我々が観光で訪れた寺院でも、写

真を撮っている横では現地の人たちが

おそらく、サリー

おそらく、サロン
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お祈りを続けていた。この人たちにと

ってはこれが日常なのに、鬱陶しいだ

ろうなと何か申し訳なく感じた。スリ

ランカはこれから観光業にも力を入れ

ていくという話も聞いた。観光客が増

えるのもいいが、現地の人の日常が邪

魔されてはいけないと思った。 

 スリランカでの日々は毎日が充実し

ており、同じ一日でも日本ではぼーっ

としているだけで過ぎてしまうことが

あるのがもったいなく感じた。やる気

さえあれば、行動を起こすことが大切

だと思う。日本に帰ってからも充実し

た日々を送ろうと、何かやる気が出た。 

 今回のプログラムに参加する上で

色々な手続き、手助けをしてくださっ

た玉城先生、大山さん、引率でお世話

になった細田先生、スリランカでお世

話になった方々、一緒にプログラムに

参加したメンバーに感謝申し上げます、

ありがとうございました。 

度だけ乗った。結構なスピードで

車の間をすり抜けていくため、ス

リルがあった。事前交渉しないと

高い料金を請求してくることもあ

るらしく、注意が必要。

・スリランカの民族衣装（主にシンハ

ラ人）

→民族衣装を着た人を見て、知りた

くなった

女性：サリー−ブラウスの上に 5mほ

どの布（サリー）を腰に巻き、

残りを片方の肩に

流す

男性：サロン−筒状に縫い合わせた布

を下半身に巻きつける

・女性の髪形

→スリランカ人の女性でショートカ

ットや茶髪を全く見なかったため、気

になった

やはり、スリランカでは黒髪、ロン

グ、さらにストレートヘアーの女性

が好まれるらしいことがわかった。

まとめ

今回スリランカに行くことができて

よかった。もともと、スリランカにつ

いての知識はほとんどなく、プログラ

ム内容も私の研究分野とは関係のない

ものであった。そんな中でスリランカ

を選んだのは、行ったことがなく、今

後も行くことができなさそうな国であ

り、また、参加人数も少なそうだった

からである。特別な理由はなかった。

だが、実際に行ってみて、とても良い

経験になった。日本を離れ、異文化の

中で生活することで得るものは多い。

日本と一番違うのは、多民族国家であ

ること、多宗教国家であり日常の中で

宗教をより重要視していることだと思

う。我々が観光で訪れた寺院でも、写

真を撮っている横では現地の人たちが

おそらく、サリー

おそらく、サロン
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報告書 唐煒怡 文学研究科修士 2 年 

 

はじめに 

私は、今年 2015 年 2 月に国際本部主催

の短期留学スペシャル・プログラム(イン

ド・デリー大学)に参加した。インド研修

での経験は私にとって、非常に貴重な体

験だった。英語を活用してディスカッシ

ョンに参加し、ヒンドゥー教やジャイナ

教寺院と博物館を巡ってきて、有意義な

ことばかりだった。それから続いて海外

経験を積みたいと考え、本プログラムへ

の参加を決めた。以下では、プログラムで

私が体験した一部を紹介したいと思う。 

 

1. ビザの申請方法と入国手続き 

インドのビザの申請と比べて、スリラ

ンカの観光ビザの申請方法はわりと簡単

と便利だった。ETA のサイトに必要な個人

情報を書き込んで、クレジットカードで

決済して申請は終わる。そしてたった数

分間に、メールアドレスに申請受領通知

書、さらに時間をおいて ETA 承認通知書

が送られてくる。入国の際にそれをプリ

ンアウトして持っていけばよい。 

入国の手続きも速やかに完了した。国

際 空 港 Bandaranaike International 

Airport に降りてしばらく行くと、入国審

査のカウンターがある。そこでパスポー

トと一緒に入国カードとビザ(ETA 承認通

知書のプリント)を提出する。この先には

免税店があり、そこを抜けた階段の下に

ある機内預け荷物のターンテーブルに荷

物を受け取って税関に進む。税関にチェ

ックされて入国の手続きは完了だ。 

 

2．劇場と精舎 

初日のオリエンテーションが終わって

ペラデニヤ大学のキャンパスツアーに行

った。スリランカで最長の川のマハウェ

リ川がここを通って、自然豊かなこのキ

ャンパスはボタニカル・ガーデンのよう

である。そこで最も惹かれたところはオ

ープン・シアターだった。演劇に興味があ

って小劇場での観劇に馴れた私は、この

オープン・シアターの開放感をじっくり

味わってみた。丘陵のように階段状に座

席を設けた観客席と、真ん中にある簡易

な演台とはこの円型劇場を構成する。ペ

ラデニヤ大学のオープン・シアターは、学

生たちに利用されるのみではない。全国

有名な劇作家の作品もまずここに発表さ

れ、よい評価をもらった作品をさらに全

国で上演される。 

ペラデニヤ大学には、伺えてよかった

と思うところがもう一ヵ所ある。それは

ペラデニヤ大学ヴィハーラである。最初、

研修スケジュールにこのことがアレンジ

されていなかった。文学部教授 Dr. Tudor 

Silva のご紹介で、パーリ学と仏教学講座

の主任 Dr. Bamunugama Shathawimala に

伺 う こ と が で き 、 Dr. Bamunugama 

Shanthawimala のご案内でヴィハーラを

尋ねた。そこで、カード(curd)で招かれ、

五分間瞑想を体験した。残念ながら、私の

席が離れていたので、細田典明先生と Dr. 

Bamunugama Shanthawimal との仏教学に

対するお話が聞き取りにくかった。 

3. セイロンティーとキリテ 

スリランカは紅茶の生産量で世界第 2

位、輸出量で世界第 1 位を誇る紅茶大国

である。スリランカ国内で最も飲まれて
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いる飲み物は言うまでも紅茶である。ガ

イドブックの『地球の歩き方』により、ベ

ッドティーに始まり、多い人では 1 日 5

回もお茶の時間をとるほどだという。し

かし、実際にティータイムが 1日 7 回、8

回くらいだ。そして紅茶の最も庶民的か

つポピュラーな飲み方がプレインではな

く、キリテと呼ばれるミルクティーであ

る。味は極甘くて、日本喫茶店でのミル

ク・砂糖入りの紅茶がそれほどではない。 

今回の研修では、フィールド・ヴィジッ

トとしてヌワラ・エリヤにあるティー・フ

ァクトリーを見学に行った。ヌワラ・エリ

ヤを中心とする丘陵地帯はセイロンティ

ーの本場である。工場見学の際は、ガイド

さんがついて工場内の機械の説明、お茶

の精製方法などについて詳しく説明して

くれた。しかし、キャンディからヌワラ・

エリヤまでの移動時間が長く、さらに丘

陵地帯の故に運転状況も不安定であるの

で、メンバーたちは乗り物酔いでかなり

苦労した。 

 

4. 留学と交流 

今回のプログラムで、在スリランカ日

本大使館と JICA 事務所を訪問した。これ

は今までの短期留学にない経験であって、

コミュニケーションにおける大変貴重な

機会であった。菅沼健一大使のご紹介で、

最近のスリランカ情勢と日ス関係などに

ついて、普段あまり触れていない話を聞

くことができた。JICA でスリランカへの

支援内容などを聞いて、ボランティア・プ

ログラムに興味を持つようになった。 

短期留学に人との交流が大切だと思う

が、現地の学生たちとの交流を失敗談と

して反省している。私は一方的に盛り上

がって話を進めようと思ったが、実にあ

いづちによわかった。それによって相手

から期待する返事が来なかった。その理

由の一つは、英語で話会えないことであ

る。もう一つはあまりにもソーシャルす

ぎて本当に相手の興味を引いていないこ

とである。 

 

5. そのほか 

 歓迎会と送別会のディナーで、ペラデ

ニヤ大学の教職員、学生たちはドレスコ

ードに注意を払って出席した。 

寺院には土足厳禁という規則がある。

日光に熱せられた石や砂の上を歩くこと

はかなりつらかった。 

ペラデニヤ大学の食堂でカレー定食は

Rs 60 から Rs 80 ぐらいだ。その定食はベ

ースがベジタリアン向けのカレーである。

肉食を付加える場合、たまご、ソーセージ、

魚がある。 

主な滞在先はキャンディのレンタルハ

ウスだった。手厚いおもてなしをうけた。

朝食の種類はさまざまであり、新鮮フル

ーツでジュースを作っていただいた。バ

ーベキューも大変満喫した。Wifi は使用

できるが、なかなかつながらなかった。 

本プログラムにペラデニヤ大学の

International Interaction Club のメン

バ ー た ち が 活 躍 し て い る Exchange 

Session は面白かった。シンハラ語はもち

ろん、スリランカの童謡、クリケットも教

えていただいた。シンハラ語では、「あり

がとう」は Bohoma Sthuthi である。忘れ

られないことばである。 

 

報告書 唐煒怡 文学研究科修士 2 年 

 

はじめに 

私は、今年 2015 年 2 月に国際本部主催

の短期留学スペシャル・プログラム(イン

ド・デリー大学)に参加した。インド研修

での経験は私にとって、非常に貴重な体

験だった。英語を活用してディスカッシ

ョンに参加し、ヒンドゥー教やジャイナ

教寺院と博物館を巡ってきて、有意義な

ことばかりだった。それから続いて海外

経験を積みたいと考え、本プログラムへ

の参加を決めた。以下では、プログラムで

私が体験した一部を紹介したいと思う。 

 

1. ビザの申請方法と入国手続き 

インドのビザの申請と比べて、スリラ

ンカの観光ビザの申請方法はわりと簡単

と便利だった。ETA のサイトに必要な個人

情報を書き込んで、クレジットカードで

決済して申請は終わる。そしてたった数

分間に、メールアドレスに申請受領通知

書、さらに時間をおいて ETA 承認通知書

が送られてくる。入国の際にそれをプリ

ンアウトして持っていけばよい。 

入国の手続きも速やかに完了した。国

際 空 港 Bandaranaike International 

Airport に降りてしばらく行くと、入国審

査のカウンターがある。そこでパスポー

トと一緒に入国カードとビザ(ETA 承認通

知書のプリント)を提出する。この先には

免税店があり、そこを抜けた階段の下に

ある機内預け荷物のターンテーブルに荷

物を受け取って税関に進む。税関にチェ

ックされて入国の手続きは完了だ。 

 

2．劇場と精舎 

初日のオリエンテーションが終わって

ペラデニヤ大学のキャンパスツアーに行

った。スリランカで最長の川のマハウェ

リ川がここを通って、自然豊かなこのキ

ャンパスはボタニカル・ガーデンのよう

である。そこで最も惹かれたところはオ

ープン・シアターだった。演劇に興味があ

って小劇場での観劇に馴れた私は、この

オープン・シアターの開放感をじっくり

味わってみた。丘陵のように階段状に座

席を設けた観客席と、真ん中にある簡易

な演台とはこの円型劇場を構成する。ペ

ラデニヤ大学のオープン・シアターは、学

生たちに利用されるのみではない。全国

有名な劇作家の作品もまずここに発表さ

れ、よい評価をもらった作品をさらに全

国で上演される。 

ペラデニヤ大学には、伺えてよかった

と思うところがもう一ヵ所ある。それは

ペラデニヤ大学ヴィハーラである。最初、

研修スケジュールにこのことがアレンジ

されていなかった。文学部教授 Dr. Tudor 

Silva のご紹介で、パーリ学と仏教学講座

の主任 Dr. Bamunugama Shathawimala に

伺 う こ と が で き 、 Dr. Bamunugama 

Shanthawimala のご案内でヴィハーラを

尋ねた。そこで、カード(curd)で招かれ、

五分間瞑想を体験した。残念ながら、私の

席が離れていたので、細田典明先生と Dr. 

Bamunugama Shanthawimal との仏教学に

対するお話が聞き取りにくかった。 

3. セイロンティーとキリテ 

スリランカは紅茶の生産量で世界第 2

位、輸出量で世界第 1 位を誇る紅茶大国

である。スリランカ国内で最も飲まれて
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6. おわりに 

インド研修では講義によってインドの

言語・宗教・歴史を知ると言えるならば、

スリランカ研修では講義外の活動でスリ

ランカを知る。言語、宗教、歴史、遺跡、

人のキャラクター、日々の生活から、どの

方面でも、スリランカは見逃されない国

である。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 羅一鳴 文学研究科修士二年 

はじめに 

今回、北海道大学国際本部により行わ

れた本プログラムを参加した。 

もともと仏教関係の遺跡に興味があり、

所属の指導教員から誘われ、最初は特に

目的を持たずに行ったが、結局、私にとっ

て貴重な経験になった。 

実際にこのレポートを書くのは帰日し

た四ヶ月以後のことであるために、記憶

多少曖昧なところがあることに対して事

前に申し訳ない。では、思い出しながら書

こう。 

授業 

 最初は短期留学といっても実は修学旅

行のようなものだと思っていた学生がい

ると思うが、実際には向こうの先生によ

る本格的な授業だった。内容は主にスリ

ランカにかかわることで、国の概要、歴史、

経済、衛生および内戦のことである。授業

は英語で行われ、初めて英語授業を受け

る私にとって最初はすこしつらいが、先

生たちが作ってくれたスライドを見なが

ら、だんだんなれるようになった、結局、

楽しくなった。語学勉強に辛いと思った

学生にとって言語を実際に使ってから、

モチベーションが起こることもあるが、

自分自身はあったら、なんかちょっとお

もしろくなった。それを考えると、勉強の

意欲を出すために短期留学するもお得と

思う。更に授業の内容について、一見にす

れば、Wikipedia にも調べられるものであ

るが、先生の筋道がとても論理的、概要的

なものだけではなくて、実際の経験と民

俗的なものを合わせて話した。とても面

白くて理解しやすいものである。 

私達が授業を受けた建物― 
ペ ラ デ ニ ア 大 学 ・ International 
Research Centre 

宿泊 

 宿泊代には驚いた。以前インドに行っ

たことがあって、あそこの宿泊条件がす

ごく安い（一泊百円のもある）が、残念な

がらそれなりの環境でした。比べて今回

スリランカの宿泊はまるで天と地の差だ

と思う。 

 写真はPeradeniya大学のあるKandyの

宿泊施設で別荘のようだった。 

留学として使うのは贅沢と感じた。し

かも安い。三人一部屋で一人一泊千円位

だった。 

 そして、泊まるだけではなくて、現地の

スタッフも一緒に泊まって美味しいスリ

ランカ料理も作ってくれた。本当にあり

がとうございました。 

6. おわりに 

インド研修では講義によってインドの

言語・宗教・歴史を知ると言えるならば、

スリランカ研修では講義外の活動でスリ

ランカを知る。言語、宗教、歴史、遺跡、

人のキャラクター、日々の生活から、どの

方面でも、スリランカは見逃されない国

である。ぜひ実際に参加することをお勧

めします。 
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食事 

 スリランカで一日三食カレーとよく言

われたが、残念ながら、これは事実である。 

 今回の経験によれば到着日食べたこの

お菓子みたいのもの以外、全部カレー料

理である。 

 各種カレーの中に、一番多いのは豆

カレーである。見た目はすこしよくない

が、美味しくて、健康な食品である。更に、

驚く値段は最低 40 円ぐらいだった。上の

図はPeradeniya大学食堂で学生たちが食

べられているカレー料理である。想像以

上に綺麗だし、味も美味しい。 

人々 

 いま、スリランカで助けてくれた人々

を感謝の気持ちを持って紹介したい。 

 まずは、私たちと最初から最後まで行

動した運転手の Indika さんである。彼

は昔にアフリカの中国系会社で働いて近

年からスリランカに戻って家族と一緒に

住んでいる。夜で彼と一緒にお酒を飲ん

で子供の写真を見せられたり、内戦のこ

とを話したりしたことはまだ記憶に残っ

ている。家族に対しての愛情と戦争に対 

しての恐れが彼の顔に現れている様子が

宿泊したペンション

この写真は今回留学先の宿泊地

（Kandy という町の周りの山）

から撮ったものである、綺麗と

思わないか。
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印象的だった。スリランカの内戦は終わ

ったが、この内戦はいまも民衆の心に残

っていることは忘れることができない。 

 Malinda は Peradeniya 大学の学生で、

International Research Centre のメン

バーの一人である。彼は明るくて、勉強の

みではなく、物事に対して好奇心を持っ

て理解している。英語もすごく慣れてい

る感じで、スリランカの特殊な文化から

生まれた人として自分の文化感あるいは

価値観を保っていながら、海外のことを

勉強したい向こうの学生たちの姿を見た。 

も う 一 人 は Dr. Bamunugama 

Shanthawimal で、Peradeniya 大学構内の

精舎に住んでいるお坊さんである。とて

も優しくて慈愛な人を見えた。私達はこ

のお坊さんによって導かれて精舎に瞑想

を体験した。何か内観できるかどうかわ

からないが、心を沈んで、反省することが

できた。 

 もちろん、ほかのInRCのメンバーたち、

授業してくれた先生たち、このプログラ

ムを行った教員のスタッフたちも助けて

くれた、ありがとうございました。 

感想 

 もともと留学生として自分の未来をま

よっていたが、今回のプログラムを通し

て様々な人々を見て、彼達の思いを感じ

て、頑張る姿も拝見した。その結果、自分

の以後の道がどうなるのかはっきりわか

ったとまではいえないが、いま少なくと

も決意を持って、手元のことを一生懸命

にやるとしよう、前向きの体勢で頑張る

ことを決心した。 

運転手の Indika 

食事 

 スリランカで一日三食カレーとよく言

われたが、残念ながら、これは事実である。 

 今回の経験によれば到着日食べたこの

お菓子みたいのもの以外、全部カレー料

理である。 

 各種カレーの中に、一番多いのは豆

カレーである。見た目はすこしよくない

が、美味しくて、健康な食品である。更に、

驚く値段は最低 40 円ぐらいだった。上の

図はPeradeniya大学食堂で学生たちが食

べられているカレー料理である。想像以

上に綺麗だし、味も美味しい。 

人々 

 いま、スリランカで助けてくれた人々

を感謝の気持ちを持って紹介したい。 

 まずは、私たちと最初から最後まで行

動した運転手の Indika さんである。彼

は昔にアフリカの中国系会社で働いて近

年からスリランカに戻って家族と一緒に

住んでいる。夜で彼と一緒にお酒を飲ん

で子供の写真を見せられたり、内戦のこ

とを話したりしたことはまだ記憶に残っ

ている。家族に対しての愛情と戦争に対 

しての恐れが彼の顔に現れている様子が

宿泊したペンション

この写真は今回留学先の宿泊地

（Kandy という町の周りの山）

から撮ったものである、綺麗と

思わないか。
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Day Activity Details Venue

Depart Sapporo 14:15 New Chitose 1710 Incheon 2345 Incheon

Arrival in Sri
Lanka

04:30 Colombo
Pick up from Airport and proceed directly to Kandy
(Expected arrival at Kandy 0800)

1400-
15:30

Lecture 1
History of Kandy (Senkadagalapula) City - The last
capital of the Sinhala kings - Dr. Nanda
Gunawardhana

1530-1700
City Educational
Tour Kandy

Temple of Tooth and other areas of heritage
surrounding Kandy Town

0900-1030 Lecture 2 Orientation - Dr. Nanda Gunawardhana Senate Room

1045-1100 Courtsy Call Courtesy Call on VC Prof. Atula Senaratne

1100-1115 Break

1115-1245 Lecture 3 Sri Lankan History (Part I) – Prof H.M.D.R. Herath Senate Room

1245-1400 Lunch Break

1400-1530 Lecture 4
Sri Lankan History (Part II) – Prof H.M.D.R.
Herath

Senate Room

1530-1545 Break

1545-1715 Lecture 5
History of the Temple of Tooth – Ms. Dharshani
Ariyaratne

Senate Room

1800-2000 Welcome Dinner Interaction and Dinner Oak Ray Hotel

0900-1030 Lecture 6
Ethnicity and identity issues in Sri Lanka (Part
I) – Prof. Pinnawala

Senate Room

1030-1045 Break

1045-1215 Lecture 7
Ethnicity and identity issues in Sri Lanka (Part
II) – Prof. Pinnawala

Senate Room

1215-1330 Lunch Break

1330-1500 Lecture 8
Health definition and health promotion - Hiko
Tamashiro

Senate Room

1500-1515 Break

1515-1645 Lecture 9
An Overview of the UNESCO World Heritages in Sri
Lanka - Ms Dharshani Ariyaratne

Senate Room

17:00 Depart to Dambulla

20:00 Arrival
To be expected to arrive at Hotel in Dambulla at
2000

Short-term Oversea Special Program on Understanding of Peace Process in the
Multiethnic and Multilingual Country of Sri Lanka at the University of Peradeniya,

17-28 August 2015

Day 1: 17 August (Monday)

Day 4: 20 August (Thursday)

Accommodation (Kandy)

Accommodation (Kandy)

Accommodation (Dambulla)

Day 3: 19 August (Wednesday)

Day 2: 18 August (Tuesday)
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資料 1.　プログラムの概要



0700-1300 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 technology and Sri Lankan arts and
architecture.

1300-1800 Polannaruwa

Pollonnaruwa 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. 

0900-1400 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.

1700 Return to Kandy Expected arrival at Hotel in Kandy at 1700

0930-1100
Campus Tour and
Cultural Exchange
Program/Workshop

InIC students, and InIC members and University
Explorers Club

Senate Room

1100-1230 Lecture 10
Culture of Sri Lanka- A historical perspective –
Ms Shanthini Shanmugarajah

Senate Room

1230-1330 Lunch Break

1330-1730
Free exploration
and exchange
session

Students explore Kandy by their own and/or with
students from InIC and/or ISLE

0900-1030 Lecture 11
Challenges in post-war rebuilding in Sri Lanka (1)
– Prof. Tudor Silva

Senate Room

1030-1045 Break

1045-1215 Lecture 12
Challenges in post-war rebuilding in Sri Lanka (2)
– Prof. Tudor Silva

Senate Room

1215-1330 Lunch Break

1330-1500 Lecture 13 Pali Buddhism by Prof. Noriaki Hosoda Senate Room

1500-1515 Break

1515-1645 Lecture 14
Sri Lanka-Japan relationship - a historical
perspective by TBA

Senate Room

1645-1815
Social
communication

Among students (HU, UP and ISLE)

Day 8: 24 August (Monday)

Day 5: 21 August (Friday)

Accommodation (Dambulla)

Day 6: 22 August (Saturday)

Day 7: 23 August (Sunday)

Accommodation (Kandy)

Accommodation (Kandy)

Accommodation (Kandy)
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0900-1030 Lecture 15
Agriculture in Sri Lanka - Prof. Dissanayake
Chandrasanayake

Senate Room

1030-1045 Break

1045-1215 Lecture 16
Student presentations to be coordinated by Dr
Nanda Gunawardhana

Senate Room

1215-1300 Lunch Break

1300-1430 Lecture 17
Discussion: Students of Hokkaido University and
University of Peradeniya to be coordinated by Dr.
Nanda Gunawardhana and Prof. Tudor Silva

Senate Room

1445-1615 Lecture 18
Sum up session to be coordinated by Dr Nanda
Gunawardhana (Part I)

Senate Room

1630-1800 Lecture 19
Sum up session to be coordinated by Prof. Tudor
Silva (Part II)

Senate Room

800 Depart to Colombo

1400-1500
Visit to the
Embassy of Japan in
Sri Lanka

Make  a courtesy visit to the Honorable Ambassador
Japanese
Embassy to
Sri Lanka

1530-1700
Visit to JICA Sri
Lanka

ODA activities in Sri Lanka by JICA Sri Lanka in
Colombo by Mr Makoto Asai  (Hokudai alumnus)

JICA Sri
Lanka Office

0900-1500
Visit to historical
sites in Colombo

Colombo

1500 Depart to Airport Expected arrival at the Colombo Airport 1600
1900 Depart Colombo 1900 Colombo

7:00 Arrival at Incheon Incheon

10:10 Depart Incheon

12:55
Arrival at New
Chitose

New Chitose

Day 10: 26 August (Wednesday)

Day 11: 28 August (Friday)

Accommodation (Plane)

Accommodation (Kandy)

Day 9: 25 August (Tuesday)

Day 11: 27 August (Thursday)

Accommodation (Colombo)
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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 京極 祐希 文学研究科 D1 男 NO

2 久保 銘中 法学部 2 男 NO

3 酒井 遥 農学部 3 女 YES

4 柴田あかり 環境科学院 M1 女 NO

5 唐 煒怡 文学研究科 M2 女 NO

6 羅 一鳴 文学研究科 M2 男 NO

資料 2.　参加者名簿（ペラデニヤ大学）

-59-



-60-

Sites of Field Visit in Sri Lanka

⾸都：スリ・ジャヤワルダナプラコッテ

現地研修
• ペラデニヤ⼤学にて

学⽣と交流
スリランカの歴史・宗教・⽂化を学ぶ

• 世界遺産を⾒学
• スリランカで⽣活

ペラデニヤ⼤学の学⽣との⼣⾷会

ソウルから約８時間

時差3.5時間

講義内容
• History of Sri Lanka
• History of the Temple of Tooth
• Ethnicity and identity issues in Sri Lanka
• Health definition and health promotion
• Culture of Sri Lanka – A historical perspective
• Challenges in post-war rebuilding in Sri Lanka
• Sri Lanka – Japan relationship
• Agriculture in Sri Lanka

⼤学内の野外シアター

ペラデニヤ⼤学の学⽣と交流

1. ペラデニヤ⼤学での研修

1. ペラデニヤ⼤学での研修
2. スリランカの歴史・⺠族・宗教
3. スリランカの産業
4. 世界遺産（シンハラ王朝時代の歴史）
5. スリランカの⽣活

報告会アジェンダ短期留学報告会
―スリランカ ペラデニヤ⼤学―
2015年8⽉17⽇〜8⽉28⽇

【報告者】
 久保銘中 法学部2年
 京極祐希 ⽂学研究科博⼠1年
 酒井遥 農学部3年
 柴⽥あかり 環境科学院修⼠1年
 唐煒怡 ⽂学研究科修⼠2年
 羅⼀鳴 ⽂学研究科修⼠2年

資料 3.　学生の帰国後報告会資料
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平和を求めるスリランカ

キャンディ市街、仏⻭寺周辺の観光客
世界32位のコロンボ港に進出

コロンボ空港でのインディカと私

内戦の実態を話してくれた
私たちのドライバー、インディカ

• 爆弾の恐怖

• 現在も続く紛争によるスリランカ
⼈の⼼の痛み！

1983〜2009内戦

1996年1⽉、LTTEにより⾃動⾞爆
弾で中央銀⾏ビルを爆破、92⼈死
亡、1000⼈以上負傷。

• 死亡７万⼈以上
• 負傷約６万⼈
• 難⺠約100万⼈（タミール国内難⺠は約28万⼈）

 イギリスによる分割統治（1817年－1948年）
教育
職業 タミール⼈優遇政策
⾏政など

独⽴後の優遇政策（1948年）
シンハラ語 シンハラ・オンリー法
⾏政等 シンハラ⼈優遇政策
タミール⼈が公⺠権、選挙権などを失う

タミール・イーラム解放の⻁（LTTE）

スリランカにおける紛争の背景（1983-2009年）
〜タミール⼈とシンハラ⼈の対⽴激化〜

タミール⼈(10%) 
主主にヒンドゥー教徒

ムスリム (9%)
イスラム教徒

シンハラ⼈(73%)
主に仏教徒

スリランカの⺠族・宗教構成
スリランカにおける⺠族の地理分布

主にシンハラ⼈の居住地

シンハラ⼈とタミール
⼈の混成地域

主にタミール⼈の居住地

2. スリランカの歴史・⺠族・宗教
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• フラワリー・オレンジ・ペコ(FOP)
• オレンジ・ペコ(OP)
• ペコ(P)
• スーチョン(S)
• ブロークン・オレンジ・ペコ(BOP)
• ブロークン・オレンジ・ペコ・ファニングズ(BOPF)
• ファニングズ(F)
• ダスト(D)

茶葉の主なグレード

ティー・ファクトリー 茶葉の展示

• 茶摘み
• 計量
• 萎凋

►⽣葉の⽔分を取り除く作業

• 揉捻
►茶葉の組織細胞をくだいて

酸化発酵をうながし、茶葉の形
を整える作業

• 発酵
• 乾燥
• グレーティング

セイロンティーができるまで

ティー・ファクトリー 「萎凋」の様子

特徴
• クセがなくマイルド
• ⽔⾊、味、⾹りのバランスがよい

五大産地
• ヌワラ・エリヤ
• ウバ
• ディンブラ
•キャンディ
• ルフナ

セイロンティー

ヌワラ・エリヤの茶畑セイロンティーの歴史
• 150年前は、コーヒーの⽣産が盛んだった
• 1860年代には「さび病菌」によりコーヒープランテーションが衰退
• 次第にお茶が試験的に栽培されるようになった
• ジェームステーラーは製茶機械を開発し、製茶⼯場を作って、セイロン紅茶を世界に広めていった

主要産業
• 農業
(紅茶、ゴム、ココナッツ、⽶作)
• 繊維業
• 観光産業

輸出三⼤商品
• 紅茶
• 天然ゴム
• ココナッツ

スリランカの産業

おみやげ ― セイロンティ

3. スリランカの産業

「憎しみは憎しみによって⽌まず、ただ愛によってのみ⽌む」
ーー1951年のサンフランシスコ講和会議におけるジャヤワルダナ（スリランカ初

代⼤統領）の演説からの引⽤。
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5. スリランカの⽣活

ダンブッラ

・スリランカ最⼤の⽯窟寺院がある
・5つの部屋に別れており、
壁や天井には壁画が描かれ、多くの仏像が安置されている

⽯窟寺院

ダンブッラ
シーギリヤ

キャンディ
⾸都キャンディ時代（1474〜1815年）

仏⻭寺

・シンハラ王朝の最後の都
・仏⻭寺には仏⻭が祀られている
・ペラヘラ祭のときだけ、仏⻭を背中に乗せたゾウがキャンディの街を練り歩く
・1815年、イギリスによってシンハラ王朝滅亡

南インドから
タミル軍

キャンディ

ポロンナルワ

ペラヘラ祭仏⻭寺の本堂

シーギリヤ

シーギリヤ・ロック

・5世紀後半、狂気の王カーシャパは岩⼭の頂上に王宮を建てた
・10世紀、⾸都がポロンナルワに移る

⾸都アヌラーダプラ時代
（紀元前約3世紀〜10世紀）

南インドから
タミル軍

アヌラーダプラ

ポロンナルワ

アヌラーダプラ

ダーガバ（仏塔）

菩提樹

・スリランカ最古の都があった
・紀元前3世紀、インドから初めて仏教が伝えられる
・インドから菩提樹の分け枝、仏⻭（仏陀の⽝⻭）が運ばれる

⾸都アヌラーダプラ時代（紀元前約3世紀〜10世紀）

4. 世界遺産
（シンハラ王朝時代の歴史）
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⽣活⽔準がわかる⼀枚動物との暮らし

北海道よりすごい！？

滞在中の⾷事

カレーだけだと思っていたが、そうでもなかった。

スリランカ⼈が⼤好きなミルクティー
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ご清聴ありがとうございました！

さいごに〜留学で学んだこと〜

スリランカの⼈々の⽂化や価値観
英語によるコミュニケーションの重要性を再確認
コミュニケーションスキルは⾔語だけではない！
スリランカの⼈々から⾒た⽇本の姿
スリランカの⼈々が抱える問題
平和構築のプロセス
多⺠族・多宗教国家の抱える潜在的な諸問題





短期留学スペシャルプログラム報告書 

デラサル大学 2015 年 9 月 

報告書： 古林 萌 文学部 2 年 

報告書： 齊藤 愛 工学部 4 年 

報告書： 杉浦 昌治 法学部 2 年 

報告書： 田代 郷史 

報告書： 馬場 仁美 

報告書： 原田 尭之 

報告書： 本多 未佳 

資料 1. プログラムの概要 

資料 2．参加者名簿（デラサル大学） 

フィリピン戦没者慰霊碑

環境科学院修士 1年 

経済学部 2年 

法学部 2 年 

医学部 2 年 

-67-



1 
 

報告書 古林萌 文学部 2年 

 

1,はじめに 

 この短期留学を終えて、自分の価値観

や視野が変わったことを実感しています。

海外渡航経験も少なく、英会話もままな

らない状態での留学でしたが想像以上に

有意義なものでした。本報告書では、今

回の留学先であったフィリピンでの様子

を述べていきます。 

 

2,マニラ市ツアー 

 2 日目はマニラ市の重要な遺跡を見学

しました。リサールパーク、マニラ大聖

堂、サンチャゴ要塞、サンオウガスチン

教会をガイドさんの説明を聞きながらま

わりました。 

 

マニラ大聖堂 

 

 この日のツアーでわたしたちはフィリ

ピンでホセ・リサールがいかに英雄とさ

れているかを知りました。リサール記念

館には、ホセ・リサールが裁判にかけら

れている様子を再現した部屋があり、フ

ィリピンやホセ・リサールの歴史につい

てほとんど知識のないわたしでも、何か

ぐっとくるものがありました。 

 また、教会に行った際に、フィリピン

の約 80～90%がカトリックだという話を

聞きました。しかし、国教にされている

というわけではなく、スペインやアメリ

カの植民地であったという歴史的な背景

からくるものであるようです。おそらく、

フィリピンが英語圏であるのもそういっ

た歴史的要因が深く関わっていると思い

ます。宗教は自分の専門とも関係する分

野なので今後詳しく調べたいと思いまし

た。 

 また、このツアーの移動中に驚いたこ

とは何といってもマニラの交通です。車

間距離は非常に近く、信号もほとんどあ

りません。あったとしても守られている

ようには見えませんでした。交通量も多

く、クラクションが鳴り響いています。

交通が整備された日本が当たり前になっ

ているわたしにとってはこの交通は恐ろ

しく、また新鮮でもありました。フィリ

ピンにはジープニーと呼ばれる公共交通

機関があります。安価で乗ることができ、

現地ではポピュラーな移動手段のようで

した。今回の留学ではジープニーは経験

できませんでしたが、次回訪問した時に

はぜひ乗ってみたいと思います。ただし、

現地の人と一緒でないと乗るのは難易度

が高そうです。 

 
 ジープニー 

 

3,デラサル大学（DLSU）の様子・講義 
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 出発前にも、DLSU はフィリピンで一番

裕福な人たちが通う大学だと聞いていま

したが、その情報通り、とても大きく、

綺麗で設備の整った大学でした。 

 
デラサル大学キャンパス 

 

 セキュリティも厳しく、ID をかざさな

ければ構内に入ることはできません。キ

ャンパス内には多くの学生がおり、活気

がありました。ちょうど学期の変わり目

でもあったようで、日本でいうところの

新歓のようなことも行われていました。

カフェテリアや学食もキャンパス内に多

く見られ、また、ステージも設置されて

いました。 

 DLSU での講義はすべて英語で行われま

す。わたしたちが学んだのは、culture、

global citizenship、war memory などに

ついてです。英語を聞き取るということ

だけでもとても大変でしたし、さらに講

義の内容についての自分の意見を出し、

それを英語にして話すということにわた

したちは骨を折りました。しかし、わか

らなくても諦めずに耳を傾け、理解しよ

うとし続けると少しではありますが英語

を聞き取ることができるようになります。

拙い英語でも発言や質問をすれば、先生

や学生が必ず何かを返してくれます。

DLSU での講義では、講義の内容はもちろ

んですが、わからないことに対して食い

下がる姿勢、諦めない姿勢を持つことの

大切さを感じました。質問することやわ

からないことは恥ずかしいことではない

と思うことができました。 

 
 教室での様子 

 

4,フィールドトリップ 

 週末は、フィールドトリップとしてス

ービックへ行きました。スービックには

日本とも関わりが深い戦争の遺跡が多く

ありました。 

 

 スービックにはクラーク海軍基地があ

り、最初の神風特攻隊がここから発進し

たということでした。実はスペインやア

メリカだけでなく、日本もフィリピンを

占領していた時代がありました。わたし

は、フィリピンに行くまでそのことをほ

とんど知りませんでした。授業中に「フ

1 
 

報告書 古林萌 文学部 2年 

 

1,はじめに 

 この短期留学を終えて、自分の価値観

や視野が変わったことを実感しています。

海外渡航経験も少なく、英会話もままな

らない状態での留学でしたが想像以上に

有意義なものでした。本報告書では、今

回の留学先であったフィリピンでの様子

を述べていきます。 

 

2,マニラ市ツアー 

 2 日目はマニラ市の重要な遺跡を見学

しました。リサールパーク、マニラ大聖

堂、サンチャゴ要塞、サンオウガスチン

教会をガイドさんの説明を聞きながらま

わりました。 

 

マニラ大聖堂 

 

 この日のツアーでわたしたちはフィリ

ピンでホセ・リサールがいかに英雄とさ

れているかを知りました。リサール記念

館には、ホセ・リサールが裁判にかけら

れている様子を再現した部屋があり、フ

ィリピンやホセ・リサールの歴史につい

てほとんど知識のないわたしでも、何か

ぐっとくるものがありました。 

 また、教会に行った際に、フィリピン

の約 80～90%がカトリックだという話を

聞きました。しかし、国教にされている

というわけではなく、スペインやアメリ

カの植民地であったという歴史的な背景

からくるものであるようです。おそらく、

フィリピンが英語圏であるのもそういっ

た歴史的要因が深く関わっていると思い

ます。宗教は自分の専門とも関係する分

野なので今後詳しく調べたいと思いまし

た。 

 また、このツアーの移動中に驚いたこ

とは何といってもマニラの交通です。車

間距離は非常に近く、信号もほとんどあ

りません。あったとしても守られている

ようには見えませんでした。交通量も多

く、クラクションが鳴り響いています。

交通が整備された日本が当たり前になっ

ているわたしにとってはこの交通は恐ろ

しく、また新鮮でもありました。フィリ

ピンにはジープニーと呼ばれる公共交通

機関があります。安価で乗ることができ、

現地ではポピュラーな移動手段のようで

した。今回の留学ではジープニーは経験

できませんでしたが、次回訪問した時に

はぜひ乗ってみたいと思います。ただし、
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3,デラサル大学（DLSU）の様子・講義 
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ィリピンの人はアメリカやスペイン、日

本のことを嫌いではないのですか。」とい

う質問をしたのですが、それに対して返

ってきた答えは「嫌いではない。それら

は過去のことだから。今はみんな友達だ

よ。」というものでした。わたしはその返

答に救われた気持ちになりました。しか

しだからと言ってこの歴史が水に流せる

わけでもなく、この事実は日本人として

しっかり知っておかなければならないと

思いました。 

 また、ここで Dirty ice cream と呼ば

れるアイスクリームを食べました。 

 
 アイスクリーム 15 ペソ 

  

アボカド味のアイスクリームは初体験

でしたが美味しかったです。 

 フィールドトリップ 2 日目はボートに

乗って海へ行きました。 

 

  ボートの様子 

 海は澄んでいてとても綺麗でした。フ

ィリピンの人はみんな海に入るのが好き

なようでした。わたしは水着を持って行

ってなかったのですが、みんなに“Come 

on!”と言われ、水着かどうかなどは問題

ではないようでした。服で海に入ったの

は初めての経験でした。泳いだり歌った

り踊ったり、浜でフィリピンのトランプ

のゲームを教えてもらったりしました。

このフィールドトリップの間、このプロ

グラムの去年のTAの方たちも来てくれた

のですが、その方々もとても明るくフレ

ンドリーで楽しい時間を一緒に過ごせま

した。 

 帰りの道中ではバッファローを見るこ

とができました。 
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5,JICA、NGO、WHO 

 わたしたちはJICAなどの国際機関にも

見学に行かせていただきました。 

 

 わたしは今までこのような国際機関で

働きたいと考えたことがなく、どのよう

な活動をしているのかも知りませんでし

た。しかし、JICA の活動にわたしに地元

にある金沢大学が参加しているなど案外

身近なものであることを初めて知りまし

た。 

 ストリートチルドレンの保護をしてい

る NGO 団体では、ストリートチルドレン

としてその施設に入っている子供たちと

遊びました。そこにいる子供たちは明る

く、言葉はほとんど通じませんでしたが

一緒に体を動かして遊ぶことができまし

た。 

 わたしたちが宿泊していたホテルの周

りのコンビニの出入り口にもストリート

チルドレンがいて、何度も手を差し出さ

れました。DLSU の学生のようなフィリピ

ンの中でも裕福な家庭に生まれ育った人

たちはこのような現実をどう考えている

のかとても気になりました。DLSU に通う

学生たちが裕福な家庭に生まれたのは運

が良かっただけで、彼らもストリートチ

ルドレンとしてお金を乞う生活をしてい

たのかもしれないのです。しかし、わた

しは彼らにその質問をすることはできま

せんでした。その質問はそのままわたし

自身にも問うことができるからです。む

しろ貧富の差が少なく、ストリートチル

ドレンのような人たちがほとんどいない

日本に生まれ育った自分の方がDLSUの学

生たちよりはるかに運が良く、貧しい人

たちがいるという現実をもっと真剣に考

えるべきだと感じました。自分たちの恵

まれた生活が貧しい人たちの上に成り立

っていることは知っていましたが、今ま

でわたしはそれは仕方のないことだと考

えていました。しかしそれは豊かな生活

をただ享受しているだけの立場からの考

えに過ぎないということをひしひしと感

じました。そして、今まであまり興味の

なかった発展途上国への援助に興味を持

ちました。 

 

6,パネルディスカッション、ASEAN、クロ

ージングセレモニー 

 パネルディスカッションは各学校の代

表 2名が行いました。わたしはこの代表

者ではありませんでしたが、global 

leadership について意見をまとめる中で、

リーダーの資質というものについていろ

いろなことを考えました。 

 また、パネルディスカッションを行っ

た日に DLSU で ASEAN youth のクロージン

グセレモニーがあり、アジアの様々な国

の伝統的な踊りや音楽を見ることができ

ました。 

 11 日目はクロージングセレモニーがあ
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 フィールドトリップ 2 日目はボートに

乗って海へ行きました。 

 

  ボートの様子 

 海は澄んでいてとても綺麗でした。フ

ィリピンの人はみんな海に入るのが好き

なようでした。わたしは水着を持って行

ってなかったのですが、みんなに“Come 

on!”と言われ、水着かどうかなどは問題
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は初めての経験でした。泳いだり歌った

り踊ったり、浜でフィリピンのトランプ
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り、証書をもらったり、ダンスを披露し

たりしました。 

 

12 日間一緒に過ごした DLSU の学生、スタ

ッフの皆さんと別れるのは本当に寂しか

ったです。 

 

7,最後に 

 わたしはこの留学を通して想像してい

た以上に多くのものを得ることができま

した。それはフィリピンの文化や生活、

英語はもちろんですが、一見日本にいて

も学べそうではあるけれども見逃してい

たことまで様々なことです。また、最高

に素敵なDLSUの皆さんと出会えたことも

わたしの誇りです。今回友人になれた皆

さんにはぜひ日本に遊びに来てほしいと

思いますし、わたしもまた必ずフィリピ

ンを訪れたいと思います。 

 フィリピンで関わったすべての皆さん

にお礼を申し上げます。 
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報告書 齊藤愛 工学部 4年  

 

1,はじめに 

 今年の春休み、私は今回と同様のプロ

グラムで、タイに短期留学に行きました。

タイへの留学を決めた目的としては、大

きく２つあります。１つ目は、単純に海

外に行ってみたいということです。私は、

将来の仕事として、発展途上国の衛生問

題の解決に貢献したいと思っているにも

関わらず、それまで海外に行ったことが

ありませんでした。これでは、いくら自

分が将来やりたいことを語ったところで、

机上の空論となり、また、本当に問題な

のが何なのかがわからないと思ったので

す。2 つめは、自分の英語力を試したい

ということです。英語を通していろんな

国の人々と交流し考え方や文化を学ぶこ

とに魅力を感じていたからです。タイの

留学を経て、これらの目的は達成された

のですが、初めての海外ということで感

動や驚きが先行してしまい、学習や自分

の成長がおろそかになっていました。こ

の反省を生かし、より海外で多くのこと

を学びたいと思ったので、今年の春にフ

ィリピンへの短期留学に行くことに決め

ました。 

 この報告書では、フィリピンの現地の

様子、また、講義や field trip で学んだ

ことについて報告します。 

 

2,学習姿勢について 

 現地では、五感全てから常に新しい情

報が得られます。自分のキャパシティで

は、現地で過ごしそれらの情報処理を行

うだけで手いっぱいになると考えたので、

事前学習を行ってから講義や field trip

に臨むようにしていました。留学直前ま

で院試に向け勉強していたので、事前学

習が十分できたとは言い難く、実際、プ

ログラム中に予習を行うこともありまし

た。時間的にも体力的にも、事前学習を

行うことが多少厳しいときもありました

が、事前知識があるかないかで英語の聞

き取り能力と理解力が格段に上がります。

また、ただ講義を聞くお客さんになるの

ではなく、積極的に発言、質問すること

で解答者の物事の考え方や＋αの知識を

学ぶことができます。このことは、海外

での学習に限らず他の講義やイベントに

取り組む姿勢にも当てはまると思います。 

3, 生活環境について(食事・ホテル) 

デラサール大学は首都マニラに立地す

る大学であり、私たちは大学から車で 10

分ほどのマレッタ地域のホテルに滞在し

ました。   

ホテルについてです。ホテルは一階が

ラウンジ、二階以上が宿泊部屋となって

5 
 

り、証書をもらったり、ダンスを披露し

たりしました。 

 

12 日間一緒に過ごした DLSU の学生、スタ

ッフの皆さんと別れるのは本当に寂しか

ったです。 

 

7,最後に 

 わたしはこの留学を通して想像してい

た以上に多くのものを得ることができま

した。それはフィリピンの文化や生活、

英語はもちろんですが、一見日本にいて

も学べそうではあるけれども見逃してい

たことまで様々なことです。また、最高

に素敵なDLSUの皆さんと出会えたことも

わたしの誇りです。今回友人になれた皆

さんにはぜひ日本に遊びに来てほしいと

思いますし、わたしもまた必ずフィリピ

ンを訪れたいと思います。 

 フィリピンで関わったすべての皆さん

にお礼を申し上げます。 
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います。ホテル内で WIFI が利用できる場

所が、一回のラウンジだけだったのは不

便でした。また、シャワーは水道管の圧

力の設計ミスなのかスムーズにお湯が出

せず、シャワーを使うときは一苦労でし

た。空調に関して、部屋の天井に扇風機、

隅にエアコンが設置されていましたが、

エアコンの掃除が十分でなかったためか、

エアコンをつけると咳が止まらなくなっ

てしまいました。咳だけでおさまらず、

滞在期間後半に熱を出してしまいました。

周囲の人々の気遣いと看病のおかげです

ぐに回復することができましたが、今後

同じホテルを使用する際は十分な掃除を

頼むことが必要だろうと、引率の石倉先

生と話しました。また、換気扇がついて

いたのですが、換気扇をつけても、部屋

の容積に対して換気量が十分でなく終始

湿気がこもっていました。ホテル自体は

綺麗だったのですが、室内環境の整備と

水道の様子を見ると、経済発展の速さに

対して建築技術や衛生管理の基準の整備

が追い付いていないという印象を受けま

した。 

フィリピンの 9 月の平均気温は 28 度 

であり、日夜間の温度差はそこまであり

ませんでした。暖かいほうが体の体調に

合う私としては、少し汗ばむ程度で、非

常に過ごしやすい気候でした。もちろん、

人が密集して空調が聞いていない空間は

非常に暑いですが…。室内の冷房はかな

り強いです。 現地の人の感覚に合わせ

ているかと思ったのですが、デラサール

大学の学生も寒いと言っていました。誰

に合わせて空調をかけているのか、それ

とも温度調節ができないような空調を使

っているのか、はたまた日本と同様に冷

マニラと東京の平均気温 

マニラと東京の降水量 

グラフ：地球の歩き方 より 
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房をかけすぎてしまう傾向にあるのか、

少し疑問に思いました。 

9 月はフィリピンでは雨季ということ

でしたが、思ったより雨に遭遇する機会

が少なかったです。ただ、雨が降った時

の町の様子がだいぶ変わることに驚きま

した。雨が降ると瞬く間に道路に水が溜

まり、軽い洪水のような状況になるので

す(これがまた、夜間に激しい雨が降り洪

水のようになっても、翌日の朝には道路

から水が引いているので不思議です。一

度に下水管が運搬できる水量が少ないた

め一時的な洪水が多いのかと思います)。

道路にあふれる水には、下水が混じって

います。フィリピン全体の下水道管普及

率は 30％前後(東京は 100％)であり(出

典：Global Water Intelligence, Global 

Water Market 2011)、また、漏水率は 50％

にも達します。これが何を意味するのか。

下水は、下水設備が整っている場合、下

水処理場に運ばれそこで処理を施され自

然に害のない水質にしてから、川に放流

します。下水道普及率が低いフィリピン、

ことにマニラでは、下水処理場を介さず

そのまま下水を自然に放出する場合があ

るということです。また、漏水率が高い

と、下水を運搬する際に下水道管から下

水が漏れ出してしまいます。これらの原

因から、道路の下や脇に下水管や用水路

が流れている場合、その付近のにおいが

侵されてしまいます。実際にホテルの周

辺を歩いた時、鼻をつまみたくなるよう

なアンモニア臭がする場所がありました。

単純に「汚いから」という理由だけでは

なく、人々の健康に悪影響をもたらすと 

滞在中の食事についてです。朝食は、

ホテルに併設されているCoffee Beansと

いうカフェや、コンビニ、ファーストフ

ードを利用しました。マニラでは、スタ

ーバックスと同じくらい、Coffee Beans

が有名なようです。ここで扱っているス

コーンが、いままで食べた中で一番おい

しかったです。コンビニで売っているよ

↑移動中みかけた工事現場。おそらく上

下水道の整備中 

いう点でも、下水道の整備を行う必要性

を感じました。写真にあるように、マニ

ラ移動中に工事現場をいくつか見かけま

した。おそらく上下水道の耐用年数が近

づいているため取り替えているのだと思

います。このような機会に、どんどん新

しい技術を取り入れ質の良いもの に代わ

っていけばよいなあと思いました。 

います。ホテル内で WIFI が利用できる場

所が、一回のラウンジだけだったのは不

便でした。また、シャワーは水道管の圧

力の設計ミスなのかスムーズにお湯が出

せず、シャワーを使うときは一苦労でし

た。空調に関して、部屋の天井に扇風機、

隅にエアコンが設置されていましたが、

エアコンの掃除が十分でなかったためか、

エアコンをつけると咳が止まらなくなっ

てしまいました。咳だけでおさまらず、

滞在期間後半に熱を出してしまいました。

周囲の人々の気遣いと看病のおかげです

ぐに回復することができましたが、今後

同じホテルを使用する際は十分な掃除を

頼むことが必要だろうと、引率の石倉先

生と話しました。また、換気扇がついて

いたのですが、換気扇をつけても、部屋

の容積に対して換気量が十分でなく終始

湿気がこもっていました。ホテル自体は

綺麗だったのですが、室内環境の整備と

水道の様子を見ると、経済発展の速さに

対して建築技術や衛生管理の基準の整備

が追い付いていないという印象を受けま

した。 

フィリピンの 9 月の平均気温は 28 度 

であり、日夜間の温度差はそこまであり

ませんでした。暖かいほうが体の体調に

合う私としては、少し汗ばむ程度で、非

常に過ごしやすい気候でした。もちろん、

人が密集して空調が聞いていない空間は

非常に暑いですが…。室内の冷房はかな

り強いです。 現地の人の感覚に合わせ

ているかと思ったのですが、デラサール

大学の学生も寒いと言っていました。誰

に合わせて空調をかけているのか、それ

とも温度調節ができないような空調を使

っているのか、はたまた日本と同様に冷

マニラと東京の平均気温 

マニラと東京の降水量 

グラフ：地球の歩き方 より 
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ていた時代があったので、スペイン文化

の影響を受け、パンがおいしいのかなと

思いました。昼食や夕食に関しては、大

学構内の食堂や、ホテル付近のレストラ

ンを利用しました。大学のほうで料理を

ふるまってくれた日もありました。東南

アジアの料理は、ナンプラーなどを使い、

独特な風味の巣者が多いと思っていたの

ですが、フィリピンの料理はマイルドな

味のものが多い印象でした。たったの 2

週間の滞在だったので、フィリピン料理

について熟知しているわけではないので

すが、個人的な感想としては、スペイン、

アメリカ、琉球王国の食文化の影響を受

け、それらをすべて融合しているイメー

ジなので、これがフィリピン料理だ、と

いう印象はなかったです。様々な国の食

文化を受け入れ、それらすべてが同じレ

ベルで共存していると思いました。もし

くは、これからフィリピン料理というも

のは少しずつ形を変えて確固としたもの

に形成されていくのかなと考えました。

いろんな料理があり、どれもおいしかっ

たのですが、balot という伝統的な食べ

物は苦手でした…！卵は、無精卵を食す

るのが一般的なのですが、これは有精卵

をゆでて食べるものです。鶏が卵を産ん

でから何日経過したかを卵に記載するら

しいです(もちろん経過日数が多いほど

…)。最終日の Farewell party で、デラ

サール大学の学生がフィリピンに来た記

念に食べよう、と持ってきてくれました。

暗いお店の中で食したので、見た目にび

っくりすることはなかったですが、食べ

るのには度胸が必要でした…(生臭い感

じが少し残っていて私は苦手です)。フィ

リピンに行ったら、ぜひ。 

4,講義について 

 大学の講義と Field trip では、戦争に

関 し て の 向 き 合 い 方 と 、 global 

leadership について学びました。私たち

の世代の日本人は、戦争を直接経験して

はいません。祖父母が戦争を経験してい

ても、積極的に話を聞くことも少ないと

思います。恥ずかしながら、私は戦争に

ついての知識は、中学校や高校の授業で

↑Coffee Beans での朝食のパン 

スペインとアメリカの植民地支配を受け

うなパンは、乾燥していてあまりおいし

いとは感じなかったのですが、このカフ

ェで扱っているメニューはおいしいもの

ばかりでした。
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ならったこと、ニュースでたまに聞いて

得られるような情報しか持っていません

でした。今回の留学で、フィリピンの歴

史と戦争、日本が一時フィリピンを植民

地支配していたことを知ったこと、戦争

について学び議論する場があったことは

非常に有意義でした。 

 自分の欠点を改善する、同じ失敗を繰

り返さないために、私たちは自分の過去

について分析します。同様のことが歴史

についてもいえると思いました。国際社

会で活躍したい、様々な人と交流したい

と思うのならばなおさら、そのような知

識がないといけないと思います。私たち

は生まれる場所を選ぶことはできないけ

ど、日本という国に生まれ日本人として

生きている以上、自分の国の人々が国際

社会において何をしたのか、それは何の

ためなのか、よいことなのか、悪いこと

なのか、同じ間違いはしていないか、判

断する能力を身に付ける必要があると思

いました。 

5,おわりに 

 今回の留学の目標は、2つありました。

１つは、事前学習を十分に行い、滞在中

には現地しかできないことを満喫し、学

ぶこと。2 つめは、留学を通して自分に

自信が持てるようになることです。1 つ

目に関しては、いくらやっても足りな

い！と思いました。事前にいろんなこと

を学べば学ぶほど、疑問が生じます。滞

在期間中もどんどん気になることが増え

ていきます。知識を得ることには終わり

はないけれども、自分の中でここまでは

確実にやる、ということはできたかなと

思います。2 つめに関しては、パネルデ

ィスカッションの経験を通して、また、

講義を通して、達成できたかなともいま

す。私は、周囲の意見を聞いたうえで発

言することが多く、また、意見を持って

いたとしても、意見が受け入れられない

のではないかと危惧して発言できないこ

とがしばしばありました。また、人間環

境がうまくいかないときに、自分に自信

を無くし何も行動できないときがありま

した。そんな自分を変えたい、自信を持

って行動できるようになりたい、と臨ん

だのが今回の留学です。パネルディスカ

ッションの準備のために学生の意見をま

とめる際には、どのような方法で結論ま

でアプローチすればよいのかわからず、

一時八方ふさがりになってしまいました。

そこで、周囲のアドバイスや手助けがあ

ったおかげで、最後まで意見をまとめる

ことができました。そのことに関して、

プログラムに参加した仲間から、評価を

いただいたこと、最後に most active 

student として表彰していただいたこと

を通して、自分の行動が周りに認められ

ていた時代があったので、スペイン文化

の影響を受け、パンがおいしいのかなと

思いました。昼食や夕食に関しては、大

学構内の食堂や、ホテル付近のレストラ

ンを利用しました。大学のほうで料理を

ふるまってくれた日もありました。東南

アジアの料理は、ナンプラーなどを使い、

独特な風味の巣者が多いと思っていたの

ですが、フィリピンの料理はマイルドな

味のものが多い印象でした。たったの 2

週間の滞在だったので、フィリピン料理

について熟知しているわけではないので

すが、個人的な感想としては、スペイン、

アメリカ、琉球王国の食文化の影響を受

け、それらをすべて融合しているイメー

ジなので、これがフィリピン料理だ、と

いう印象はなかったです。様々な国の食

文化を受け入れ、それらすべてが同じレ

ベルで共存していると思いました。もし

くは、これからフィリピン料理というも

のは少しずつ形を変えて確固としたもの

に形成されていくのかなと考えました。

いろんな料理があり、どれもおいしかっ

たのですが、balot という伝統的な食べ

物は苦手でした…！卵は、無精卵を食す

るのが一般的なのですが、これは有精卵

をゆでて食べるものです。鶏が卵を産ん

でから何日経過したかを卵に記載するら

しいです(もちろん経過日数が多いほど

…)。最終日の Farewell party で、デラ

サール大学の学生がフィリピンに来た記

念に食べよう、と持ってきてくれました。

暗いお店の中で食したので、見た目にび

っくりすることはなかったですが、食べ

るのには度胸が必要でした…(生臭い感

じが少し残っていて私は苦手です)。フィ

リピンに行ったら、ぜひ。 

4,講義について 

 大学の講義と Field trip では、戦争に

関 し て の 向 き 合 い 方 と 、 global 

leadership について学びました。私たち

の世代の日本人は、戦争を直接経験して

はいません。祖父母が戦争を経験してい

ても、積極的に話を聞くことも少ないと

思います。恥ずかしながら、私は戦争に

ついての知識は、中学校や高校の授業で

↑Coffee Beans での朝食のパン 

スペインとアメリカの植民地支配を受け

うなパンは、乾燥していてあまりおいし

いとは感じなかったのですが、このカフ

ェで扱っているメニューはおいしいもの

ばかりでした。
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たのだと非常にうれしく思いました。修

了証をいただいた時よりもうれしかった

です。まだまだ自分に自信を持つには、

知識量も技術も思考能力も足りないけど、

今回留学で達成できたこと、周囲に認め

ていただけたことは今後の誇りにします。 

最後に、私たちの希望に柔軟に対応し、

学習面、日常生活で私たちの手助けをし

てくださった石倉先生、Jonathan 先生に

厚く感謝申し上げます。今回留学するに

あたって、講義の場を設け、食事や field 

tripの手配をしてくださったデラサール

大学の先生方、また、留学中なかなか英

語を話せない私たちに積極的に話しかけ

コミュニケーションをとり多くのことを

教えてくださった、デラサール大学の学

生に感謝いたします。ともにさまざまな

体験をし、講義を受け熱く議論を交わし

た北大の仲間がいたことを、とてもうれ

しく思っています。お互いに意見を言い

合う場がありパネルディスカッションの

準備を経て、非常に成長できました。あ

りがとうございました。プログラムにお

いて学びの場を提供してくださった

JICA,WHO, Virlanie Foundation の方々

に感謝いたします。 

 このフィリピンへの短期留学の企画、

実行に携わった方、また、現地で出会っ

た人々全員のおかげで、この留学が無事

に終わり非常に有意義なものになりまし

た。ここに感謝の意を表して、末尾の言

葉とさせていただきます。 

↑飛行機から見えたマニラの様子 
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報告書	 杉浦昌治	 法学部２年	 

	 

＜はじめに＞	 

今回のスペシャルプログラムによる貴重

な異文化体験は、僕にとってとても有意

義な時間になりました。台風によるスケ

ジュールの変更もなく、余裕を持って短

期研修が出来たことで、無事プログラム

を終えることができました。以下では、

このプログラムにおけるマニラでの日常

生活・施設訪問・講義について報告して

いきたいと思います。	 

	 

＜日常生活に関して＞	 

私たちは、約２週間ほど「Malate	 Pension	 

House」に滞在しました。警備員の方や、

ホテルの受付の方をはじめとして、とて

も感じのいいホテルスタッフの方々のお

陰様で、快適に過ごすことが出来ました。

アメニティグッズは、石鹸とタオルだけ

なので、シャンプーや髭剃りなどは、持

って行く必要があると思います。あと、

国によって、電圧が異なるので、日本の

電気製品（ドライヤーや携帯電話の充電

など）を海外で使用する際には変圧器が

必要でした。また、３００円ぐらいで洗

濯サービスも利用でき、ラウンジでは、

ＷＩＦＩも使えるので、日常生活は、不

自由なく過ごすことが出来ました。お礼

にチップを置く慣習は、日本ではなじみ

の薄いものではありますが、フィリピン

のようにチップの慣習のある国では、そ

れがサービス業従事者（ホテルの従業員

やドライバーさんなど）の生活給となっ

ているため、無くてはならない慣習のよ

うです。次に食生活に関してですが、ほ

とんどのメニューがお肉とお米で、ファ

ーストフードのようなメニューが多かっ

たです。特にＢＢＱ味のお肉がおいしく、

ご飯の御代りが自由なお店が多かったた

め、たくさん食べてしまいました。しか

し、野菜がほとんど食べられない事や、

味付けが分かりやすいものが多かった点
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	 	 基本的なメニュー（お肉とお米）	 

http://la-voyagerie.net/archives/4091	 より	 

	 

点として今後、より健康志向の食文化が

取り入れられることに期待したいです。

衣類に関してですが、気温が３０度前後

はあるので、夏服であれば問題ないので

すが、室内や車内は、冷房がかなり効い

ているので、軽く羽織れるものがあると、

より過ごしやすいと思います。今回のプ

ログラムは、天候に恵まれたため、マニ

ラシティー観光や週末のフィールドトリ

ップにも無事、行けることが出来ました

が、一旦雨が降るとすぐに洪水が生じる

ほどの雨量でした。交通渋滞が当たり前

のフィリピンでは、隙さえあれば、どん

どん車が割り込んでくるので、道を一つ

横断することも一苦労でした。道には、

たくさんのストリートチルドレンの子ど

も達や、物乞いする貧しい人たち、痩せ

たのだと非常にうれしく思いました。修

了証をいただいた時よりもうれしかった

です。まだまだ自分に自信を持つには、

知識量も技術も思考能力も足りないけど、

今回留学で達成できたこと、周囲に認め

ていただけたことは今後の誇りにします。 

最後に、私たちの希望に柔軟に対応し、

学習面、日常生活で私たちの手助けをし

てくださった石倉先生、Jonathan 先生に

厚く感謝申し上げます。今回留学するに

あたって、講義の場を設け、食事や field 

tripの手配をしてくださったデラサール

大学の先生方、また、留学中なかなか英

語を話せない私たちに積極的に話しかけ

コミュニケーションをとり多くのことを

教えてくださった、デラサール大学の学

生に感謝いたします。ともにさまざまな

体験をし、講義を受け熱く議論を交わし

た北大の仲間がいたことを、とてもうれ

しく思っています。お互いに意見を言い

合う場がありパネルディスカッションの

準備を経て、非常に成長できました。あ

りがとうございました。プログラムにお

いて学びの場を提供してくださった

JICA,WHO, Virlanie Foundation の方々

に感謝いたします。 

 このフィリピンへの短期留学の企画、

実行に携わった方、また、現地で出会っ

た人々全員のおかげで、この留学が無事

に終わり非常に有意義なものになりまし

た。ここに感謝の意を表して、末尾の言

葉とさせていただきます。 

↑飛行機から見えたマニラの様子 
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た野良犬で溢れていました。私達日本人

やデラサール大学の裕福な学生さんたち

がいる一方で、その日食べるご飯でさえ

十分に食べられない、貧しい人がいる貧

富の差にカルチャーショックを受けまし

た。治安もあまり良くないので、単独行

動や夜の外出は控えた方が良いと思いま

す。実際、メンバーの一人が携帯電話を

取られかけたので、スリには気を付けて

下さい。また、慣れない環境であるた

め、体調管理は重要です。今回、体調を

崩す人が２人おりましたが、そのうち１

人は、病院にも行ったので、内容の充実

した海外保険に加入しておいた方が安全

だと思います。	 

＜ 各 機 関 ・ 施 設 へ の 訪 問

（JICA/NGO/WHO）＞	 

今回のプログラムでは、３つの機関・施

設（JICA/NGO/WHO）を訪問させて頂きま

した。	 

まず、最初に JICA を訪問し、その次に

孤児院として活動されている

「Virlanie」

JICA	 独立行政法人	 にて	 

という NGO 団体、そして最後に WHO のフ

ィリピン事務所へ行きました。まず、JICA	 

という NGO 団体、そして最後に WHO のフ

ィリピン事務所へ行きました。まず、JICA

では、フィリピンの諸問題（食糧問題・

貧困格差・環境汚染）に取り組んでいる

さまざまな活動が紹介され、中でも台風

などで被災された地域支援のお話や日本

人のボランティア派遣のお話は興味深い

ものでした。お話によればフィリピンは、

地理的に日本から近く、英語圏であると

いう事もあり、インドネシア、タイにつ

いで３番目に多くJICAから技術的支援を	 

「Virlanie」の子ども達 

https://www.youtube.com/watch?v=4OjEAg

7mwYQ	 より 

WHO WPRO にて  
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受けている国という事でした。さて、次

に伺った「Virlanie」という NGO 団体に

関してですが、これは、身寄りのない子

どもたちが集団生活をしている孤児院で、

一人のフランス人によって創設されたも

のでした。短い時間でしたが、一緒にお

菓子を食べたり、体を動かして遊んだり

したことは、貴重な思い出として残って

います。毎時間２００人の子どもが生ま

れていると言われているフィリピンで、

少しでも子どもたちを保護しようと活動

している「Virlanie」スタッフの人柄や

姿勢に感動しました。将来、自分も何ら

かの形でそのような活動に加われたら幸

せだなと感じました。最後に伺った WHO

では、僅か１時間の間に４人のプレゼン

テーションを聴くことができ、中でも父

の同僚でもある永井真理先生の思春期の

性に関する講義は、普段なかなか訊けな

いようなデリケートな話で、とても勉強

になりました。特に、世界の女性が十人

に一人の割合で性的暴力を受けたことが

あるというデータは、僕ら男性にとって

考えさせられる問題でした。	 

＜ フ ィ ー ル ド ワ ー ク ・ 講 義 ＞	 

２日目のマニラシティーツアーでは、主

にフィリピンの国民的英雄と言われてい

るホセ・リサールについて学ばせて頂き

ました。医者であり画家であり学者でも

あったホセ・リサールはフィリピンの独

立運動をさきがけた人です。しかし、ツ

アーガイドさんによれば、本当の英雄は

別にいて、ホセ・リサールはあくまでア

メリカにとって都合のいい人物であった

というお話から歴史の物語の真実性に関	 

して批判的に見る視点も大切だなと思い

ました。デラサール大学の講義では、特

にデニス先生によるカルチャーショック

に関する授業が面白かったです。いきな

り黒板に「circumcision（割礼）」と書い

て、これが何だかわかる人？というイン	 

パクトのある質問で授業が始まり、フィ

リピンのトイレにはトイレットペーパー

の代わりにシャワーが付いているという

身近なカルチャーショックから「第３の

カルチャーショック」という専門的な概

リサール公園

http://4travel.jp/travelogue/10018121 

より

デラサール大学

http://jsps-th.org/2014/07/11/1063/	 より 

た野良犬で溢れていました。私達日本人

やデラサール大学の裕福な学生さんたち

がいる一方で、その日食べるご飯でさえ

十分に食べられない、貧しい人がいる貧

富の差にカルチャーショックを受けまし

た。治安もあまり良くないので、単独行

動や夜の外出は控えた方が良いと思いま

す。実際、メンバーの一人が携帯電話を

取られかけたので、スリには気を付けて

下さい。また、慣れない環境であるた

め、体調管理は重要です。今回、体調を

崩す人が２人おりましたが、そのうち１

人は、病院にも行ったので、内容の充実

した海外保険に加入しておいた方が安全

だと思います。	 

＜ 各 機 関 ・ 施 設 へ の 訪 問

（JICA/NGO/WHO）＞	 

今回のプログラムでは、３つの機関・施

設（JICA/NGO/WHO）を訪問させて頂きま

した。	 

まず、最初に JICA を訪問し、その次に

孤児院として活動されている

「Virlanie」

JICA	 独立行政法人	 にて	 

という NGO 団体、そして最後に WHO のフ

ィリピン事務所へ行きました。まず、JICA	 

という NGO 団体、そして最後に WHO のフ

ィリピン事務所へ行きました。まず、JICA

では、フィリピンの諸問題（食糧問題・

貧困格差・環境汚染）に取り組んでいる

さまざまな活動が紹介され、中でも台風

などで被災された地域支援のお話や日本

人のボランティア派遣のお話は興味深い

ものでした。お話によればフィリピンは、

地理的に日本から近く、英語圏であると

いう事もあり、インドネシア、タイにつ

いで３番目に多くJICAから技術的支援を	 

「Virlanie」の子ども達 

https://www.youtube.com/watch?v=4OjEAg

7mwYQ	 より 

WHO WPRO にて  
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念まで分かりやすく教えていただき、終

始楽しく授業を受けることが出来ました。	 

マバラカット西飛行場記念碑にて	 

http://www.geocities.jp/bane2161/kamikazesik

isima.htm より	 

また、戦後７０年という節目の年に、ジ

ョン先生による日本人の戦争記憶に関す

る講義や、フィールドトリップで神風特

攻隊が初めて飛び立った飛行場（マバラ

カット西飛行場記念碑）を訪れたりする

ことで、戦争経験者である祖父母から直

接体験談を聞ける最後の世代として、ち

ゃんと次の世代に戦争の恐ろしさを伝え、

二度と同じことを繰り返してはならない

と改めて感じました。	 

＜終わりに CLOSING	 CEREMONIES＞	 

今回のプログラムを通して得られたもの

は、英語を使う機会に恵まれたことや、

文化の差を体感させてもらえたことなど

数多くありますが、中でも人との出会い

によって自分の世界が広がった事が一番

良かったです。短期留学の日本人メンバ

ーをはじめとして、デラサール大学の学

生さんや先生方、地元のストリートチル

ドレンとの貴重な出会いは、今後の自分

の人生に影響を与えるものでした。環境

の変化で体調を崩す人がいれば、しっか	 

日本人の戦争記憶に関する講義

マニラペンションにて

CLOSING CEREMONIES にて 

～恋するフォーチュンクッキーを踊りました～
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りサポートしてケアしてくれる引率の石

倉先生、ジョン先生のお陰様で、僕たち

学生は、伸び伸びと留学生活を送ること

が出来ました。本当にありがとうござい

ました。また、デラサール大学生たちの

ソーシャル・コミュニケーション能力に

驚かされると同時に、ホスピタリティー

溢れるおもてなしには、感謝の気持ちで

いっぱいです。ありがとうございました。

地元のストリートチルドレンの子ども達

を通して、いろいろと考えさせられる問

題を目の当たりにしました。貧困問題・

経済格差の問題は、自分とは関係のない

問題だと思っていましたが、グローバル

市民権を持つ同じ地球人として、無視し

てはならない問題であることに気づかさ

れました。今後、この経験を生かして、

少しでもグローバルリーダーに近づける

ように、学生生活を真剣に送っていきた

いとおもいます。最後に、このプログラ

ムを陰から支えて下さった国際本部の皆

様、そして、このプログラムに参加した

日本人メンバー、デラサール大学の先生

方を含めた全ての方々に感謝を申し上げ

ます。	 

マニラ国際空港にて

念まで分かりやすく教えていただき、終

始楽しく授業を受けることが出来ました。	 

マバラカット西飛行場記念碑にて	 

http://www.geocities.jp/bane2161/kamikazesik

isima.htm より	 

また、戦後７０年という節目の年に、ジ

ョン先生による日本人の戦争記憶に関す

る講義や、フィールドトリップで神風特

攻隊が初めて飛び立った飛行場（マバラ

カット西飛行場記念碑）を訪れたりする

ことで、戦争経験者である祖父母から直

接体験談を聞ける最後の世代として、ち

ゃんと次の世代に戦争の恐ろしさを伝え、

二度と同じことを繰り返してはならない

と改めて感じました。	 

＜終わりに CLOSING	 CEREMONIES＞	 

今回のプログラムを通して得られたもの

は、英語を使う機会に恵まれたことや、

文化の差を体感させてもらえたことなど

数多くありますが、中でも人との出会い

によって自分の世界が広がった事が一番

良かったです。短期留学の日本人メンバ

ーをはじめとして、デラサール大学の学

生さんや先生方、地元のストリートチル

ドレンとの貴重な出会いは、今後の自分

の人生に影響を与えるものでした。環境

の変化で体調を崩す人がいれば、しっか	 

日本人の戦争記憶に関する講義

マニラペンションにて

CLOSING CEREMONIES にて 

～恋するフォーチュンクッキーを踊りました～
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1 

報告書 田代郷史 環境科学院 1年  

 

1．初めに 

大学 3 年生の頃，“フィリピン周辺には

一年を通して数多くのジンベエザメが来

遊して来る”そんな論文を読んだ．それ

以来，フィリピンという国は私にとって

憧れと化した．それだけではなく，海の

生物を研究している人間からすればフィ

リピンという海棲動物の楽園は魅力的な

国だろう．私もそんな一人であった．し

かし，逆に言えば私のフィリピンに対す 

1.   100 ペソに泳ぐジンベエザメ 

 

る印象はそんなものだった．歴史はおろ

か文化や国民性などはまるで知らなかっ

た．そんな中，今回のプログラムを偶然

知った．プログラムの中にフィリピンと

いう国名を見てすぐに参加を決めた．研

究の過程で勝手に身近さを感じていたの

もある．しかし一番は学部時代にあまり

にも国際交流に疎かったため，残りの学

生生活中に少しでも世界を見てみたい．

そんな気持ちだった．そして留学を終え

て帰ってきた今，私はフィリピンの海で 

はなく，人が恋しくてたまらない．本当

に最高の経験だった． 

 

2．フィリピンに到着 

9 月 1 日，21 時近くにマニラ首都圏内

ニノイ・アキノ国際空港に降り立った．

気温は 29℃ほどであり，空港を一歩で

るとジメっとした空気がまとわりついた．

空港には De La Salle 大学から Romeo 

Lee 教授と彼の教え子である Alvin の二

人が出迎えに来てくれていた．修士１年

生である Alvin はまだ 19 歳であること

を聞き，これが初めてのカルチャーショ

ックとなった．どうやら修学システムが

日本と違うようで，フィリピンには中学

のステップがないそうだ．空港の換金所

で手始めに 1 万円を換金したが，手元に

来た 3780 ペソがいまいちピンと来ない．

しかしながら現地の貨幣を手に入れたら

いよいよ留学の始まりという感じがした．

全員が換金を終えたところで，バスを使

ってマニラ市内へと繰り出した．マニラ

の車道はとにかく車が多い．人も車の間

を縫うようにして平気で横断している． 

例えるなら渋谷のスクランブル交差点を

横 断中の人ごみの中を，100 台近い車

が走っている感じ．とにかくものすごい

密度だった．市内には見慣れたコンビニ

やファーストフード店がたくさんあった．

他にも良く見てみると日本語がいたると

ころに散りばめられている．30 分程で

ホテルに到着．宿泊先であるマラテ・ペ

ンションはフィリピンの繁華街マラテ通

りにあり，一階にはカフェが併設するお

洒落な雰囲気．この日はミーティングだ

けしてそのまま就寝．なぜかベッドの上
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2

にビニール袋？が被せられていて，ガサ

ガサと音を立てながらベッドに入った．

ふとホテルマンに頼んでつけてもらった

エアコンの設定温度が気になった．19℃

だった． 

2. マニラの車道．夜はこの 10 倍ぐらい車が増える．

3．マニラ市内散策 

2 日目は朝からマニラ市内の散策．

同行してくれるのは前日の二人と 

De La Salle 大学で歴史の先生を

やっている Mark 先生．まず初め

にリザール公園に訪れた．この公

園はフィリピンの独立運動におけ

る英雄，Jose Rizal の功績を称

えて建造された．彼は反植民地主

義の思想を持っており，また非常

に優秀な人材であった．それが当

時の支配国であるスペイン当局に

問題視され，35 歳の若さで処刑

される．しかしながらその思想は

後のフィリピンの独立運動に多大

な影響をもたらす事となり，現在

ではフィリピンの国民的英雄とな

っている．そのためマニラ市内に

はリザール公園のほかに，彼にま

つわる建造物が多々見られた．次に訪れた

のはマニラ大聖堂．フィリピンは国民の 9 

割がカトリック系のキリスト教であり，こ

の聖堂はフィリピンにおける宗教の本拠地

のようなところである．また過去にはバチ

カンのローマ法王自らが出向いて説法を行

った場所でもある．次に訪れたのはフィリ

ピン最古の石造り教会であるサン・オウガ

スチン教会．過去 7 度におけるマニラでの

戦火に耐え，当時の姿のままで現存してい

る．教会内にはフィリピンの民族衣装の展

示やお墓などもあった．一番面白かったの

は，教会内の随所に意見箱のような箱があ

り，その横には白い紙．そこには”あなたの

好きな人の名前を書いて箱に入れてくださ

い”とある．恋愛成就が見込めるようだ．こ

の日最後に訪れた歴史的建造物はフォー

ト・サンディエゴ．スペイン統治時代の要

塞である．それと同時にここは英雄 Jose 

Rizal が処刑前最後の日々を過ごした建物

でもある．Rizal の処刑は当時のフィリピ

ン人にしてみれば不本意なものであり，こ

こには国民たちの英雄の死を悲しむ様子が

展示してある．世間が望まない処刑という

のはフィリピンに限らず，当時の政府の横

暴を如実に表していると感じた． 

3. リザール公園

4. マニラ大聖堂

1 

報告書 田代郷史 環境科学院 1年  

 

1．初めに 

大学 3 年生の頃，“フィリピン周辺には

一年を通して数多くのジンベエザメが来

遊して来る”そんな論文を読んだ．それ

以来，フィリピンという国は私にとって

憧れと化した．それだけではなく，海の

生物を研究している人間からすればフィ

リピンという海棲動物の楽園は魅力的な

国だろう．私もそんな一人であった．し

かし，逆に言えば私のフィリピンに対す 

1.   100 ペソに泳ぐジンベエザメ 

 

る印象はそんなものだった．歴史はおろ

か文化や国民性などはまるで知らなかっ

た．そんな中，今回のプログラムを偶然

知った．プログラムの中にフィリピンと

いう国名を見てすぐに参加を決めた．研

究の過程で勝手に身近さを感じていたの

もある．しかし一番は学部時代にあまり

にも国際交流に疎かったため，残りの学

生生活中に少しでも世界を見てみたい．

そんな気持ちだった．そして留学を終え

て帰ってきた今，私はフィリピンの海で 

はなく，人が恋しくてたまらない．本当

に最高の経験だった． 

 

2．フィリピンに到着 

9 月 1 日，21 時近くにマニラ首都圏内

ニノイ・アキノ国際空港に降り立った．

気温は 29℃ほどであり，空港を一歩で

るとジメっとした空気がまとわりついた．

空港には De La Salle 大学から Romeo 

Lee 教授と彼の教え子である Alvin の二

人が出迎えに来てくれていた．修士１年

生である Alvin はまだ 19 歳であること

を聞き，これが初めてのカルチャーショ

ックとなった．どうやら修学システムが

日本と違うようで，フィリピンには中学

のステップがないそうだ．空港の換金所

で手始めに 1 万円を換金したが，手元に

来た 3780 ペソがいまいちピンと来ない．

しかしながら現地の貨幣を手に入れたら

いよいよ留学の始まりという感じがした．

全員が換金を終えたところで，バスを使

ってマニラ市内へと繰り出した．マニラ

の車道はとにかく車が多い．人も車の間

を縫うようにして平気で横断している． 

例えるなら渋谷のスクランブル交差点を

横 断中の人ごみの中を，100 台近い車

が走っている感じ．とにかくものすごい

密度だった．市内には見慣れたコンビニ

やファーストフード店がたくさんあった．

他にも良く見てみると日本語がいたると

ころに散りばめられている．30 分程で

ホテルに到着．宿泊先であるマラテ・ペ

ンションはフィリピンの繁華街マラテ通

りにあり，一階にはカフェが併設するお

洒落な雰囲気．この日はミーティングだ

けしてそのまま就寝．なぜかベッドの上

-85-



3

4．授業開始 

3 日目から授業が開始した．初めはオー

プニングセレモニーを兼ねてキャンパス

の屋上にある展望室のような場所で授業

を行った．この日から新たに数人のフィ

リピン学生が合流した．Meara，Mardio，

Keith，Andre の 4 人だ．肝心の授業は 

Culture and Global leadership という

ことで，前半はフィリピンのカルチャー

について，後半は主にグローバルリーダ

ーシップ，もしくは日本との関わりを含

んだ歴史を学んだ．まずフィリピンのカ

ルチャーについて．フィリピンは過去に

スペイン・アメリカによる植民地支配を

受けており，かつもともと現住していた

中国系民族も併せて，非常に複雑な文化

を成している．それが最も良く現れるの

が食文化である．フィリピンにはこれぞ

フィリピン料理というものがないように

思われる．様々な国の料理が合わさって

できたのがフィリピン料理ではないだろ

うか．中でもアイス，果物やプリンから

成るパフェのようなハロハロというデザ

ートは，その名前が“混ぜ混ぜ”という

意味を持っており，これぞフィリピン文

化の真髄ではないかと思う． 

5. ハロハロ

次に歴史の講義を行った．フィリピン人

講師の方によるフィリピンと日本の関係

に関する講義と，北大から引率で来てく

ださったジョン先生による第二次世界大

戦に関する講義だった．この中でポイン

トとなったのが，戦争の記憶が現代の

我々をどう変えるかという事である．私

が思うに，戦争を知れたこと，それが一

番私たちにとって大きいのではないだろ

うか．勿論望まれるような出来事ではな

いが，そこから得る教訓は人それぞれで，

もしかしたら戦勝国からしてみれば何か

を他国から得るためには戦争をするのが

手っ取り早い，というような考えも出る

かもしれない．私はそれでも良いと思う．

現代を生きていくうえで，過去を遡るこ

とで自分なりの答えが導き出せるという

のが重要なのだと思うからだ．しかしな

がら個人的にはもう起こしたくはない．

人と人との関係の前に，国同士でいがみ

合う関係になってしまうのはあまりにも

惜しい． 

6. 第二次世界大戦時の日本軍航空基地跡

最後にグローバルリーダーシップについ

てだ．この授業の中で私が最もしびれた

のは“グローバルシチズン”という考え

方である．自分は日本人であるというよ

りは自分は全世界に属しているのだとい

-86-



4

う考え方．この考えに沿うならば，国際

協力は当たり前であり，何らかの支援を

したのならばそれに伴う責任を全うする

のも当たり前である．なぜなら全ての国

の人が自分と同じところに属している仲

間だから．人生において必ずしも世界へ

出る必要なんてないと思うが，私はこの

考え方が気にいった．しかし，フィリピ

ンという国へ行き，そこで人に出会って

いなければ納得はできなかったかもしれ

ない．この考えの根幹にあるのが，国と

国の垣根なんて小さなもので，人と人で

あれば誰とだって理解し合えたり仲良く

なれたりする可能性がある．という事だ

と思う．少なくとも私が接したフィリピ

ンの人々は皆，私を理解しようと頑張っ

てくれていたし，私もそんな彼らの優し

さが大好きだ．彼らとの違いはあるが，

それは理解しようと思えるかが重要であ

り，それさえ超えれば彼らは紛れもなく，

私と同じ地球人であった．さらに，グロ

ーバルシチズンになったうえで必要とさ

れるのが強力な問題意識なのだと感じた．

現代の日本では日常に問題を感じる事が

少ないように思う．そもそも不便を感じ

ないというのもあるが，当事者意識があ

まりないというのが問題だ．当事者意識

がなければリーダーは生まれない．逆に

言えば当事者意識を持てれば，問題意識

が付随し，さらに最終的な目標が見える

はずだと思う．グローバルリーダーとい

うのはつまり価値観や国民性の異なる

人々を一つにまとめ，目的を達成しなけ

ればならない．その時に強烈な魅力とな

るのが，どれだけ先が見えているか，で

あると私は思う．それと同時に，リーダ

ーの一般論ではあるが，強く率いるだけ

ではなくファシリテーターとなって皆の

良さを引き出すのも大切だと感じた．こ

れは今回引率してくださった石倉さんを

見ていて強く思った.人の意見を引き出

すのは，時に難しいが，それができる人

は議論に絶対に必要な人材である． 

 結局のところグローバルなリーダーを

目指すのであれば，率いり方はそれぞれ

だが，必要なものは一本通った芯と，グ

ローバルシチズンであるという事，それ

に尽きるのではないだろうか．違いを認

め理解する事．これが今回の留学，及び

授業を通して学んだ一番大きなテーマだ

ったと私は思う．個人単位でいえば，国

の壁は思ったよりも高くはなかった．あ

くまで限られた範囲ではあるが．． 

7. 初日の授業が行われた展望室．

8. ストリートチルドレン．貧富の差も重大なキ

ーワードであった．
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を行った．この日から新たに数人のフィ
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受けており，かつもともと現住していた
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を成している．それが最も良く現れるの
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できたのがフィリピン料理ではないだろ

うか．中でもアイス，果物やプリンから

成るパフェのようなハロハロというデザ

ートは，その名前が“混ぜ混ぜ”という

意味を持っており，これぞフィリピン文

化の真髄ではないかと思う． 

5. ハロハロ

次に歴史の講義を行った．フィリピン人

講師の方によるフィリピンと日本の関係

に関する講義と，北大から引率で来てく

ださったジョン先生による第二次世界大

戦に関する講義だった．この中でポイン

トとなったのが，戦争の記憶が現代の

我々をどう変えるかという事である．私

が思うに，戦争を知れたこと，それが一

番私たちにとって大きいのではないだろ

うか．勿論望まれるような出来事ではな

いが，そこから得る教訓は人それぞれで，

もしかしたら戦勝国からしてみれば何か

を他国から得るためには戦争をするのが

手っ取り早い，というような考えも出る

かもしれない．私はそれでも良いと思う．

現代を生きていくうえで，過去を遡るこ

とで自分なりの答えが導き出せるという

のが重要なのだと思うからだ．しかしな

がら個人的にはもう起こしたくはない．

人と人との関係の前に，国同士でいがみ

合う関係になってしまうのはあまりにも

惜しい． 

6. 第二次世界大戦時の日本軍航空基地跡

最後にグローバルリーダーシップについ

てだ．この授業の中で私が最もしびれた

のは“グローバルシチズン”という考え

方である．自分は日本人であるというよ

りは自分は全世界に属しているのだとい
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5．人との関わりと生活 

フィリピンでは本当にたくさんの場所

へ行った．行く先々で新しい知識を吸

収できて楽しかったのだが，最も幸運

だったのは De La Salle 大学の素晴ら

しい学生と先生，北大の素晴らしいメ

ンバーと一緒だったことだ．フィリピ

ンのみんなは英語がなかなか出てこな

くて困っている私をいつも助けてくれ

た．それだけでなくつねに私達が笑顔

になれるように努力してくれた．また

フィリピンの人と人の距離が近いコミ

ュニケーションもとても好きだった．

そんな彼らと一緒に経験したことを列

挙したい．まず Alvin の家に行ったこ

と．なんと 43 階建ての 42 階に住ん

でいた．ここで彼が失恋したばかりだ

という事を知った．次に体育館でバス

ケットボールをした．あまり上手では

ないのに平気で，僕はバスケができる

よという．そんな彼らが羨ましかった．

フィイールド演習ではスービックとい

う町へ行った．ここでフィリピンの飲

み会を体験．ものすごく激しくて，次

の日すこし大変だったが，みんなで歌

いながら踊ってしまう感じがものすご

く心地よかった．次の日にはビーチへ

行った．フィリピンの小船に乗ったの

だが，日本の小舟よりも乗り心地が良

かった．海も日本の沖縄でしか見られ

ないような色の海が広がっていて最高

だった．日焼けもかつてない程のスピ

ードと範囲で私を彩ってくれた．さら

にモール・オブ・アジアというアジア

最大のショッピングモールへも行った．

大きすぎて全貌が全く分からなかった

が，雷が鳴るスコールの中，野外デッ

キでごはんを食べた思い出は一生忘れないと思う． 

そこで映画館にも行った．フィリピンでは映画を見 

ている際に静かにする文化はないようで，自由に楽 

しむ事ができた．次の日この映画を観たとフィリピ 

ンの学生に言ったら，なんでそんな駄作を観たの？ 

と言われたのも良い思い出だ．他にも数え切れない 

ほどの思い出があるが，全てにおいて一緒にいてく 

れた人に感謝したい．帰りの空港で，あんなにも純 

粋な寂しい気持ちになったのは初めてだった．本当 

に最高のもてなしをしてもらった．この恩はいつか 

絶対返したいと思うし，縁は切りたくないとも強く 

思った．こんな気持ちにさせてくれたフィリピンに 

は感謝の気持ちしかない． 

9. ハロハロを食べに行った．熱気で画面が曇る．

10. 飲み会で歌いだすフィリピンの乙女たち
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6．終わりに 

今回のフィリピン留学では楽しいことも

たくさんあったが，悔しいと思う事も多

かった．それは自分の気持ちを思うよう

に英語で伝えられない時だ．向こうの学

生と仲良くなればなるほどもどかしい思

い出いっぱいになった．さらに，自分の

フィリピンに対する理解の浅さを呪った．

もう少し予備知識が多かったなら，もっ

と沢山話せたこともあっただろう．でも

悔しさというよりは，ほっとした気持ち

の方が強いかもしれない．今，気付けて

良かった．一生こんな気持ちを知らずに

終わるところだった．また，今回の留学

は海外に対するハードルを下げてくれた

ように思う．海外で生活していくのは本

当に大変なことだと思うが，それでも絶

対に無理ではないなと感じる事ができた．

最後に，今回の留学に携わってくださっ

た玉城先生，石倉さん，ジョン先生，国

際教務課の皆さま，De La Salle 大学の

学生のみんな，Romeo Lee 教授，北大の 

6 人の仲間たち，全ての人に格別の感謝

を．素晴らしい留学をありがとうござい

ました．また，今回私が宿泊先で熱を出

したときに病院で 5 時間近く付き添っ

てくださった石倉さん，寝ないで待って

いてくださったジョン先生と北大のみん

なには重ねてお礼を言いたいです．本当

に心強かったです．ありがとうございま

した． 

11. なんと全員集合写真を持っていなかった
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報告書 馬場仁美 経済学部 2年 

 

1. はじめに 

数か月前には私が短期留学に行くとは

考えてもいませんでした。突然思い立っ

て参加しましたが、予想以上に多くのこ

とを考える機会になりました。以下では

フィリピンでの生活、授業、フィールドト

リップについて記述していきます。 

 

2. 生活 

スービックでのフィールドトリップに

行った週末以外はマニラのマラテペンシ

ョンに宿泊しました。ホテルのスタッフ

の方々はみなさんとても優しく、とても

快適な生活を送ることができました。 

フィリピンではトイレでトイレットペ

ーパーを流してはいけない代わりに、ト

イレにあるゴミ箱に捨てなければなりま

せんでした。今まで 19年生きてきて、そ

んな経験はしたことがなかったので最初

はとても戸惑いました。 

フィリピンは熱帯なので基本的に暑い

です。さらに、湿度が高いため、体感的に

はかなり暑く感じられます。北海道の気

候に慣れきっていた私はすぐに疲れてし

まい、体が慣れるまでに少し時間がかか

りました。また、建物の中は十分すぎるほ

ど冷房が効いており、設定温度が 10℃台

であることもありました。あらゆること

に慣れない土地での生活なので、健康管

理は本当に大切です。食事だけはきちん

ととるよう心がけました。 

後半の数日間は毎日のようにスコール

に遭いました。下水整備があまり進んで

いないせいで、短時間の激しい雨で道路

は冠水していました。そんな中でも、車は

平然と走っていて、これはマニラでは日

常茶飯事なのだと感じました。 

個人差によるところが大きい問題です

が、私は最初の数日でやたらと蚊に刺さ

れ、腕や足がかゆくて仕方なくなってし

まいました。日本から持ってきた薬は全

く効きませんでしたしかし、フィリピン

で買った薬を塗って数日過ごしたところ、

かゆみがなくなり、腫れていた箇所も跡

が残ることなくきれいに治ったので、現

地の薬の有効性を実感しました。 

 

3. 食事 

基本的に脂っこいものが多かったです。

毎食揚げ物を食べているのではないかと

錯覚するほどです。おいしいですが、胃も

たれに気を付ける必要がありました。ま

た、必然的に野菜不足になります。野菜を

見たら食べておいたほうがいいかもしれ

ません。野菜炒めを見つけた時は本当に

うれしかったです。お米はインディカ米

で、日本人向けのレストランでない限り、

固めに炊いてあります。味がついている

野菜炒めとインディカ米 
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ものや、チャーハンのようにしてあるも

のはとても食べやすいのでお勧めです。

パンはどこのお店のものもとてもおいし
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フィリピンは熱帯なので基本的に暑い

です。さらに、湿度が高いため、体感的に

はかなり暑く感じられます。北海道の気

候に慣れきっていた私はすぐに疲れてし

まい、体が慣れるまでに少し時間がかか

りました。また、建物の中は十分すぎるほ

ど冷房が効いており、設定温度が 10℃台

であることもありました。あらゆること

に慣れない土地での生活なので、健康管

理は本当に大切です。食事だけはきちん

ととるよう心がけました。 
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まいました。日本から持ってきた薬は全

く効きませんでしたしかし、フィリピン

で買った薬を塗って数日過ごしたところ、

かゆみがなくなり、腫れていた箇所も跡

が残ることなくきれいに治ったので、現

地の薬の有効性を実感しました。 
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でした。今年は戦後 70年ということもあ

って、戦争に関する報道が多くされてい

たので自分の中で戦争についていろいろ

と考えをめぐらせていました。しかし、実

際にここから特攻した日本兵がいたとい

うことが信じがたいことのように思えま

した。特攻隊員がどんな思いでここから

敵艦へ向かっていったのかと思うと思考

が停止してしまいます。実際に戦時中に

軍事的に使われていた場所に行ってみる

とことは大切なことなのだと思いました。 

フィールドトリップ 2 日目ではビーチ

に行きました。木と竹でできた船に 20分

ほど揺られてたどり着いた先はまさに南

国リゾートといった感じのビーチでした。

白い砂浜に南国感あふれる透明な海。北

海道の寒々しい海とは全く異なっていて、

とても癒されました。 

 

5. JICA、NGO団体、WHO への訪問 

まず訪問したのが JICAのフィリピン事

務所です。とても警備が厳重なビルの上

層階に事務所があり、圧倒されました。

JICA はフィリピンでたくさんの事業を行

っていることを知り、たいへん驚きまし

た。特に、私の出身である宮城県の気仙沼

市との「森は海の恋人」プロジェクトが行

われていると知ったときはなんだかうれ

しい気持ちになりました。 

 

次に訪れたのはストリートチルドレン

を保護する活動を行っている NGO 団体で

す。ここでは職員の方からレクチャーを

受けた後に、施設で保護されている子ど

もたちとふれあいました。私は最初 7 歳

の女の子と遊んでいました。だっこして

ほしいと言われてだっこしたときに、私

は大きな衝撃を受けました。7歳の子にし

ては軽すぎるのではないか、と。腕も細々

としていてなにかの拍子で簡単に折れて

しまいそうな感じでした。NGO を訪れるま

では路上にいる子どもたちにお金をせが

まれても、教科書でしか見たことなかっ

たような世界が目の前に広がっているこ

とに驚くあまり、彼らを避けることしか

ビーチ 

JICA 訪問 
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できませんでした。しかし、彼らも無邪気

な子どもたちであり、彼らには何の罪も

ないのだということに気づかされました。

頻繁に NGO を訪れたり、自分が直接スト

リートチルドレンになってしまう子ども

たちをなくす活動に参加したりすること

は難しいかもしれないけれど、自分が感

じた事、見たことを伝えていくことは日

本でできることだと職員の方はおっしゃ

っていたので実行していきたいと強く思

いました。 

最後に訪れたのは WHO です。健康に関

するレクチャーをしていただきました。

事前にホームページを見るなどして準備

したつもりでしたが、内容が難しかった

です。日本人の方で国境なき医師団で活

動をされていた方がいて、お話を聞けた

のはとても貴重な体験になりました。 

 

6. 本プログラムを通して学んだこと 

私自身、以前から短期留学をしたいと

考えていたわけではありませんでした。

今やってみたいことがあるならやるしか

ない！といった感じでした。したがって、

私は準備不足を痛感しました。英語力不

足ももちろんのこと、短期留学で何を得

たいのかも曖昧でした。現地に到着して

から後悔するだけでは何も進まないので、

早急に目標を設定し、頑張ることにしま

した。しかし、周りとのレベルの差があま

りにも大きすぎて自信をなくしそうにな

り、悔しい思いばかりでした。英語力の差

は数日で埋められものではないと割り切

り、自分は自分のペースで成長すること

に集中するよう心掛けました。 

私に足りないものは英語力だけではあ

りませんでした。ディスカッションや講

義を通して、私には質問や意見を考える

ための知識・情報がないことに気づきま

した。普段から様々なことにアンテナを

はっていないが故に考えがとても浅く薄

っぺらいのです。普段から何も考えず、何

も知ろうとしていない生活は改めなけれ

ばいけない、と痛感しました。帰国してか

ら少しずつではあるけれど改善させてい

ます。 

以上の 2 点から、自分に自信がなく、

積極的にもなれず DLSUの学生やスタッフ

たちと馴染むのに時間がかかってしまっ

たことが本当に悔やまれます。 

本プログラムを通して、つらくても逃

げないこと、あきらめないこと、自分のペ

ースでもいいから頑張ることの大切さを

実感し、それが大きな収穫だというふう

に私は考えています。 
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7. 謝辞 

最後になりましたが、自分の殻を破れ

ずにいた私にもずっと優しく温かくもて

なし接してくれた DLSUの皆さん、本当に

ありがとうございました。ホスピタリテ

ィーのすごさにただ感動するばかりでし

た。引率してくださった国際本部の石倉

先生、ジョン先生、迷惑もかけてしまいま

したが、先生方の存在は本当に心強かっ

たです。一緒に 12日間を過ごし、私にた

くさんの刺激をくれた、北大のメンバー、

本当にありがとうございました。国際本

部の先生方、訪問先のスタッフの方々を

含め、このプログラムに関わったすべて

の方々に感謝申し上げます。 

集合写真 
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報告書 原田尭之 法学部 2年 

 

1.はじめに 

フィリピンでの 10日間の経験は、非常に

有意義な物でした。このプログラムを通

じて、日本を見つめ、フィリピンを見つ

め、自分を見つめる事ができました。日

本は’’well-organized’’ まぁきれいで秩

序だっているという感じで評価されてい

たり、disciplinary な国民性であると思

われていたりしていると思います。日本

を説明するときに、内と外の意識であっ

たり、年功序列であったり、価値観であ

ったりを考え直しました。一方フィリピ

ンの多くの人が海外に出稼ぎにいってい

て、スペイン、アメリカに植民地とされ

ていた背景から様々な文化を有する多様

な姿もみました。フィリピンの人たちと

たくさんの話をしていて、様々な景色を

見るうちに自分の将来やりたい事が漠然

ながら見えてきました。 

 

 

2.内容 

ホセ・リサールについてゆかりのある地

を回りました。彼はフィリピン独立の際

の英雄であり、文筆活動により反植民地

主義を PRする、暴力を用いない穏健な物

であったが、その思想をスペイン政府当

局に危険視され、35 歳にして処刑されま

した。 

 

WHOを訪問し、人々の健康意識の改善にい

かに取り組んでいるかの話を聞きました。

タバコは害があるとか、飲酒はほどほど

にという話や、生活習慣病、メンタルヘ

ルス、SNS中毒、性感染症、女性の人権問

題などの話を聞きました。フィリピンで

は米付きのファーストフードが主食のよ

うに感じ、タバコが非常に安いためかす

う人も多く、自転車がなく、車を利用す

る人が多いので運動不足の人の割合も多

い事から、健康意識はより改善すべきな

のではないかと思いました。 

 

 

Virlanie というストリートチルドレンの

世話をする NGO 団体を訪問しました。

Virlanie は 1992 年に作られ,今まで

16000 人以上の子どもたちの援助を行っ

てきました。子どもたちの笑顔を取り戻

し、心身ともに健康にし、自立した大人

として社会に返すため、様々な支援活動

を行っています。僕たちはまずこの NGO

団体の設立趣旨、目標、活動内容等を聞

きました。その話の中では、衣食住を年

齢、持っている障害にあわせて提供して

いるという話から、専門知識をつける教

育を受け、施設を出て、大学に進学し、

立派に働いているという成功例の話等を

聞きました。その後、100ペソで購入した

お菓子をもち、子どもたちと遊びました。

彼らは英語が話せないため、コミュニケ

ーションは難しかったですが、人懐っこ

く明るい子どもたちで楽しく交流できま

した。僕はにぎやかな子どもたちの中で

7. 謝辞 

最後になりましたが、自分の殻を破れ

ずにいた私にもずっと優しく温かくもて

なし接してくれた DLSUの皆さん、本当に
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ィーのすごさにただ感動するばかりでし

た。引率してくださった国際本部の石倉

先生、ジョン先生、迷惑もかけてしまいま

したが、先生方の存在は本当に心強かっ

たです。一緒に 12日間を過ごし、私にた

くさんの刺激をくれた、北大のメンバー、

本当にありがとうございました。国際本

部の先生方、訪問先のスタッフの方々を

含め、このプログラムに関わったすべて

の方々に感謝申し上げます。 

集合写真 
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も一番おとなしく、人見知りをしていた

子と仲良くなったのですが、最初は無表

情で反応がなかったのに打ち解けてくれ

て、嬉しかったので近い将来この施設に

寄付しようと思いました。 

 

土は神風特別攻撃隊の慰霊碑や戦没者慰

霊碑などを見て回りました。 

日曜日は Subic Bay にいきました。海で

泳ぎました。

 

              慰霊碑 

パネルディスカッションを行いました。

日本の若者を題材にしてグローバルリー

ダーについて話しました。僕は日本の特

徴をフィリピンと比較した上で、長所、

短所を上げたうえ、一人一人が当事者意

識を持った上で、講義の中で出た、グロ

ーバルシチズンシップを身につける事が

大事だという話をしました。その後の質

問対応に少し苦労しましたが、いい経験

になりました。その後起業活動を行って

いる学生の話を聞きました。 

 

 

           打ち上げの様子 

3.まとめ 

フィリピンは格差が深刻な国です。デラ

サール大学の学生の多くが、ドライバー

を雇っていたり、家にメイドがいたりす

るそうです。プールやジムつきの寮に住

んでいたり、高額な pocket WIFI を所持

していたりします。ショッピングモール

には外資系のファッションブランドや電

化製品が並び、スターバックスはフィリ

ピン人でいっぱいです。一方ストリート

チルドレンであったり、路上の売り子で

あったり、物乞いをする人たちもたくさ

ん目につきます。ファーストフード店の

アルバイトやペンションの従業員も低賃

金で働いている事でしょう。ペンション

の従業員の人と話していたら、週 6 日夜

も 12時以降まで働いたりしていると言っ

ていました。低賃金なためか日本の学生

と違ってデラサール大学生はアルバイト

をしません。低所得者は大学に行けない

ため、まともな就職はできず、お金のあ

る家は有名大学に進学でき、まともな給

料を得る事が出来る。そういった格差の

固定がおこっていると思います。今後フ
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ィリピン人口はどんどん増え、経済はさ

らに成長する事でしょう。所得の再分配

をどうするかは講義の中にも出てきた話

であり、フィリピンの課題であると思い

ます。と同時に日本も格差の拡大が進行

していて、格差が固定化していること、

少子高齢化が進行していて将来的に経済

が縮小していく可能性を考えると、日本

も決して人ごとではない問題であると思

います。 

 

4.さいごに 

引率の先生方、プログラムの組織に関わ

った国際本部の皆様、このプログラムに

参加したメンバー、デラサールの学生、

そしてデラサール大の Lee先生、その他

お世話になった全ての方々に感謝を申し

ます。
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て、嬉しかったので近い将来この施設に

寄付しようと思いました。 

 

土は神風特別攻撃隊の慰霊碑や戦没者慰

霊碑などを見て回りました。 

日曜日は Subic Bay にいきました。海で

泳ぎました。

 

              慰霊碑 

パネルディスカッションを行いました。

日本の若者を題材にしてグローバルリー

ダーについて話しました。僕は日本の特

徴をフィリピンと比較した上で、長所、

短所を上げたうえ、一人一人が当事者意

識を持った上で、講義の中で出た、グロ

ーバルシチズンシップを身につける事が

大事だという話をしました。その後の質

問対応に少し苦労しましたが、いい経験

になりました。その後起業活動を行って

いる学生の話を聞きました。 

 

 

           打ち上げの様子 

3.まとめ 

フィリピンは格差が深刻な国です。デラ

サール大学の学生の多くが、ドライバー

を雇っていたり、家にメイドがいたりす

るそうです。プールやジムつきの寮に住

んでいたり、高額な pocket WIFI を所持

していたりします。ショッピングモール

には外資系のファッションブランドや電

化製品が並び、スターバックスはフィリ

ピン人でいっぱいです。一方ストリート

チルドレンであったり、路上の売り子で

あったり、物乞いをする人たちもたくさ

ん目につきます。ファーストフード店の

アルバイトやペンションの従業員も低賃

金で働いている事でしょう。ペンション

の従業員の人と話していたら、週 6 日夜

も 12時以降まで働いたりしていると言っ

ていました。低賃金なためか日本の学生

と違ってデラサール大学生はアルバイト

をしません。低所得者は大学に行けない

ため、まともな就職はできず、お金のあ

る家は有名大学に進学でき、まともな給

料を得る事が出来る。そういった格差の

固定がおこっていると思います。今後フ
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報告書 本多未佳 2年 

1．はじめに 

フィリピンのデラサール大学での短

期プログラムについて報告します。以

前、高校の研修でベトナムに行ったこ

とがありましたが、他の東南アジアの

国との違いや、現地の大学生と交流を

することができ、海外の学生がどのよ

うなことをしているのか、どのような

考えを持っているのか等知ってみた

いと思い、このプログラムに参加しま

した。 

2．生活 

 フィリピンの空港からバスでマニラ内

にある街中のホテルに 10日間ほど泊まり

ました。女子 4 人で同じ部屋に泊まりま

した。1階にはカフェがついており、割高

ですがマフィンやカップケーキやパスタ

がありました。フィリピンで出される料

理は野菜が少なく、私は朝にサラダを食

べました。フィリピンのご飯は、肉料理

が多く、味付けも甘めが多いと思いまし

たが、美味しい食べ物も多くありました。

シーシーというフィリピンの代表料理は

現地のかんきつ類をかけて食べましたが、

お店によって味が違い、苦手な味のもの

もありましたが、別々の 2 店舗でおいし

かったです。他にはベトナム、タイ、中

国料理や日本料理店もありました。味は

日本で食べるのと少々違いますが、ラー

メン等もおいしかったです。セブンイレ

ブンやミニストップが街中によくあり、

甘い味付けの肉まんがジャンボサイズで

100円ぐらいであり、それも朝食として食

べました。フィリピンのデザートはアイ

スや果物を混ぜて食べるハロハロが甘さ

強めでしたが美味しかったです。スター

バックスのコーヒーも甘めに感じました

が、店員さんが現地のカフェではよくし

てくれましたが、名前をコップに書いて

渡してくれたりスタッフさんも温かいで

す。 

 

 

シーシー 

 

ハロハロ 

 マニラ内は車が混雑していて、バスも

人が後ろの開いたままのドアから自由に

出入りしたり等驚きました。コンビニの
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前にはストリートチルドレンが寄ってき

たり、観光地では路上生活をしていそう

なおじさんやおばさんが帽子の宣伝をし

たりとフィリピンの格差社会を目の当た

りにしました。私は子どもにお金をあげ

てしまうともらえるものだと思わせてし

まうと思い、何もあげませんでした。後

にストリートチルドレンを養子にする家

庭との仲介をする NGO 団体の人から、子

どもたちは自分で努力してお金を得なけ

ればならないのだからその人もお金は渡

さないと言っていて、ストリートチルド

レンが自分の力で職業を得られるように

教育を受けられるようにするなど多くの

問題があるのだということを真に受けま

した。 

フィリピンの気候は 1 日中 30℃付近で

厚く、夕方にはほぼ毎日スコールが降り

ました。私は 1 階のホテルで座っている

時などに虫よけを使わなかったときに蚊

に多く刺されてしまい、現地のかゆみ止

めでないと効果がなかったです。現地で

感染症はそれほど流行していなかったの

で良かったです。 

スタバで書

いてもらっ

た名前 

3．大学 

デラサール大学は私立で、毎日車で送り

迎いをしてもらったり、いい服をきてい

たりとお金持ちの学生が多かったです。

皆初日から最終日まで声をかけてくれた

り、ご飯を食べる時には日本のことを話

したり、面白いことを言って笑わせてく

れたり等、明るく、優しい学生が多かっ

たです。最終日には飲み屋さんでお酒を

楽しみ、デラサール大学の先生がカラオ

ケに連れて行ってくれました。カラオケ

は宇多田ヒカルを日本語で歌ったり、レ

ディーガガを歌ったり、他にも世界で有

名な歌を歌ってとても楽しめました。現

地のカラオケボックスは透明、と日本と

違うところも多々あり、そのことについ

てもいろいろと発見があり、楽しめまし

た。 

フイールドトリップで戦死した人々の

墓地に行き、そこではどのような場所な

のか等説明してくれました。学生は墓地

で記念に写真撮影をしたりしていて、私

の感覚とは少し違うのだなと思いました。 

案 内

し て く

れ た 学

生さん 
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べました。フィリピンのご飯は、肉料理

が多く、味付けも甘めが多いと思いまし
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国料理や日本料理店もありました。味は

日本で食べるのと少々違いますが、ラー

メン等もおいしかったです。セブンイレ

ブンやミニストップが街中によくあり、

甘い味付けの肉まんがジャンボサイズで

100円ぐらいであり、それも朝食として食

べました。フィリピンのデザートはアイ

スや果物を混ぜて食べるハロハロが甘さ

強めでしたが美味しかったです。スター

バックスのコーヒーも甘めに感じました

が、店員さんが現地のカフェではよくし

てくれましたが、名前をコップに書いて

渡してくれたりスタッフさんも温かいで

す。 

 

 

シーシー 
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 マニラ内は車が混雑していて、バスも

人が後ろの開いたままのドアから自由に

出入りしたり等驚きました。コンビニの
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大学の講義は英語で 90分毎回別々の先

生から講義を行けました。このプログラ

ムはグローバルリーダーについて考える

というのがテーマで、フィリピンの大学

で考えられているリーダーについて聴き、

太平洋戦争等のフィリピンや日本の戦争

についての歴史や戦争を体験していない

私達が戦争の記憶をどのように引き継い

でいかねばならないのかなどについて学

生同士で話し合いました。デラサールの

学生も私達と同じく、祖父母が戦争を体

験しているというぎりぎりの世代で、祖

父母が軍に家にかけつけられたりなどの

経験を受けていると知りました。日本で

は第二次世界大戦のときに朝鮮に行った

ことについてはよく聞きましたが、フィ

リピンについてはあまり知らなかったの

で、戦争の傷跡は多くの地域にあるのだ

なと思いました。 

日本の神風特攻隊が最初に出発した場

所にもフィ―ルド学習で訪れました。そ

の他にもフィリピン国内の格差や世界で

の貧富の差等に関する講義も受けました。

私はその中で、東南アジアの中でも戦争

の経験のない、タイではジニ―係数が低

く、戦争や紛争のない平和な国では格差

が少なく、平和の重要性を認識しました。 

 英語に関して、先生や学生の話すスピ

ードが速いと聞き取れないことがあり、

もっと何を言っているのか分かりたいと

思うことを授業やフィリピンの学生がパ

ネルデイスカッションで話している時に

思いました。英語と日本語では相手への

伝わり方、受け取り方が違うと思いまし

た。 

 デラサール大学の学生の半数は起業し

ているそうで、2人から起業した経緯、ど

のようなビジョンを持っているかなどに

ついても聴きました。1人は父のビジネス

に習って、結婚式場のスタッフの運営を

行っていて、フィリピンには多くの失業

者もいますがその雇用に貢献したいと言

っていました。自分が本当にやりたいこ

とをやり、他のことは全て次だと言って

いました。今は経営の勉強に忙しいと言

っていましたが、自分のやりたいことを

とことんやっている彼からは、頭の回転

のよさもうかがえましたが、何より輝い

て見えました。もう１人の学生は服に関

する事業を行っていました。デラサール

の学生は、やりたいことに集中し、学問

もそのために、他人のためにもしている

雰囲気があり、よい教育環境だなと思い

ました。 

4．フイールド学習 

 JICA を訪問しました。現地で勤務して

いる日本人女性の方からお話を聞くこと

が出来ました。今年からご勤務されてい

て、２年程の契約で働いていらっしゃる

と聞きました。フィリピンで働いている

理由として、フィリピンの温かい人柄が

好きでフィリピンが好きになったと仰っ

ていました。私もフィリピンは人が温か

いというのに同感して、JICA はフィリピ

ンの発展のために事業を行っているすば

らしい仕事で良いなと思いました。現地

では水道水が飲めなかったり、街の空気

が車が多く、蒸し暑い気候で、他国で働

くというのには体の適応や、共通認識が

多い日本の仲間に会えない等多くのこと
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が考えられます。しかし、他国の人々と

共に働けること、その国の発展のための

事業などとてもやりがいのあることがで

き、素晴らしいなと思いました。また、

その方は JICAに勤務される前に、日本の

広告店で働くなどのキャリアを積まれて

いたと伺いました。国際協力で働くとい

っても、勤務してから大学院に進学して

修士号を取ったり、ボランティアを経験

したり、他国の大学院に通ったりなど、

実に多彩だと改めて思いました。実際に

働いている方から、聴くことができたの

で説得力がありました。 

 また、WHO を訪問しました。WHO では、

フィリピンで問題となっている、肥満や

飲酒、喫煙、少女に対する性暴力など取

り組んでいることに関して説明を受けま

した。ストリートチルドレンなどお腹を

すかしている子供達がいる一方で、健康

に関する十分な知識を十分に得る機会が

少なくそれに対しての取り組みなどにつ

いて聴きました。 

 

街中ではファーストフード店が多くあ

りますが、肉料理が多く、野菜が少ない

こと、糖分の多いものが売られている比

率が多いと私自身感じました。バランス

の取れた食事を得ることによって、健康

寿命を延ばすことができて、肥満などに

よる病気を防げることについて知識の普 

及、実行を推進する必要があると感じま

した。 

 

また、WHOでも勤務していらっしゃる日

本人女性の方とお話をすることができ、

日本で内科医として勤務した後、国境な

き医師団をご経験され、WHOでご勤務して

いると聞きました。英語は国境なき医師

団でご勤務しているうちに、身につけら

れたそうです。 

 

ストリートチルドレンを養子にする家

庭との仲介を行っている NGOも訪問しま

した。私たちが訪問させていただく際、

食べ物を渡すことになりましたが、その

時にお菓子やヤクルト、りんご、オレン

ジなどを渡しました。糖分を摂りすぎて

しまうのではないかと思いましたが、一

緒に行った日本人の学生が、高カロリー

のもののほうがエネルギーになり、おな

かをすかしている子には良いのではない

かと言っていて、栄養面では偏りが少し

あるけれども、訪問するときに渡すもの

はそれでもよいのかもしれないと思いま

した。子供達はヨーロッパ系の子、アジ

ア系の子等人種は様々でしたが、とても

無邪気でした。 

 

 

東南アジア最大級のショッピングモール 
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する事業を行っていました。デラサール

の学生は、やりたいことに集中し、学問

もそのために、他人のためにもしている
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ました。 
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 JICA を訪問しました。現地で勤務して
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フイールド学習で行った海 

 

5．最後に 

このプログラムでは WHO,JICA,NGO団体

等多くの機関を訪問することができ、学

生との交流、またフィリピンの様子を実

際に肌で体感することができました。想

像以上に多くのことを学び、たのしむこ

とができました。今回このプログラムに

関わってくださった、先生方、大学関係

の方、一緒に行った学生に心より感謝い

たします。ありがとうございました。 
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SHORT COURSE ON CULTURE AND GLOBAL LEADERSHIP 

 
Conference Room 4A, Faculty Center 

De La Salle University, Manila, Philippines, 1‐12 September 2015 
 

DATE  ACTIVITY  RESOURCE PERSON 
Day 1 (1/9, Tue)  Arrival in Manila at 20:55.  

DLSU staff to meet Hokkaido University contingent at the airport (NAIA Terminal 3) and 
to bring them to their hotel (Malate Pension House, 1771 Adriatico Street, Malate, 
Manila, tel: +632‐523‐8304) 

Day 2 (2/9, Wed)  Manila City  Educational Tour  DLSU/Hokudai 
10:00‐11:30  Lecture 1) Educational Tour (History of Manila City)  Romeo B. Lee 
13:00‐14:30  Lecture 2) Educational Tour (Culture, Food, and Religion in 

the Philippines) 
Romeo B. Lee 

15:00‐16:30  Lecture 3) Historical Perspective of the Presence of US Army 
in the Philippines 

Romeo B. Lee 

Day 3 (3/9, Thu)  LECTURE/DISCUSSION   
09:00‐10:30  Lecture 4) Introductions, Course Aim and Objectives  Romeo B. Lee 
10:45‐12:15  Lecture 5) Philippine’s pop culture with special reference to 

youth 
Yellowbelle Duaqui 

13:30‐15:00  Lecture 6) Theories on Globalization and Transnationalism  Yellowbelle Duaqui 
15:15‐16:45  Lecture 7) Global Culture and Its Elements  Alicia Manlagnit 
Day 4 (4/9, Fri)  LECTURE/DISCUSSION/FIELD VISIT   
09:00‐10:30  Lecture 8) Cultural Commonalities and Diversities  Cristina Rodriguez 
10:45‐12:15  Lecture 9) Film Showing and Discussion on Culture Shock  Dennis Erasga 
14:00‐17:00  Educational Tour: Role of WHO WPRO in Health in 

Sustainable Development 
WHO Staff 

Days 5‐6 (5‐6/9, 
Sat & Sun) 

FIELD EDUCATIONAL TRIPS: Former US Military Bases in 
Clark Air Base and Subic Naval Base 

DLSU/Hokudai Staff 

Day 7 (7/9, Mon)  LECTURE/DISCUSSION/FIELD VISIT   
09:00‐10:30  Lecture 10) Global Citizenship  Melvin Jabar 
10:45‐12:15  Lecture 11) Role and Function of Regional UN Organizations  Melvin Jabar 
13:00‐14:30  Lecture 12) Role of Japan’s Official Development Aid in the 

Philippines 
Yellowbelle Duaqui 

15:00‐18:00  Educational Tour: 1)World Bank and Regional Sustainable 
Development 2) Japanese Embassy 

World Bank and 
Japanese Embassy 

Day 8 (8/9, Tue)  LECTURE/DISCUSSION/FIELD VISIT   
09:00‐10:30  Lecture 13) Global Inequalities, Consequences and 

Responses: The Role of Industrialized Countries 
Romeo B. Lee 

10:45‐12:15  Lecture 14) Poverty and Income Gaps in the National Capital 
Region: Perspectives and Solutions 

Romeo B. Lee 

13:30‐15:00  Lecture 15) NGO’s role and activities in street children in the 
Philippines 

DLSU Staff 

15:30‐17:30  Visit Virlanie Foundation – NGO for Street Children  DLSU/Hokudai Staff 
Day 9 (9/9, Wed)  PANEL DISCUSSION   
09:30‐11:00  Special Lecture on Japanese War Memories  Jonathan Bull 
11:15‐12:45  Lecture 16) Philippines and Japan’s Relationships: 

Retrospective and Prospective Accounts 
Jose Victor Torres 

13:30‐16:00  Panel Discussion  Jonathan Bull 
Day 10 (19/9, Thu)  STUDENTS PANEL DISCUSSION   
09:30‐11:00  Lecture 17) Introduction to debate and panel discussion  Romeo B. Lee 

 

フイールド学習で行った海 

 

5．最後に 

このプログラムでは WHO,JICA,NGO団体

等多くの機関を訪問することができ、学

生との交流、またフィリピンの様子を実

際に肌で体感することができました。想

像以上に多くのことを学び、たのしむこ

とができました。今回このプログラムに

関わってくださった、先生方、大学関係

の方、一緒に行った学生に心より感謝い

たします。ありがとうございました。 

資料 1.　プログラムの概要
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13:00‐17:00  Debate and Panel Discussion: Theme: Youth as Global 
Leaders—Reflections from Japan and the Philippines 

DLSU/Hokudai 
Staff/Students 

Day 11 (11/9, Fri)  CLOSING CEREMONIES  DLSU/Hokudai 
09:00‐12:00  Preparation for Departure  Hokudai 
13:00‐17:00  Students Presentations and CLOSING CEREMONIES  DLSU/Hokudai 
Day 12 (12/9, Sat)  DEPARTURE FOR SAPPORO – Vehicle pick up at 6:30 a.m.  DLSU/Hokudai Staff 
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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 古林	 萌 文学部 2 女 NO

2 齊藤	 愛 工学部 4 女 NO

3 杉浦　昌治 法学部 2 男 YES

4 田代　郷史 環境科学院 M1 男 NO

5 馬場	 仁美 経済学部 2 女 NO

6 原田	 尭之 法学部 2 男 YES

7 本多	 未佳 医学部 2 女 YES

資料 2.　参加者名簿（デラサル大学）
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短期留学スペシャルプログラム報告書 

カセサート大学 2015 年 9 月 

報告書： 内田 寛之 農学部 3 年 

報告書： 菊池 麻子 農学部 4 年 

報告書： 細野  誠 農学部 3 年 

報告書： 松葉 慶司 農学部 3 年 

報告書： 山崎 勇輝 農学部 2 年 

資料 1. プログラムの概要 

資料 2．参加者名簿（カセサート大学） 

資料 3．学生の帰国後報告会資料 

バナナの花
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報告書 内田 寛之 農学部３年 

１．はじめに 

今回のプログラムは私にとって視野を

広げるとても良い機会となりました。期

間は２週間という短いものでしたが非常

に多くの体験をさせていただきました。

この報告書では今回のプログラムで私が

学んだことや体験したことを少しでも報

告したいと思います。 

（カセサート大学農学部） 

２．生活 

 プログラムのあった９月前半はタイで

は雨季であったため、すべての日程にお

いて短時間ではありますが雨が降りまし

た。しかし、日本の降雨とは異なり、湿

度が高くなることはプログラム期間中に

はなくからっとした気候でとても過ごし

やすかったです。初日と２日目には大学

のゲストハウスである KU-home に、４日

目には Suwan Farm に泊まり、それ以外の

全 日 程 で は 大 学 の International 

Dormitory に泊まりました。すべての施設

では 2 人 1 部屋となっていてトイレと温

水の出るシャワーがついていました。洗

濯はランドリーがあったようですが、使

っていませんでした。 

 朝食は基本的に大学の食堂で食べ、昼

食や夕食は外で食べていました。夕食は

屋台で食べることもありました。タイの

料理は辛い物、酸っぱいものが多く、日

本のお米とは違うタイ米が主食でした。

私は最初はすこし食事がつらかったです

が次第に慣れました。しかし水があまり

よくなかったために５日目あたりにおな

かを壊してしまいました。 

（２日目の大学の学食） 

３．フィールド演習 

 観光のための時間やカセサート大学の

施設を見学して周ったりする時間もあり

ました。３日目の Suwan Farm ではトウモ

ロコシについてのフィールド演習を、４

日目には牛についてと豚肉の加工につい

てのフィールド演習を、５日目にはアス

パラガス農園を訪問し、７日の夕方には

カセサート大学の夕市にも行きました。

幅広い内容についての演習をさまざまな

施設で行うことができた。私が特におも

しろかったのが１１日目に訪れたタイの

農産物市場でした。私は農業経済学科に

所属していて、札幌にある農産物市場に

は授業で訪れていたため日本とタイの農
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産物市場の違いが感じられて大変勉強に 

なりました。 

（演習で行ったバナナ農園） 

４．講義 

 講義の内容は非常に多岐にわたってい

ました。一部の内容を紹介するとタイの

気候についてや農業工学、畜産、植物病

理学、タイの卸売市場などがありました。

自分の専門ではない分野を学ぶことが多

いため専門用語が入るとわからなくなっ

てしまうことが少なくありませんでした。

授業はすべて英語で行われるため、何ら

かの形で辞書を持っていくべきであった

と思っています。 

（川魚の養殖の講義にて） 

５．おわりに 

 私は今回短期ではありますがはじめて

留学をさせていただきました。北海道大

学だけでなくカセサート大学も含めた多

くの人の協力で今回とても貴重な体験を

させていただきました。タイと日本の違

いを農業だけでなく、さまざまな面から

学べました。引率の先生方をはじめ、こ

のプログラムで私の支えてくださった国

際本部の皆様やこのプログラムにともに

参加したメンバー、そしてカセサート大

学の方々に感謝をいたします。 

報告書 内田 寛之 農学部３年 

１．はじめに 

今回のプログラムは私にとって視野を

広げるとても良い機会となりました。期

間は２週間という短いものでしたが非常

に多くの体験をさせていただきました。

この報告書では今回のプログラムで私が

学んだことや体験したことを少しでも報

告したいと思います。 

（カセサート大学農学部） 

２．生活 

 プログラムのあった９月前半はタイで

は雨季であったため、すべての日程にお

いて短時間ではありますが雨が降りまし

た。しかし、日本の降雨とは異なり、湿

度が高くなることはプログラム期間中に

はなくからっとした気候でとても過ごし

やすかったです。初日と２日目には大学

のゲストハウスである KU-home に、４日

目には Suwan Farm に泊まり、それ以外の

全 日 程 で は 大 学 の International 

Dormitory に泊まりました。すべての施設

では 2 人 1 部屋となっていてトイレと温

水の出るシャワーがついていました。洗

濯はランドリーがあったようですが、使

っていませんでした。 

 朝食は基本的に大学の食堂で食べ、昼

食や夕食は外で食べていました。夕食は

屋台で食べることもありました。タイの

料理は辛い物、酸っぱいものが多く、日

本のお米とは違うタイ米が主食でした。

私は最初はすこし食事がつらかったです

が次第に慣れました。しかし水があまり

よくなかったために５日目あたりにおな

かを壊してしまいました。 

（２日目の大学の学食） 

３．フィールド演習 

 観光のための時間やカセサート大学の

施設を見学して周ったりする時間もあり

ました。３日目の Suwan Farm ではトウモ

ロコシについてのフィールド演習を、４

日目には牛についてと豚肉の加工につい

てのフィールド演習を、５日目にはアス

パラガス農園を訪問し、７日の夕方には

カセサート大学の夕市にも行きました。

幅広い内容についての演習をさまざまな

施設で行うことができた。私が特におも

しろかったのが１１日目に訪れたタイの

農産物市場でした。私は農業経済学科に

所属していて、札幌にある農産物市場に

は授業で訪れていたため日本とタイの農
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報告書 菊池 麻子 農学部 4 年 

 
1，はじめに 
 私が本プログラムに参加した理由は，

ただ単にタイに行ってみたい，と思った

からです．私の先輩がカセサート大学へ

留学していることや，カセサート大学か

らの留学生が研究室にいることがあり，

タイおよびカセサート大学へ興味を持っ

ていました．また，本プログラムは

JASSO から航空券代に相当する奨学金

の支給があり，格安で留学できるという

ことからも参加させていただきました． 
 
2，現地での生活について 
 タイでは主にカセサート大学のドミト

リーに宿泊しました．毎日，清掃がなさ

れるので清潔ですし，エアコン，wifi 環

境も整っておりました． 
 カセサート大学構内は大変広いのです

が，専用のバンが私たちをどこへでも連

れて行ってくれましたので移動にも不便

はありませんでした．また，英語が堪能

なタイのスタッフが必ずついてくれます

ので言語についても不自由はないと思い

ました． 
 持ち歩いた方が良いと思ったものティ

ッシュと水です．タイではトイレットペ

ーパーが無いトイレがあります(付属のシ

ャワーで洗い流すため)．トイレットペー

パー代わりにティッシュがあると便利だ

と思います．また，タイはとても暑いの

で水は欠かせません． 
 
 
 

3，講義について 
 講義は農業に関することが主ですし英

語で行われますので，農学の専門知識が

なければ理解は難しいと思いました．今

回は農学部の様々な学科の生徒が参加し

ておりまして，専門分野がそれぞれ異な

るので，理解できなかったところは互い

に知識を補う場面もありました． 
 フィールドワークや体験学習，宿泊研

修，タイの学生とのオリエンテーション

もあり，楽しかったです．タイの学生と

も仲良くなりました．タイの学生は

Facebook などの SNS をよくしています

ので，何かしらを始めておくとコミュニ

ケーションに困らないかと思います． 
 
4，プログラムを終えて 
 本プログラムは私にとって留学を身近

なものにする有意義な経験となりました．

今後の大学院課程での研究に意欲が湧き

ました．実際にかかった費用も 3 万円程

で，充分過ぎる 10 日間を過ごすことがで

きました．特に夏休みの予定もないけど

何しようかな，と思っている学生は，こ

れを機に人生観を変えてみると良いと思

いました． 
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報告書 細野誠 農学部 3 年

＜はじめに＞

 私が今回この留学に参加しようと考え

たきっかけは、学生生活で一度は留学経

験をし、カルチャーショックを味わいた

かったからであり、学科の先生にこのプ

ログラムを勧めて頂いたからである。さ

らに、このプログラムは農学がテーマと

なっており、私が本校で学ぶ学問と関連

するものであったため、より知識を深め

ることができると考えた。実際にこの留

学を通して、自身の学問にさらに関心を

持つことができ、今後の研究や学業にお

いてここで得たものを活かしたい。

 私がこの短期留学で経験したことを簡

単にこの報告書にまとめる。

＜生活＞

 基本的に大学の宿舎に泊まるか、農家

訪問の時は農家に宿泊した。農家以外で

は、大学内を含め Wifi 環境は良好で、

特に不自由はなかった。食事に関して

は、大学の食堂か、近くの飲食店などに

行き、一食 100 円程度だった。 

＜講義＞

講義は 90 分間で、内 30 分は講義の質

疑応答や実習で、より知識を深めること

ができた。講義はすべて英語で行われ、

英語が理解できないときは付き添いの先

生によって翻訳をして頂いた。フィール

ドでの講義が多く、移動は大学のバスを

用いた。エアコンの設備が整えられ、猛

暑によるストレスを感じることなく講義

を受けることができた。

報告書 菊池 麻子 農学部 4 年 

 
1，はじめに 
 私が本プログラムに参加した理由は，

ただ単にタイに行ってみたい，と思った

からです．私の先輩がカセサート大学へ

留学していることや，カセサート大学か

らの留学生が研究室にいることがあり，

タイおよびカセサート大学へ興味を持っ

ていました．また，本プログラムは

JASSO から航空券代に相当する奨学金

の支給があり，格安で留学できるという

ことからも参加させていただきました． 
 
2，現地での生活について 
 タイでは主にカセサート大学のドミト

リーに宿泊しました．毎日，清掃がなさ

れるので清潔ですし，エアコン，wifi 環

境も整っておりました． 
 カセサート大学構内は大変広いのです

が，専用のバンが私たちをどこへでも連

れて行ってくれましたので移動にも不便

はありませんでした．また，英語が堪能

なタイのスタッフが必ずついてくれます

ので言語についても不自由はないと思い

ました． 
 持ち歩いた方が良いと思ったものティ

ッシュと水です．タイではトイレットペ

ーパーが無いトイレがあります(付属のシ

ャワーで洗い流すため)．トイレットペー

パー代わりにティッシュがあると便利だ

と思います．また，タイはとても暑いの

で水は欠かせません． 
 
 
 

3，講義について 
 講義は農業に関することが主ですし英

語で行われますので，農学の専門知識が

なければ理解は難しいと思いました．今

回は農学部の様々な学科の生徒が参加し

ておりまして，専門分野がそれぞれ異な

るので，理解できなかったところは互い

に知識を補う場面もありました． 
 フィールドワークや体験学習，宿泊研

修，タイの学生とのオリエンテーション

もあり，楽しかったです．タイの学生と

も仲良くなりました．タイの学生は

Facebook などの SNS をよくしています

ので，何かしらを始めておくとコミュニ

ケーションに困らないかと思います． 
 
4，プログラムを終えて 
 本プログラムは私にとって留学を身近

なものにする有意義な経験となりました．

今後の大学院課程での研究に意欲が湧き

ました．実際にかかった費用も 3 万円程

で，充分過ぎる 10 日間を過ごすことがで

きました．特に夏休みの予定もないけど

何しようかな，と思っている学生は，こ

れを機に人生観を変えてみると良いと思

いました． 
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＜学生交流＞ 
 カセサート大学の学生とパワポで日本

の紹介や、タイのデザートの調理を教え

て頂くことで、各々の英語力の向上・タ

イ文化を感じることができた。 
 
＜観光＞ 
 タイでは寺院が有名であり、また、美

術作品も伝統的に作られており、我々は

それらを観光し、異文化の歴史について

も学ぶことができた。 
 

 
 
＜おわりに＞ 
 今回の留学を通して、日本とは全く異

なった天候や環境でのタイの農業はとて

も興味深く、イネの遺伝子組み換えの発

展技術など、事前に考えていたよりも研

究は進んでいることに衝撃を受けた。畜

産業では、日本の飼料給与などは非常に

厳密に行われているが、タイではそれほ

ど重要視されていない。放牧草も野草を

ほとんど与えており、肉質をより向上さ

せるなら、牧草構成を改変するなど重要

ではないかと感じた。  
 今回の留学は人生初であり、短い期間

ではあったが貴重な経験となった。実際

に現地で感じた感覚がこの先の学業にお

いて活躍してくれると期待する。 
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、そしてタイで出会ったカセサート大

学の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 松葉慶司 農学部 3年 

 

 今回、私はタイのカセサート大学に約 2

週間滞在しました。出発前に首都バンコ

クで爆破テロがあったことでプログラム

の変更はありましたが、滞在中は特に問

題なく、充実した学習を行うことができ

ました。 

 タイ滞在中の住まいについては、設

備・環境ともに不自由することはありま

せんでした。特にカセサート大学カンペ

ンセンキャンパス内の寮の部屋は非常に

広く、ホテルのようでした。 

 食事については、朝は基本的に学内の

カフェテリアで食べました。カフェテリ

アのシステムは食べたいおかずを 2~3 つ

選ぶと、それらがご飯の上に載せられて

渡されるというもので、一食当たり

100~150 円程度でした。ご飯だけでなく、

お菓子やフルーツ、ジュースを扱ってい

る売店もありました昼はカフェテリアで

あったり、学外であったりと様々で、夜

は外で食べることが多かったです。辛い

ものは多いですが、辛くないものを選ぶ

こともでき、基本的には癖もなく食べや

すいものが多かったように思います。日

本では見ないような果物も多く、食事は

非常に楽しかったです。ただ、ソムタム

と呼ばれる青パパイヤのサラダに塩漬け

の沢ガニが入っていることがあるのです

が、これを食べると激しい腹痛に襲われ

ることがあるようです。私は知らずに食

べてしまい、最終日前日激しい腹痛及び

下痢に苦しめられました。 

 講義では、農業機械や作物病理、畜産、

養殖などさまざまなことを学びました。

英語で行われる講義は専門用語も混ざっ

てくるため、全てを十分に理解すること

は難しかったですが、座学だけでなく、

フィールドにでて学習する機会も多く用

意されていたため非常に楽しく学ぶこと

ができました。本プログラムに参加する

以前は、タイの農業に対して日本よりも

技術レベルが劣っているという先入観を

抱いていましたが、講義を通して必ずし

もそうとは言い切れないことがわかりま

した。特に土壌マップは日本のものより

も優れているように感じました。 

 また、今回バンコクに行くことはでき

なかったものの、講義の合間にタイの歴

史や文化、伝統工芸品に触れる機会が設

けられていたため、観光を楽しむことも

できました。国民のおよそ 9割が仏教徒

であるタイの文化は、仏教色が強く、寺

院では男女ともに服装の制限がありまし

た。日本にも仏像はありますが、タイの

寺院で見られる仏像は日本では見たこと

もないようなポーズのものも多かったで

す。それらポーズについて詳しくは分か

らなかったのですが、一応一つ一つに意

味があるようです。 

 最後に、出発前は長いと考えていた約

二週間のプログラムでしたが、実際はあ

っという間でした。滞在期間が短く、他

の日本人と一緒に行動していたので、つ

らいと感じるようなことはありませんで

 
 
＜学生交流＞ 
 カセサート大学の学生とパワポで日本

の紹介や、タイのデザートの調理を教え

て頂くことで、各々の英語力の向上・タ

イ文化を感じることができた。 
 
＜観光＞ 
 タイでは寺院が有名であり、また、美

術作品も伝統的に作られており、我々は

それらを観光し、異文化の歴史について

も学ぶことができた。 
 

 
 
＜おわりに＞ 
 今回の留学を通して、日本とは全く異

なった天候や環境でのタイの農業はとて

も興味深く、イネの遺伝子組み換えの発

展技術など、事前に考えていたよりも研

究は進んでいることに衝撃を受けた。畜

産業では、日本の飼料給与などは非常に

厳密に行われているが、タイではそれほ

ど重要視されていない。放牧草も野草を

ほとんど与えており、肉質をより向上さ

せるなら、牧草構成を改変するなど重要

ではないかと感じた。  
 今回の留学は人生初であり、短い期間

ではあったが貴重な経験となった。実際

に現地で感じた感覚がこの先の学業にお

いて活躍してくれると期待する。 
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、そしてタイで出会ったカセサート大

学の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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した。そのため、海外にでて、逆境にも

まれるという経験をしたいという人には

ものたりないかもしれません。しかし、

異なる文化・価値観に触れるという目的

には十分なプログラムではないかと思い

ます。 
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報告書 山崎勇輝 理学部二年 

1. 始めに

今回のカセサート大学でのプログラムは

北大にとって初のプログラムでした。始め 

はバンコクとナコンパトムで活動をする予

定でしたが、先の爆破事故の影響により、

ナコンパトムで行われることとなりました。 

このプログラムで学んだこと、経験したこ

とを次章以降で述べていきたいと思います。 

2.生活 

このプログラムでは３つの場所に滞在し 

ました。まず、タイに到着してから二日間 

は SPH というカセサート大学カンペンセ 

ーンキャンパス(ナコンパトム)が運営し

て いるホテルのような宿泊所に泊まりま

した。 そして、その後 SUWANFARM に移動

した 後、そこの寮で一泊し、その後は全

 

てカセサート大学のカンペンセーン

キャンパスの International Dormitory 

に宿泊しました。全ての部屋に冷房、ト

イレ、そしてシャワーが完備されていま 

した。 

Wi-Fi に関しては SUWANFARM 以外完備さ

れていました。洗濯はお金がかかるので

手洗いをしました。タイは気温が高いの

ですぐ乾きます。留学にいったときは雨

季であったため夜中に雨が集中的に降っ

ていました。室内と外の気温差に気をつ 

けた方がいいです。 

タイ料理は辛いか甘いか味がはっきり

しているものが多いです。しかし癖にな

るものが多いです。タイ米はジャポニカ

米と比べてチャーハンなどの炒める料理

にかなり合います。また、トムヤムクン

は有名ですが、そのほかにも普通の麺類

がとてもおいしかったです。麺類はあま

りはずれがないように思います。 

フルーツの豊富さも魅力です。日本で

も食べられるフルーツはもちろん、タマ

リンドなど日本ではあまり眼にしないも

のを多く見ることができます。とりわけ、

私はドリアンというものを名前しか知ら

なかったので本物をみて食べたときはそ

のにおいと味に驚きました。 

私はこの留学中に体調を崩すことはあり

ませんでしたが、食事には少し気をつけた 

方がいいと思います。今まで食べたことが 

ないものがかなり多いと思うので(特にフ 

ルーツ)、むやみに手を出す必要はないと

思います。 

また、外は野良犬がうろうろしていて、 

蚊が多く飛びまわっているので感染症へ

の配慮は最低限必要です。 

した。そのため、海外にでて、逆境にも

まれるという経験をしたいという人には

ものたりないかもしれません。しかし、

異なる文化・価値観に触れるという目的

には十分なプログラムではないかと思い

ます。 
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次にお金についてですが、物価は日本

と比べると安いです。しかし、カードが

あまり使えなかったため(屋台や宿泊費)、

現金を持ち歩いた方がいいと思います。

バンコクはカードが使える可能性はあり

ます。 

 

3.講義 

プログラム内で講義は 19 個行われま

した。講義の内容は、タイの果物の生産、

とうもろこしやモロコシの生産、豚や牛

の飼育や繁殖方法、コミュニティー規模

での野菜生産、植物の病気の対策法、コ

ンピューター化や自動制御された農業経

営、土壌の固有性の解析、水耕法の野菜

の栽培、米の品種改良、タイの昆虫の多

様性、果物や野菜の収穫後の処理技術、

タイの野菜生産について、ラン栽培の応

用的な技術、KU で開発した KUBeef につ

いて、そして地球温暖化による米生産の

影響、といった農学のほとんどの分野を

基礎から発展まで満遍なく学べる講義内

容となっていました。 

本プログラムの特徴は 1 時間から２時間 

にわたる講義の後にすぐに実習や見学があ

るところです。例えば、カセサート大学が 

独自に交配させてつくった KU beef とい

う牛についての講義の後、実際にその牛た

ちを実際に見たり、Sweet Pork というご

飯にかけて食べる豚肉を細かくちぎってあ

げるものを実際につくったり、また実際の

市場で講義を受けその後市場を見学したり

しました。タイの人が話す英語はネイティ

ブの人と比べとても聞き取りやすいです。

また、だいたいの講義はパワーポイントを

用いていたため、視覚に訴えてきて、とて

も理解しやすかったです。例えば、タイ全

域でカセサート大学が集めた土壌調査のデ

ータベースに関しては目の前でその web 

を開いて実践して下さりました。また、農

業の機械化についての講義もその場で動画

にアクセスしてくださり、機会の使い方を

容易に理解できました。 

 

 

かなり専門的な講義に関しては引率で

ある荒木先生が日本語や英語で追加説明

をしてくださいました。また、講義の合

間で質問する機会が何度もありました。

私は全講義の内３分の２は質問をしまし

たが、講師の方は親切丁寧に答えて下さ

いました。例えば、昆虫に関しての講義

では、私は蝶と蛾の生物学的な違いがわ
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からなかったので質問したところ、とて

も基本的な質問であるにも関わらず、丁

寧に説明して下さいました。また、その

後の実際に昆虫の博物館に見学に講義後

いったときもしっかりと違いを教えて下

さいました。 

一日のプログラムが終わった後に、一

日の講義についてレポートを書く機会が

ありました。このレポートは英語です。

このレポートで新しく学んだことをその

日の内に復習することができました。 

4.講義以外の活動 

現地の人と関わる機会が幾度もありま

した。まず、SUWANFARM では、バンコク 

のキャンパスの学生とともに行動し、昼

食をともに食べたりしました。 

5 日目にはラーマ６世の生家であ

る ”Sanam Chan”Palace とタイで最も

大 き な pagoda で あ る ”Phra 

Pathommachedi” を訪れました。これら

は隣接していて、”Sanam Chan” Palace

から ”Phra Pathommachedi” を見るこ

とができます。仏教色の強さをこの

Pagoda を見て実感しました。 

7 日目にはカセサート大学農学部学部長 

と話す機会がありました。その後日本文化 

について我々がプレゼンテーションを行い、 

そしてタイの学生とともにタイのデザート 

を作りました。とてもおいしかったです。 

その日の夜にはウェルカムパーティが開か 

れ、現地の学生を始めとして、日本に留学 

に来たことがある教授の方などが来てくださ

りました。そこでは、堅い話だけでなく、日

本での生活について等かなりプライベートな

話まで踏み込むことができました。 

5.最後に 

東南アジアは成長著しい国が多いです。 

高速道路からバンコク市内を見ることが

できましたが、まさに人が集まってくる

メトロポリスであることをたくさんの車

が行き交う姿からも理解できました。次

 

次にお金についてですが、物価は日本

と比べると安いです。しかし、カードが

あまり使えなかったため(屋台や宿泊費)、

現金を持ち歩いた方がいいと思います。

バンコクはカードが使える可能性はあり

ます。 

 

3.講義 

プログラム内で講義は 19 個行われま

した。講義の内容は、タイの果物の生産、

とうもろこしやモロコシの生産、豚や牛

の飼育や繁殖方法、コミュニティー規模

での野菜生産、植物の病気の対策法、コ

ンピューター化や自動制御された農業経

営、土壌の固有性の解析、水耕法の野菜

の栽培、米の品種改良、タイの昆虫の多

様性、果物や野菜の収穫後の処理技術、

タイの野菜生産について、ラン栽培の応

用的な技術、KU で開発した KUBeef につ

いて、そして地球温暖化による米生産の

影響、といった農学のほとんどの分野を

基礎から発展まで満遍なく学べる講義内

容となっていました。 

本プログラムの特徴は 1 時間から２時間 

にわたる講義の後にすぐに実習や見学があ

るところです。例えば、カセサート大学が 

独自に交配させてつくった KU beef とい

う牛についての講義の後、実際にその牛た

ちを実際に見たり、Sweet Pork というご

飯にかけて食べる豚肉を細かくちぎってあ

げるものを実際につくったり、また実際の

市場で講義を受けその後市場を見学したり

しました。タイの人が話す英語はネイティ

ブの人と比べとても聞き取りやすいです。

また、だいたいの講義はパワーポイントを

用いていたため、視覚に訴えてきて、とて

も理解しやすかったです。例えば、タイ全

域でカセサート大学が集めた土壌調査のデ

ータベースに関しては目の前でその web 

を開いて実践して下さりました。また、農

業の機械化についての講義もその場で動画

にアクセスしてくださり、機会の使い方を

容易に理解できました。 

 

 

かなり専門的な講義に関しては引率で

ある荒木先生が日本語や英語で追加説明

をしてくださいました。また、講義の合

間で質問する機会が何度もありました。

私は全講義の内３分の２は質問をしまし

たが、講師の方は親切丁寧に答えて下さ

いました。例えば、昆虫に関しての講義

では、私は蝶と蛾の生物学的な違いがわ
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に東南アジアを訪れる際は違う国がどの

ように発展しているか知るために異なる

国に行ってみたいです。 

カセサート大学はカンペンセーンキャン

パスだけでも北大を優に超える大きさです。

そして、ほとんどが農業に関する学部であ

るため、農学を学びたい人は是非行くべき

です。 

引率の先生方を始め、このプログラム

の組織に関わった国際本部の皆様、そし

てこのプログラムに参加したメンバー、

カセサート大学で出会った全ての方々に

感謝を申し上げます。 
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PROGRAM ON METEOROLOGICAL
ENVIRONMENT AND FOOD PRODUCTION

SYSTEM

3rd-14th September, 2015

Date Time Activities Place Accommodation

3-Sep 16:00 Arrival in Bangkok

THU 18:00 Check-in at KU home
Bangkhen
campus

KU-HOME

4-Sep 07:30 Breakfast

FRI 08:15 Pick up at KU-HOME
Banghken
campus

8:30-10:00

1) Program orientation 2) Introduction of
Kasetsart University and Faculty of Agriculture
3) Study for Thai language by Assist. Prof.
Donludee Jaisut (Lecture-Bangkhen 1)

10:00-11:30
Special Lecture about " Agriculture in Thailand"
by Assoc. Prof.  Dr. Ed Sarobol (Lecture-
Bangkhen 2)

11:30
Meeting with Dean of Faculty of Agriculture/
Lunch

12:00-13:00 Lunch

13:00-18:00 Visit Rice Laboratory

Department of
Agronomy,
Faculty of
Agriculture,
Kasetsart
University

13:30-14:30
"Rice production in Thailand! (Lecture-
Bangkhen 3)

15:00-18:00 Practice

1) Introductory of Rice Lab

2) Laboratory and field visit

3) Traditional rice trashing (activities)
4) Rice cooking qualities testing

5) Sushi making with Thai rice (white and black
rice)

Bangkhen
campus

KU-HOME

5-Sep 08:00-12:00
Check out and go to Nakhon Ratchasima
province

Nakhon
Ratchasima
province

SAT Visit Pak Chong Research Station

資料 1.　プログラムの概要
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10:00-11:30 "Fruits production in Thailand" (Lecture 4)

11:30-13:00 Introduction of Pak Chong Research Station

Study topics/ Practice

1) Tropical Fruit Collection

2) Banana : Cultivation and Processing

3) Production Technology in Avocado and Sugar
Apple

13:00-14:00 Lunch at Pak Chong Research Station

14.00-15.30

Visit National Corn and Sorghum Research
Center (Suwan Farm)
Introduction of National Corn and Sorghum
Research Center (Suwan Farm)

15:30-17:00
"Corn and sorghum production in the Research
Center"  (Lecture 5)

17:00-18:00 Study topics/ Practice

Lecture and field practice 1) Seed Technology in
corn

2) Jatropha curcas  Breeding for Bioenergy

3) Corn and Sorghum Cropping System

4) Sweet Corn Milk Production SUWAN FARM

6-Sep 09.00-10.30 Visit to Tub Kwang Research Station
Saraburi
province

SUN Introduction of Tub Kwang Research Station

Study topics/ Practice

10:30-12:00
"Swine and Cattle Breeding in Thailand"
(Lecture 6)

12:00-13:00 Lunch at Tub Kwang Research Station

13:00-15:00
Practice: Making Swine Products (Chinese
Sausage, Sweet Pork and Spicy Pork)

15.00-17.00 Back to KU
Bangkhen
campus

KU-HOME

7-Sep 08:00-12:00 Field visit to the Grand Palace
MON 12:00-13:00 Lunch

13:00-14:30 Field visit to the Wat Pho

14.30-18:00
Social communication between students of
Kasetsart and Hokudai

KU-HOME

8-Sep 07:30 Breakfast/ Check out from KU-HOME
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TUE 08.30
Travel to Sampran Riverside, Nakhorn Pathom
province

10:00-12:00
Attending Thai Traditional Way & Agricultural
Extension at Sampran Riverside

12:00-13:00 Lunch at Sampran Riverside

13:30-15:00 Filed visit to Thai Village Cultural Show

15:00
Travel to Kamphaeng Saen (KPS) Campus,
Nakhorn Pathom province

16:00-18:00
Check in at KU-KPS International Dorm and
social communication between students of
Kasetsart and Hokudai

KPS campus
International
Dormitory

9-Sep
7.30-8.30
am.

Breakfast Cafeteria

WED 09:00-09:30
Meeting with Dean, Dr.Seksom  Attamangkune,
Faculty of Agriculture at KPS

KPS campus

9.30-11.00
Introduction of Faculty of Agriculture at KPS//
Orientation
(Lecture-KPS 1)

Fac. of Agri at
KPS

11:00-12:00 Campus tour KPS campus

12:00-13:00 Lunch Cafeteria

13:00-14:30
Special Lecture from Prof.Dr. ARAKI (Hokudai)
(Lecture-KPS 2)

Fac. of Agri at
KPS

14:30-16:00
Special Lecture in the topic of Thai history,
culture and other liberal art (Lecture-KPS 3)

Fac. of Agri at
KPS

18:00-20:00
Welcome party hosted by Faculty of Agriculture
at KPS

Int. Dorm., KPS

10-Sep 07:30-08:30 Breakfast Cafeteria

THU 09:00-10:30 Agricultural Science Park
Fac. of Agri at
KPS

"Hydroponic vegetable production" (Lecture-
KPS 4)

11:00-12:30 Insect Museum
Fac. of Agri at
KPS

"Diversity of insects in Thailand"  (Lecture-
KPS 5)

12:30-13:30 Lunch Cafeteria
13:30-15:00 Rice Research center KPS campus

"Rice productions in Thailand" (Lecture-KPS 6)

Break
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15:30-17:00
"Post-harvest technology for fruit and
vegetable" (Lecture KPS 7)

Department of
Horticulture,
KPS
Fac. of Agri at
KPS

Int. Dorm., KPS

11-Sep 07:30-08:30 Breakfast Cafeteria

FRI 08:30-10.00 Tropical Vegetable R&D Center
Fac. of Agri at
KPS

"vegetable production in Thailand" (Lecture-
KPS 8)

11:00-12:00 Vegetable production community

Study on vegetable production in community
level

12:30-13:30 Lunch Cafeteria

14:00-15:30 Orchid Farm
Fac. of Agri at
KPS

"Technology applied in orchid production"
(Lecture -KPS 9)

16:00-17:30 Cowboy land;  Animal R&D center

"Kamphaeng Saen Beef cattle production"
(Lecture-KPS 10)

Fac. of Agri at
KPS

Int. Dorm., KPS

12-Sep 07:30-08:30 Breakfast Cafeteria

SAT 09.00-12:00
Field visit to Bang Sai Royal Folk Arts and Crafts
Centre

Ayuthaya
province

Study on silk and craft production

12:00-13:00 Lunch on the way

15:30-17:00
Laboratory of Atmospheric and Environmental in
Agricultural Science

Fac. of Agri at
KPS

"Effect of climate change on rice production"
(Lecture-KPS 11)

Int. Dorm., KPS

13-Sep 07:30-08:30 Breakfast Cafeteria

SUN 09:00-12:00 Field visit Retail Market// Agricultural products
Nakhon Pathom
province

12:00-13:00 Lunch on the way

13:00-17:00
Social communication activities between HU and
KU students

18:00-19:30 Preparation for departure

19:30 Depart to BKK and 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 内田 寛之 農学部 3 男 YES

2 菊池麻子 農学部 4 女 NO

3 細野 誠 農学部 3 男 NO

4 松葉 慶司 農学部 3 男 NO

5 山崎 勇輝 理学部 2 男 YES

資料 2.　参加者名簿（カセサート大学）
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講義内容(c)
水耕法の野菜の栽培

米の品種改良

タイの昆虫の多様性

果物や野菜の収穫後の処理技術

タイの野菜生産について

ラン栽培の応用的な技術

KUで開発したKUBeefについて

地球温暖化による米生産の影響

市場の見学etc…

講義内容(b)
タイの果物の生産

とうもろこしやモロコシの生産

豚や牛の飼育や繁殖方法

コミュニティー規模での野菜生産

植物の病気の対策法

コンピューター化や自動制御された農業経営

土壌の固有性の解析

講義内容(a)
全体のテーマ 「熱帯気候の農業」

1時間から2時間の座学の講義（英語）の後すぐに、実際
に学んだ内容に関する見学や実習を通して、実感するこ
とができる。

一講義の間に幾度か引率の北大の先生が専門的なとこ
ろや日本の農業と比較すべきところを説明してくださった。

質疑応答の時間も講義の時に設けられ、基本的に英語で
質問する。だが、専門用語が我々学生に翻訳不可能な場
合は引率の先生が我々の日本語の質問を翻訳してくだ
さった。

プログラム全般について
留学先タイカセサート大学カンペンセーンキャンパス

期間 9/3〜9/14

使用言語英語

講義数 19

費用約10万円(飛行機代7万円、生活費3万円)

宿泊地 1.2日目SPH(カセサート大学内のホテル)

3.4日目 SUWANFARMの寮

5日目〜 International Dormitory

目次
プログラム全般について

講義内容

講義以外の活動

まとめ

カセサート大学
実施日9/3〜9/14

開催国タイ

資料 3.　学生の帰国後報告会資料
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ご清聴ありがとうございました。
カセサート大学HP

http://eng.csc.ku.ac.th

まとめ
農学のほとんどの分野を基礎から発展まで満遍なく学べる講義内容

他学部の人が受講しても得るものが大きい

費用が比較的安く、冷房が各部屋についているなど生活に不自由な点は少ない

講義以外の活動(d)
市場の見学

講義以外の活動(c)
Bang Sai Royal Folk Arts and Crafts Centreの見学

講義以外の活動(b)
サナームチャン宮殿とプラ・パトム・チェディへの訪問

講義以外の活動(a)
現地学生との交流

ウェルカムパーティ





短期留学スペシャルプログラム報告書 
ジュネーブ大学 2015 年 9月 

報告書： 井川 賢司 教育学部 3年 

報告書： 石窪 翔吾 理学部 2年 

報告書： 上田 基史 工学部 3年 

報告書： 斉藤 優輝 理学部 3年 

報告書： 佐藤圭一郎 薬学部 2年 

報告書： 田中 泰爾 工学部 2年 

報告書： 鳥居可南子 文学部 3年 

報告書： 根本 晶沙 理学部 2年 

報告書： 野々上優子 農学部 2年 

報告書： 平家 勇大 法学部 2年 

報告書： 松本 安未 法学部 2年 

報告書： 山上 咲子 経済学部 3年 

資料 1. プログラムの概要 

資料 2．参加者名簿（ジュネーブ大学） 

資料 3. 学生の帰国後報告会資料 

Palais des Nations【国連欧州本部、旧国際連盟】中庭にて 
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報告書 井川賢司 教育学部３年 

 

1. はじめに 

今回の短期留学スペシャルプログラム

は、私にとって、忘れられない有意義な

経験となりました。予定していた便の欠

航、メンバーのスーツケースの遅延等、

想定外のトラブルが、数多くありました

が、それを含めて多くを学ばせていただ

きました。以下では、このプログラムに

ついて国際機関、講義、レクリエーショ

ン、生活と順を追って、報告していきた

いと思います。 

 

2. 国際機関 

今回のプログラムで貴重に感じたのは、

やはり WHO（世界保健機関）・ILO（国際労

働機関）・UNOG（国際連合欧州本部）等、

多くの国際機関を訪問でき、そこで勤務

されている職員の方々からお話を直接伺

えたことです。 

また、将来、国際公務員として、世界

平和に貢献したいという志のある私にと

って、実際に国際機関を見学できたこと

は、さらなる勉強へのモチベーションに

なっただけではなく、将来に対して確か

な見通しを持つことができました。 

下の写真は、訪問した国際機関の一部

です。 

 

  

   ILO        

 
UNOG 

3. 講義 

国際都市ジュネーブは、フランスに近

いこともあり、フランス語圏です。その

ため、ジュネーブ大学の教授陣による講

義は、フランス語訛りの英語のため、最

初は聞き取るのに四苦八苦しました。ま

た、医学部の教授陣であったため、電子

辞書を引いても出てこない難解な専門用

語も登場し、講義の後には、くたくたに

なってしまいました。 

 しかし、講義を真剣に受け続けたため

か、徐々に耳が慣れていくのを実感しま

した。数多くの講義の中でも、特に興味

深かったのは、8 日目の病気に関する講義
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と 10 日目の EU の歴史や成り立ちに関す

る講義でした。 

 まず、病気に関する講義では、薬で病

気を治すのではなく、病気を予防するこ

との重要性について学びました。薬は、

健康には役に立たないと表現されていた

ことが非常に印象的でした。 

 また、EU の歴史や成り立ちに関する講

義は、今回のプログラムでは数少ない文

系の講義でした。ただ、EU はその運営や

法律制定のための様々な機関を有するた

め、理解するのに苦労しました。ちなみ

に、欧州議会（5 年ごとの直接選挙で選ば

れる議員で構成。欧州市民を代表）、欧州

理事会（各 EU 加盟国の大統領または首相

で構成）、欧州連合（EU）理事会（各加盟

国を代表、閣僚が出席）、欧州委員会（立

法準備を行い、EU 法の施行と遵守を担当）

が主に存在します。 

 

4. レクリエーション 

今回のプログラムは、講義だけではな

く、レクリエーション（観光）も充実し

ていた点が魅力的でした。特に、スイス

ではないのですが、国境を跨いで行った

フランスのシャモニー・モンブランには、

非常に感動しました。標高 2525 メートル

のル・ブレヴァンにロープウェイで登っ

たのですが、あいにく最初は雲で一面真

っ白でした。しかし、みんなの願いが通

じたのか徐々に晴れ間が見え始め、モン

ブランが姿を現した瞬間は、このプログ

ラムでの一番の思い出となりました。 

下の写真は、その瞬間をとらえた貴重

な一枚です。 

 

 
Chamonix-Mont-Blanc 

 

5. 生活 

食費節約のため、ディナーは、スーパ

ーで買うなどして、自炊していました。

しかし、やはりスイスは物価が世界一高

いだけあって、食費は高かったです。ラ

ンチでも1500円以上かかりました。ただ、

味は日本人好みで、どれも美味しかった

です。また、ジュネーブ大学内の学食は、

学食とは思えないほどオシャレで、明ら

かに北海道大学の学食は負けていました。 

 ちなみに、意外だったのは、ジュネー

ブでは、多くの人がバスを利用している

ことでした。それも、日本とほぼ同様の

バスで、停留所の表記も出るため、便利

でした。ただ、夜になると停留所の表記

が出なくなるので、注意が必要です。 

 このプログラムでは、ジュネーブ大学

の学生寮に全日程宿泊しました。しかし、

海外特有の壁の薄さのこともあり、隣の

部屋の人の話し声や工事の音が聞こえる

ため、ほぼプライバシーは無かったです。

また、シングルだったため、良かったの

ですが、２人では、狭いように感じまし
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3. 講義 

国際都市ジュネーブは、フランスに近

いこともあり、フランス語圏です。その

ため、ジュネーブ大学の教授陣による講

義は、フランス語訛りの英語のため、最

初は聞き取るのに四苦八苦しました。ま

た、医学部の教授陣であったため、電子

辞書を引いても出てこない難解な専門用

語も登場し、講義の後には、くたくたに

なってしまいました。 

 しかし、講義を真剣に受け続けたため

か、徐々に耳が慣れていくのを実感しま

した。数多くの講義の中でも、特に興味

深かったのは、8 日目の病気に関する講義
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た。 

 ジュネーブの気温は、朝は寒いのです

が、日中は晴れてくる日が多かったため、

暖かく感じました。ほぼ北海道の気温と

変わらないと思います。 

 

    ジュネーブ大学内の学食 

 

6. おわりに 

スイスは、フランス語、ドイツ語、イ

タリア語、ロマンシュ語を公用語とする

多言語国家であり、その中でも、特にジ

ュネーブは、コスモポリタンな雰囲気を

醸し出していました。こうした多様性を

基調としたスイスに妙に居心地の良さを

感じたので、次こそは、マッターホルン

まで足を運びたいと思っています。 

また今後は、このプログラムの経験を

活かして日本を含めたアジアに貢献でき

るよう努力していきたいと切に思いまし

た。 

最後に、引率してくださった玉城先生、

このプログラムを企画、サポートしてく

ださった国際本部の皆様、ともにこのプ

ログラムに参加したメンバー、そしてジ

ュネーブ大学の先生方をはじめ、全ての

方々に感謝を申し上げます。本当にあり

がとうございました。 
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報告書 石窪 翔吾 理学部２年 

 

１．持っていくとよいもの 

（昨年のスイスに行った際の報告書に

おいて島田さんのこの欄がとても参考に

なったので自分も記します） 

・カメラ（スマホでもよい）←スマホの場

合、充電が行く前は心配でしたが正直基

本ネットとかは使わないので、ゲームと

かする人とかじゃなかったら十分持つと

思います。（ちなみに自分はモバイルバッ

テリーを持っていきましたが一度しか使

いませんでした。 

・インスタントやレトルトの朝食にでき

るもの←これは、スイスでお金とかに困

りたくなければ必須アイテムです！なぜ

なら、思ったよりもスイスの物価は高く、

寮の近くのコンビニで朝食を買おうと思

えば買えますが、普通は買わないです。ほ

かの人が持ってきていていいなと思った

のは、ドライカレーや、インスタントラー

メンとかです。（あ、でも、インスタント

麺は、鍋の使い方がいまいちわからなか

ったので、寮にあった瞬間湯沸かし器で

湯を沸かしてかけて食べていたので、ち

ょっと面が硬かったです（笑）） 

・箸、スプーンなどの食べる道具←コンビ

ニとか、スーパーとかでは向こうの人は

配ってくれないので、自分で用意しない

とありません 

・国際プラグ、変圧器←自分は国際プラグ

で変圧器も兼ねていると誤解していたの

で、持参したドライヤーが大変なことに

なりました。（今頃あのドライヤーはジュ

ネーブのごみ集積所へ泣） 

・クレジットカード←自分はクレジット

カードなしで、オールキャッシュで臨ん

だのですが、中日などのお金が足りなく

なるのではないかという不安で、チキっ

てしまった部分がかなりあったので、ク

レジットカードはあったほうがいいと思

います。でも、キャッシュで行くなら、１

０万円くらいは用意しておいたほうがい

いと思います。 

・電子辞書←講義はすべて英語なのでわ

からない重要単語などを調べる際にひつ

ようです。 

・雨具←急な天候変化があったりするの

で、折り畳み傘くらいは持って行ったほ

うがいいと思います。 

・多めの着替え←洗濯はできるのですが、

ちょっと高い…。自分は、１００均で靴下

とかタオルは買って、帰るときに全部捨

ててきました！ 

 

２．ジュネーブでの生活 

基本朝起きてシャワー浴びて、朝食食

べてグータラして集合場所に行き研修な

どを行い夕方に夕飯食べに行ったりして、

かえってバタンキューの繰り返しでした。

何も考えないで行動してもある程度は楽

しめると思うのですが、自分たちなりに

スイスに来たからには○○をやりたいと

いう目標などをもって行動していったほ

うがよいと思います、ちなみに自分は今

回、日本にないものを堪能したいと思い、

スターバックスで、チャイフラペチーノ

なるものをおいしくいただきました。 

 

３．ジュネーブ大学の講義 

大体の講義は、ジュネーブ大学のバイ

オテックキャンパスというとこで行われ
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ました。内容としては、保健についてのこ

とが中心でした。また、ジュネーブ大学構

内やジュネーブの中心市街地をあるきま

わってジュネーブの歴史を学んだり、ジ

ュネーブ大学付属の天文台に行って宇宙

の講義を受けたりと座学以外の講義もあ

り、毎回わかりやすくためになる講義で

した。 

ジュネーブ大学バイオテックキャンパス 

赤十字作った人 Henry Dunan 

大学構内のチェス広場

サンピエール大聖堂から見たジュネーブ

旧市街地 
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４．国際機関への訪問 

今回訪問したのは、WHO、ILO、IOC、CERN、

国連図書館などで、各施設において、施設

案内のみならず、各施設職員さんによる

講義や、裏話などが聞けて個人で言って

も絶対に入手できなかった情報などが手

に入ってとても有意義でした。また、各施

設訪問時に感じたのが、玉城先生の人脈

の広さで、本当に玉城先生のおかげで、今

回は貴重な体験ができたなと思いました。 

国連前 

WHO 

ジュネーブの町や、シャモニーでの観光 

今回の研修では、講義や施設訪問以外に

も、ジュネーブの町や、シャモニーの町を

観光する時間などが多く設けられて、め

ったにこれない土地で、玉城先生という

最強のガイド付きのいい研修ができまし

た。 

ました。内容としては、保健についてのこ

とが中心でした。また、ジュネーブ大学構

内やジュネーブの中心市街地をあるきま

わってジュネーブの歴史を学んだり、ジ

ュネーブ大学付属の天文台に行って宇宙

の講義を受けたりと座学以外の講義もあ

り、毎回わかりやすくためになる講義で

した。 

ジュネーブ大学バイオテックキャンパス 

赤十字作った人 Henry Dunan 

大学構内のチェス広場

サンピエール大聖堂から見たジュネーブ

旧市街地 
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報告書 上田基史 工学部 3年 

 

報告の意義が今ひとつ不明瞭だったた

め、ぼくが最も報告したい「一個人の率直

な感想」を第一に考えた。〆切が不明だっ

たため、この報告書は報告会を終えてか

ら書き始めた。海外を訪れるのはこの留

学が初めてだった。時系列を追って述べ

る。 

参加動機は「CERN をこの目で見るため」

だった。他に一切の動機はなかった。見て

どうしようとか、より詳しく知りたいと

かいった気概もなく、ただ CERN をこの目

で確かに見たのだという事実を得たかっ

た。ぼくは応用物理学を専攻しており、こ

れは物理好きというよりもSF好きが高じ

た結果である。CERN なる科学機関は近代

SF 作品に必ず登場する舞台・ガジェット

であり、ぼくは頭の中で漠然と思い描い

ていたその機関を実体として捉えたかっ

た。高邁な思想の有無を質す「参加して何

が変わったか」という言葉に対する答え

を、初めから持たなかった。「CERN さえ見

られれば良い。後はきっと退屈だ」と思っ

て参加した。しかし薄っぺらな表現にな

ってしまうが、現地へ到着した途端、ぼく

はその後ろ向きな予想を大きく裏切られ

た。 

面白かったのである。この上なく面白

かった。 

見る者を圧倒するような巨大な石造り

の街並み、やたら上背のある白人、道路を

行き交うおびただしい数の自転車――目

に映る全てが新鮮さに満ちていた。まさ

しく「異国」だった。伝わり難い物言いに

なるが、時間が穏やかに流れるような感

じがした。 

講義の類は国際機関の職員、つまりプ

ロフェッショナルが行って下さった。テ

キストやネットを通したものとは「重み」

が違う。 

参加して後悔することはないと、強く

思う。 

旅先での生活や学習については代わり

映えしないであろうから他の報告者に任

せる。完全な余談だが、一点意外だったの

は日本のアニメに精通した現地学生が居

たことである。CERN をモデルにした科学

機 関 SERN が 登 場 す る SF ア ニ メ

『STEINS;GATE』も観たらしい。海外では

ジュネーブ大学構内の宗教改革記念碑の前で 

ジュネーブ大学での授業風景 
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本当に『エルフェンリート』や『PERFECT 

BLUE』といったアニメが知られているよ

うで、こちらは日本では流行らない猟奇

的アニメである。猟奇的ではあるが、良作

だ。エルフェンリートは原作の漫画も読

んだとのことで、日本の学生よりも話が

通じるというのはなんとなく奇妙だった。

ぼくは原作よりもアニメ版をお勧めした

い。無駄がなく芸術的だ。 

ジュネーブ大学の Dr. Sandrine からは

こちらが恐縮してしまうほどの歓待を受

けた。何も返せなかったのが酷く悔やま

れる。留学する際には何かしら日本土産

を持参すると良いだろう。 

留学の最終日近く、ようやく CERN を訪

れた際にはやはり高揚した。この日ぼく

はもちろん『STEINS;GATE』の T シャツを

着ていった。まず初めに目に入ったのが

検出器 ATLAS であり、巨人の名にふさわ

しい威容であった。施設内部に入り、粒子

加速器 LHC の内部構造もじっくり見せて

頂いた。触れてみると意外にちゃちな作

りのように感じた（あの LHC に触れられ

るのだ！）。その他にもクオークだとか暗

黒物質だとかヒッグス粒子だとかいった

ものの軽い説明を拝聴したり、サイクロ

トロンを見学させて頂いたり、お土産を

買ったりと、存分にCERNを満喫した。CERN

アーミーナイフや CERNT シャツというの

が売っていて、これがなかなかかわいい

代物であるから、お土産にぜひオススメ

したい。 

最後に、報告会について少し思うとこ

ろがあるのでそれを言いたい。「なぜ参加

したのか」と質すのであるが、理由がなけ

れば参加してはいけないのだろうか。ま

た「何を得たのか」という問いも出たが、

言葉では言い尽くせない経験を一口に言

い表すことは無粋なのではないかとも思

う。 

報告会の場では言えなかったが「さし

たる目的がなくとも何物にも代え難い瞬

間が得られた」と、ぼくはそれだけを答え

ジュネーブ大学での発表風景 

CERN にて 田中君と私 

CERN の建物を背景に 輝く乙女たちと共に 

報告書 上田基史 工学部 3年 

 

報告の意義が今ひとつ不明瞭だったた

め、ぼくが最も報告したい「一個人の率直

な感想」を第一に考えた。〆切が不明だっ

たため、この報告書は報告会を終えてか

ら書き始めた。海外を訪れるのはこの留

学が初めてだった。時系列を追って述べ

る。 

参加動機は「CERN をこの目で見るため」

だった。他に一切の動機はなかった。見て

どうしようとか、より詳しく知りたいと

かいった気概もなく、ただ CERN をこの目

で確かに見たのだという事実を得たかっ

た。ぼくは応用物理学を専攻しており、こ

れは物理好きというよりもSF好きが高じ

た結果である。CERN なる科学機関は近代

SF 作品に必ず登場する舞台・ガジェット

であり、ぼくは頭の中で漠然と思い描い

ていたその機関を実体として捉えたかっ

た。高邁な思想の有無を質す「参加して何

が変わったか」という言葉に対する答え

を、初めから持たなかった。「CERN さえ見

られれば良い。後はきっと退屈だ」と思っ

て参加した。しかし薄っぺらな表現にな

ってしまうが、現地へ到着した途端、ぼく

はその後ろ向きな予想を大きく裏切られ

た。 

面白かったのである。この上なく面白

かった。 

見る者を圧倒するような巨大な石造り

の街並み、やたら上背のある白人、道路を

行き交うおびただしい数の自転車――目

に映る全てが新鮮さに満ちていた。まさ

しく「異国」だった。伝わり難い物言いに

なるが、時間が穏やかに流れるような感

じがした。 

講義の類は国際機関の職員、つまりプ

ロフェッショナルが行って下さった。テ

キストやネットを通したものとは「重み」

が違う。 

参加して後悔することはないと、強く

思う。 

旅先での生活や学習については代わり

映えしないであろうから他の報告者に任

せる。完全な余談だが、一点意外だったの

は日本のアニメに精通した現地学生が居

たことである。CERN をモデルにした科学

機 関 SERN が 登 場 す る SF ア ニ メ

『STEINS;GATE』も観たらしい。海外では

ジュネーブ大学構内の宗教改革記念碑の前で 

ジュネーブ大学での授業風景 
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たかった。 

以上で報告は終わりである。 

玉城先生、関係各位、共に異国を旅した

友人達に、感謝を。 
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報告書 斎藤優輝 理学部 3 年 

 

1. はじめに 

ジュネーヴ大学の教授による公衆衛生と

感染症についての講義の受講と国連機関へ

の訪問を通して、その歴史とともに国際的

な医療問題とその解決のアプローチについ

て学んだ。この報告書では言及しないが、

プログラムの合間には欧州原子核研究機構

CERN やオペラハウスなども訪れた。 

 

2. 生活 

ジュネーヴ大学の寮に泊まったが、スイス

は物価が高く一泊約 5,000 円の割には設備

があまりよくなかった。 

食生活についてもやはり物価の高さがネ

ックとなった。日本に比べてレストランで

の食事の値段は 1.5 倍から 2.5 倍ほどだと

思う。 

留学などを考える人にとっては金銭面の

問題が重くのしかかると思うが、庶民向け

のスーパーなどで日本とほぼ同じ値段で食

品を購入することが可能であるし、工夫の

しようによっては節約することが可能だと

感じた。 

 

 
ジュネーヴ大学の医学部生と一つ 1,800 円
のチーズバーガーをレマン湖のほとりで食
べる様子 

 

3. 授業 

医学部の授業内容は、理学部生である私の

普段受けている授業の内容と比べるとずっ

と実際的な問題と向き合ったものである。

私が理学部で習うことがいかに薬を合成す

るかということである一方で、今回の授業

ではその出来た薬を世界中の患者に届ける

とき物理的、社会的な各視点においてどの

ような課題をクリアしなければいけないか、

それをどのように解決するかということを

扱っていた。これを通してより自分のやっ

ている勉強がどう社会に役立つか、どうな

ると役立たないのかということを意識する

ことができるようになった。 

 

4. 交流 

このプログラムでのスイスの学生との交

流は時間的に少なかった。学生とは最低限

の交流をすることができたが、まだ不十分

と思われた。この点を考えるとプログラム

の日程をもう少し長くすることも考えられ

ると思う。 

 

 

サンピエール聖堂の前でジュネーヴ大学の
日本語学科生を交えてティーブレイク 

 

 

5. 国際機関 

国連機関の邦人職員数、日本の出資額に見

合うほどは確保されていないことを知った。

これは地理的要因や言語の問題を考えると

たかった。 

以上で報告は終わりである。 

玉城先生、関係各位、共に異国を旅した

友人達に、感謝を。 
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不自然ではないが、そこさえ乗り越えれば

むしろ現状での邦人職員数が少ないからこ

そ、日本人が国連機関で働くことは実現不

可能なことではないと感じた。 

また、新聞などで目にする国連が立ち向か

う世界的な問題に対する興味が深まると同

時に、日本にいながらにして問題解決のた

めにできる活動に興味を持つようになった。 

 

6. シェンゲン協定 

EU 域内は旅行者もパスポートなしで多国

間を行き来できる。これはかなり楽だし普

段基本的に日本だけにとどまる私たちにと

ってはとても面白いことだと思う。実際に

スイスからフランスへパスポート無しで行

ってみたことによってシェンゲン協定の目

的やこれがアジア圏に適用可能かなど非専

門分野への興味を持つようになった。 

 

7. 最後に 

今回の短期留学で、医療・公衆衛生の考え

方や国際機関の活動を知ることを通して、

自分が勉強していることや将来やりたいこ

とが実社会にどのように役立っていくのか

という普段理学部では比較的あまり考えな

い実際的な面をよく考えるようになり、非

専門分野に興味が持てるようになった。 

また今回の留学で引率の玉城先生、国際教

務課の方々、ジュネーヴ大学の先生、プロ

グラムに協力してくださった国連職員の

方々を含むお世話になったすべての方々に

お礼申し上げます。ありがとうございまし

た。 

 

 
プログラム参加者と玉城先生とでアルプス
山脈を背に記念撮影 
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報告書 佐藤圭一郎 薬学部 2 年 

 

1. はじめに 

今回のプログラムは多くの国際機

関が存在しているジュネーブを訪問

した。そこで国際機関の見学やそこ

で働く方々の講義を聴くことで現場

的な理解を深めることを目的として

本プログラムに臨んだ。以下、本プロ

グラムに参加した感想を講義・生活・

観光の観点から述べていく。 

 

2. 講義 

 講義は医学や国際関係の内容が主

であった。一部単語は専門的なもの

でわからないものもあったが、些細

なもので講義の内容の理解に影響の

あるものではなかった。講義の内容

に関しては大変興味深いものが多か

った。国際機関というグローバルな

環境で働く方々の現場的な話を聞く

ことができたので、専門でなくても

面白く感じた。 

 

ジュネーブの街並み 

 

一方的に講義を聴くだけではなく、

学生同士でディスカッションをする

こともあった。なかなか自分の意見

を英語で述べることは難しいもので

あったが、現地の学生は熱心に理解

しようとしてくれる態度には感動し

た。 

 講義といっても椅子に座って受け

るものだけではなく、ジュネーブの

街並みを歩きながら受ける講義もあ

ったりして新鮮であった。 

 

3. 生活 

 宿泊先はジュネーブ大学の学生寮

であった。ほとんど日本の学生寮と

変わらない程度のものであった。食

事に関しては、朝食は日本から持っ

てきていたフルグラ、昼食・夕食はレ

ストランに行くことが多かった。レ

ストランでは注文の取り方やチップ

など、日本とは異なる文化があって

面白かった。 

同様に、バスやスーパーでは日本

では経験できないことがたくさん起

こった。困ったこともあったが、刺激

的な体験であった。 

 

スーパーで販売されているチーズ 

 

-139-



4. 観光 

 週末の空き時間を利用してフラン

スのアルプス・モンブランや世界遺

産にも登録されているラヴォー、オ

リンピックミュージアムなどの観光

名所を訪ねた。写真でしか見たこと

がない景色であったが、自分の目で

見ると圧巻であった。 

 

レマン湖とラヴォー 

 

 

アルプスの山岳 

5. さいごに 

 本プログラムを通して、私は将来

の方向性が少し定まった。すなわち

どのような職種に就くかはわからな

いが、どのような職種であっても国

内だけ、という狭い範囲で物事を考

えるのではなく、世界という広い範

囲を考えなければいけないと感じた。 

 また英語はあくまでもコミュニケ

ーションツールの一種でしかないと

いうことも強く感じた。たどたどし

い英語であっても大体は伝えること

もできた。しかし、自分の意見や気持

ちを完全に相手に伝えることができ

ていたかは疑問である。国際社会で

生きるためにはこれは必須のスキル

であると思うので今後身につける努

力をする必要があると強く感じた。 

 以上のことから今回のプログラム

に参加したことは私にとって大いに

有益であったといえる。留学をしよ

うか迷っている人は、私のようにま

ずは一歩踏み出してみてほしいと思

う。 

 

ジュネーブ大学の学生たちと 

 

6. 謝辞 

 引率をしてくださった玉城先生を

はじめ、本プログラムを企画して下

さった国際本部の皆さま、訪問先の

国際機関の方々やジュネーブ大学の

学生や生徒の皆さま、そしてプログ

ラムに参加したメンバーに感謝を申

し上げます。 
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報告書 田中泰爾 工学部2年 

 

 ジュネーブ大学への留学のプログラムは

大きく3つの内容に分けられる。第一に国際

機関の訪問、第二にジュネーブ大学での講義

や学生との交流、最後に欧州文化や風土の探

訪である。 

 

 今回のプログラムではWHO、UNの付属図書

館、ILO、CERNを訪問した。各機関で職員の

方からその機関の活動や世界に果たす役割、

時にはご自身の体験を聞かせていただいた。

特に、WHOでは実際に国際会議が行われる議

場や対策会議室に入らせていただき、お話と

合わせてその活動の一端を直に感じ取るこ

とができた。また、CERNの訪問は一般のプロ

グラムに準じたもので比較的短いものだっ

たが、これから実際に使われることになる量

子加速装置部品の工場に入りその仕組みに

ついて詳細な説明を聞くなど、以前から興味

があった身としては非常に興味深い体験だ

った。日本人職員の方からどのような経緯で

国際機関に勤めるようになったか伺う機会

もあり、「国際性」といったものについて新

たにイメージを得られた。 

      CERNの量子加速装置 

 

 

 ジュネーブ大学では保健衛生に関わる講

義を受けた。発展途上国で特に重大な問題で

ある飢餓、寄生虫、感染症といった問題や私

たちも直接関係する健康づくりに関するこ

となど、様々な観点で専門の方から教授いた

だいた。自分の専攻ではなかったものの、一

般の知識から理解しやすい内容に始まり、さ

らに実際に活動していた立場からのより深

い知見や考えを学ぶことができた。 

 ジュネーブ大学の学生との交流もこのプ

ログラムの重要な項目の一つである。気候変

動に関するディスカッションやホームパー

ティー、一緒に食事に行くなどの機会があっ

た。面白い体験であると同時に、フランス語

はもちろん英語や日本語まで操る彼らを見

て語学力の不足を感じもした。 

       講義を受けたBiotech Campus 

 

 

 留学プログラムに参加する前に思ってい

たよりも非常に見所があったのが、文化施設

などの探訪である。特に、ジュネーブ市の旧

市街、シヨン城を散策したのが印象深い。新

しい市街地や建造物は以前から持っていた

イメージと一致する部分が多い。一方で、歴

史的な建造物はその建築や意匠一つとって

も当時の文化、背景が見えてくるようで新た

な発見を得られた。それが現代のヨーロッパ

の下地にあると思うとまた面白い。留学中は

 

4. 観光 

 週末の空き時間を利用してフラン

スのアルプス・モンブランや世界遺

産にも登録されているラヴォー、オ

リンピックミュージアムなどの観光

名所を訪ねた。写真でしか見たこと

がない景色であったが、自分の目で

見ると圧巻であった。 

 

レマン湖とラヴォー 

 

 

アルプスの山岳 

5. さいごに 

 本プログラムを通して、私は将来

の方向性が少し定まった。すなわち

どのような職種に就くかはわからな

いが、どのような職種であっても国

内だけ、という狭い範囲で物事を考

えるのではなく、世界という広い範

囲を考えなければいけないと感じた。 

 また英語はあくまでもコミュニケ

ーションツールの一種でしかないと

いうことも強く感じた。たどたどし

い英語であっても大体は伝えること

もできた。しかし、自分の意見や気持

ちを完全に相手に伝えることができ

ていたかは疑問である。国際社会で

生きるためにはこれは必須のスキル

であると思うので今後身につける努

力をする必要があると強く感じた。 

 以上のことから今回のプログラム

に参加したことは私にとって大いに

有益であったといえる。留学をしよ

うか迷っている人は、私のようにま

ずは一歩踏み出してみてほしいと思

う。 

 

ジュネーブ大学の学生たちと 

 

6. 謝辞 

 引率をしてくださった玉城先生を

はじめ、本プログラムを企画して下

さった国際本部の皆さま、訪問先の

国際機関の方々やジュネーブ大学の

学生や生徒の皆さま、そしてプログ

ラムに参加したメンバーに感謝を申

し上げます。 
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しばしば雨の日もあったが、幸運にも外を歩

く日には良い天候に恵まれた。雲はあったも

のの、アルプスの山も日本ではなかなか見る

ことのできない規模のもので楽しめた。 

       

シヨン城の地下教会 

 

 

 初日の飛行機欠航、店舗の閉店時間が早い

など、大小様々なトラブルはあったものの、

全て含めて良い経験だったと思う。英語力の

不足を強く感じた留学ではあったが、玉城先

生や行った先の方々のサポートもあってた

くさんのことを学び、体験できた。むしろ、

英語力を理由に物怖じせず海外に飛び出し

てみるべきなのだと感じさせられる。玉城先

生の現地での人脈のおかげもあって、非常に

濃密な内容で得るものの多いプログラムな

ので興味がある方には勧めたい。 
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報告書 鳥居可南子 文学部 2 年 

 

⒈はじめに 

今回私は 9月中旬から約 10 日間、ジュ

ネーブ大学の短期留学スペシャルプログ

ラムに参加してきました。海外に行った

経験はありましたが、留学という形で海

外を訪れるのは初めてだったので、日本

から飛び立つときは不安でいっぱいでし

た。しかし、この留学中、また留学を終え

て、非常に良い経験ができた、良い収穫が

あったと感じることができました。以下

より、詳しくプログラム中の生活や講義、

観光などについて報告していきたいと思

います。また、持っていくとよい物もリス

トアップしておきます。 

 

⒉生活 

 ↑ジュネーブ大学の寮 

 

上の写真にあるように、ジュネーブ大

学の寮に滞在しました。寮の一階にはコ

インランドリーが設置されており、夜 10

時くらいまで開いているコンビニがすぐ

近くにあって、便利でした。また、共用の

キッチンや冷蔵庫、シャワーも設置され

ているので、生活にはほとんど困りませ

んでした。しかし、よくある話ですが、部

屋の鍵をなくし、参加者の方・玉城先生に

迷惑をかけてしまうという事態に一度陥

りました。無事鍵は見つかりましたが、見

つからなかった場合罰金75スイスフラン

（約 9000 円）だったらしいので、みなさ

ん気をつけてください。 

 ↑寮の部屋の中の様子 

 

3．講義 

↑国際連合ヨーロッパ本部（正面） 

 

このプログラムの中では、合計 19 の講

義を受け、どの講義でも非常にたくさん

のことを学ばせていただきましたが、一

番貴重だと思ったのは、普通では入るこ

とのできない国際機関（WHO、国連、ILO、

CERN など）に訪れ、そこで働く職員の方々、

特に自分と同じ日本人として働いている

しばしば雨の日もあったが、幸運にも外を歩

く日には良い天候に恵まれた。雲はあったも

のの、アルプスの山も日本ではなかなか見る

ことのできない規模のもので楽しめた。 

       

シヨン城の地下教会 

 

 

 初日の飛行機欠航、店舗の閉店時間が早い

など、大小様々なトラブルはあったものの、

全て含めて良い経験だったと思う。英語力の

不足を強く感じた留学ではあったが、玉城先

生や行った先の方々のサポートもあってた

くさんのことを学び、体験できた。むしろ、

英語力を理由に物怖じせず海外に飛び出し

てみるべきなのだと感じさせられる。玉城先

生の現地での人脈のおかげもあって、非常に

濃密な内容で得るものの多いプログラムな

ので興味がある方には勧めたい。 
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方々にお話を伺う機会があったことです。

どんな仕事をしているのかということに

限らず、国際機関ではどんな人材を求め

ているのか、どのように自分をアピール

していくかまで詳しく教えてくださいま

した。英語力・コミュニケーション能力も

必要ですが、それ以上に必要なのは自己

の芯となるアイデンティティを持つこと、

そしてその自分を売り出す力だというこ

とを学びました。 

↑WHO の常任理事会室 

また、ジュネーブ大学構内での講義は、

国際赤十字の歴史や、気候変動と健康、健

康と医療、熱帯地域の病気など国際医療

に関わる様々なテーマで行われました。

細かい医療専門用語がまったくわからず、 

↑ジュネーブ大学構内 

辞書を片手に必死に理解しようとしま

したが、理解しきれない部分が多く悔し

かったです。しかし、たびたび玉城先生が

フィードバックとして日本語で説明を加

えてくださったので、医療に関して知識

のない私も吸収できるものが少なからず

ありました。 

また、フィールドワークでジュネーブ

の旧市街を見て回りました。ヨーロッパ

ならではの街並みやレマン湖とマッチす

る建物の様子をじっくり見ることができ

ました。 

↑サン・ピエール大聖堂内 

特にサン・ピエール大聖堂は様々な様

式が入り混じった非常に興味深い建築様

式で、聖書の物語が描かれたステンドグ

ラスが美しかったです。宗教改革の中心

人物であるカルヴァンが使っていた椅子

を見ることができ、また 4 スイスフラン

払って、急な階段を登る（留学中は知りま

せんでしたが、157 段もあるらせん階段で

した。体力的にきつかったです。）と、ジ

ュネーブ市街とレマン湖が見渡せて、素

晴らしい景色に感動しました。ジュネー

ブの歴史を感じながら歩くだけで、こん

なにも違った視点で街を見渡せることが
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できるということを学びました。 

3．観光 

 土・日曜日は観光を楽しむことができ

ました。ジュネーブを離れて、ニヨンとい

うのどかな町を訪れたり、ローザンヌに

行ってオリンピック博物館を見学したり、

シャモニに行ってモンブランの壮大な景

色を見たりして、非常に充実していまし

た。日本とは違った自然の美しさがあり、

ずっと感動していました。 

↑ニヨンの町並み 

↑シャモニで撮ったモンブラン 

4．持っていくとよい物リスト 

 今後このプログラムに参加する方の役

に立てれば良いなと思い、持っていった

ら何かと便利だった物、持っていけばよ

かった物をリストであげておきます。 

・朝食…カップラーメンなどのインス

タント食品（物価が高いので毎回ス

イスで朝食を買うと痛い出費になり

ます。） 

・お箸（洗うのが面倒くさい人は割りば

しを持っていくと非常に楽です。） 

・ドライヤー（海外でも使えるもの） 

・変圧器（ヨーロッパ用） 

・洗濯ネット、洗剤・柔軟剤、洗濯ばさ

み 

（プログラム中、２回洗濯できました

が、下着しか洗う余裕がありません

でした。） 

・日本のお菓子（小腹が空いたときに食

べる用です。また、ジュネーブの学生

さんにあげると喜ばれます。） 

・バスタオル、顔拭きタオル…2、3 枚 

・雨具 

・厚手の上着（スイスの 9 月中旬は北

海道の秋と同じくらいかもっと寒か

った気がします。また、シャモニに行

くともっと気温が下がるので、厚手

の服も持っていった方がいいです。） 

・ホッカイロ（自分が冷え性なので、ホ

ッカイロがあればもっとお腹を冷や

さなかっただろうと思いました。） 

・電子辞書 

・ノート 

・資料を収納するファイル（結構資料が

配られるので紛失しないよう、ファ

イルで保管するといいです。） 

・メッセージカード（ジュネーブの学生

さん達に感謝の気持ちを伝えるとき

役立ちました。） 

2 

方々にお話を伺う機会があったことです。

どんな仕事をしているのかということに

限らず、国際機関ではどんな人材を求め

ているのか、どのように自分をアピール

していくかまで詳しく教えてくださいま

した。英語力・コミュニケーション能力も

必要ですが、それ以上に必要なのは自己

の芯となるアイデンティティを持つこと、

そしてその自分を売り出す力だというこ

とを学びました。 

↑WHO の常任理事会室 

また、ジュネーブ大学構内での講義は、

国際赤十字の歴史や、気候変動と健康、健

康と医療、熱帯地域の病気など国際医療

に関わる様々なテーマで行われました。

細かい医療専門用語がまったくわからず、 

↑ジュネーブ大学構内 

辞書を片手に必死に理解しようとしま

したが、理解しきれない部分が多く悔し

かったです。しかし、たびたび玉城先生が

フィードバックとして日本語で説明を加

えてくださったので、医療に関して知識

のない私も吸収できるものが少なからず

ありました。 

また、フィールドワークでジュネーブ

の旧市街を見て回りました。ヨーロッパ

ならではの街並みやレマン湖とマッチす

る建物の様子をじっくり見ることができ

ました。 

↑サン・ピエール大聖堂内 

特にサン・ピエール大聖堂は様々な様

式が入り混じった非常に興味深い建築様

式で、聖書の物語が描かれたステンドグ

ラスが美しかったです。宗教改革の中心

人物であるカルヴァンが使っていた椅子

を見ることができ、また 4 スイスフラン

払って、急な階段を登る（留学中は知りま

せんでしたが、157 段もあるらせん階段で

した。体力的にきつかったです。）と、ジ

ュネーブ市街とレマン湖が見渡せて、素

晴らしい景色に感動しました。ジュネー

ブの歴史を感じながら歩くだけで、こん

なにも違った視点で街を見渡せることが
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・クレジットカード（カードと現金を上

手く使いこなすといいです。安い金

額だとカードを使えないことも多い

ので気をつけてください。） 

5．最後に 

世界で働くとはどういうことなの

かが気になり、また留学という機会

を自分に与えて色々なことを吸収で

きたらいいなと思って、このプログ

ラムに参加しましたが、予想以上に

学ぶことが多かったです。自分の専

門外の講義を受けることに多少不安

がありましたが、先生方、同じプログ

ラム参加者の皆さんに助けられ、知

識の幅を広げることができました。

英語力がないというよりも、話すこ

とに自信がないため、会話ができな

いことが多かったです。間違ってい

てもいいから、相手に何かを伝えよ

うとすることが大事だと思いました。 

↑ジュネーブ大学の学生さんと一緒に 

また、ジュネーブ大学の学生さん

達が非常に流暢に日本語を話すこと

に驚き、語学に対する意識の高さに

刺激を受けました。さらに日本の文

化に興味を持ってくれていることが

嬉しかったです。海外の人たちが日

本について知ってくれていると感じ

ることができたと同時に、自分が日

本という国の人間なのだという意識

をより強く持つようになりました。

自分がまず日本について知らなけれ

ば、何も日本について発信できず、正

しく理解してもらえないということ

がわかりました。日本人としての意

識を持ちながら、世界を見渡すこと

ができるようになることが今回のプ

ログラムで気づけた自分の課題だと

思います。留学で得たことを得ただ

けで終わらせることなく、今後の大

学生活に生かしていけるようこれか

らも頑張っていこうと思います。 

最後になりましたが、今回のプロ

グラムを企画してくださった玉城先

生をはじめとする医学部の先生方、

国際本部の短期留学スペシャルプロ

グラム担当の皆さま、留学中お世話

になった先生方、職員の方々、同プロ

グラムに参加していた皆さまに感謝

申し上げます。本当にありがとうご

ざいました。 
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報告書 根本晶沙 理学部    

 

１． はじめに 

今回のプログラムでの経験は、

私にとって、とても貴重なものと

なりました。まずスイスに行くた

めに、日本からの直行便は予定し

ていた時期ではなかったため、ド

イツのフランクフルト経由でジ

ュネーブに向かいました。しかし、

予定していた便は、気候が悪く空

港が混雑していたため到着が遅

れ、フランクフルトからジュネー

ブへの乗り継ぎの予定の便も欠

航。振り替えの便もなかなか席が

取れず、一時はドイツの空港で一

夜を過ごすのかと思いました。よ

うやく夜遅い時間の便でジュネ

ーブにたどり着くことができ、当

初予定していた学生寮到着時間

は夕方の６時頃でしたが、実際到

着した時間は深夜１２時近くに

なっていました。そこから学生寮

の説明を受け、Wi-Fiの設定を行

うなどし、遅い時間にやっと眠り

につくことができました。トラブ

ル続きのスタートでした。 

 

２． 生活 

 主に朝は９時ごろから講義が

はじまり、昼食もカフェテリアな

どでとって、施設の見学などをし

て夕方に帰る日が続きました。帰

りそのまま先生と留学のメンバ

ーでご飯に行くことがほとんど

でした。 

移動手段は、学生寮でもらった

フリーパスで、路線バスを乗り継

いで目的地まで行きました。バス

は日本よりも進んでいて、本数も

遅い時間まで多く、大きさも２台

分つなげたほどの大型バスでし

た。日本のように乗車する際切符

を出したりフリーパスを見せた

りする手間は一切なく、言ってし

まえば無賃乗車をすることも可

能ですが、抜き打ちで検査をしに

くる場合があり、無賃乗車がみつ

かった場合、倍以上の罰金を科せ

られるようです。短期留学中で一

度だけ、その検査に遭いました。 

 

 ↑ 市内のバス。 

食事は、朝ごはんは持ってきた

カップ麺や各自でコンビニで買

うなどしてとり、お昼ご飯は１．

で述べたように、カフェテリアな

どでとりました。夜ご飯は、講義

が終わったあと、スイス料理に行

ったり、イタリアンに行ったり、

時にはモロッコ料理を食べたり

して少し贅沢に食事をしました。 

4 

・クレジットカード（カードと現金を上

手く使いこなすといいです。安い金

額だとカードを使えないことも多い

ので気をつけてください。） 

5．最後に 

世界で働くとはどういうことなの

かが気になり、また留学という機会

を自分に与えて色々なことを吸収で

きたらいいなと思って、このプログ

ラムに参加しましたが、予想以上に

学ぶことが多かったです。自分の専

門外の講義を受けることに多少不安

がありましたが、先生方、同じプログ

ラム参加者の皆さんに助けられ、知

識の幅を広げることができました。

英語力がないというよりも、話すこ

とに自信がないため、会話ができな

いことが多かったです。間違ってい

てもいいから、相手に何かを伝えよ

うとすることが大事だと思いました。 

↑ジュネーブ大学の学生さんと一緒に 

また、ジュネーブ大学の学生さん

達が非常に流暢に日本語を話すこと

に驚き、語学に対する意識の高さに

刺激を受けました。さらに日本の文

化に興味を持ってくれていることが

嬉しかったです。海外の人たちが日

本について知ってくれていると感じ

ることができたと同時に、自分が日

本という国の人間なのだという意識

をより強く持つようになりました。

自分がまず日本について知らなけれ

ば、何も日本について発信できず、正

しく理解してもらえないということ

がわかりました。日本人としての意

識を持ちながら、世界を見渡すこと

ができるようになることが今回のプ

ログラムで気づけた自分の課題だと

思います。留学で得たことを得ただ

けで終わらせることなく、今後の大

学生活に生かしていけるようこれか

らも頑張っていこうと思います。 

最後になりましたが、今回のプロ

グラムを企画してくださった玉城先

生をはじめとする医学部の先生方、

国際本部の短期留学スペシャルプロ

グラム担当の皆さま、留学中お世話

になった先生方、職員の方々、同プロ

グラムに参加していた皆さまに感謝

申し上げます。本当にありがとうご

ざいました。 
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↑イタリアンで食べたピザ。大き
くてボリュームがあり、その場で
窯を使って焼かれていた。 

↑スイス料理で食べたチーズフ
ォンデゥ。本場のは大人っぽい味
がした。野菜などはディップせず、
バケットのみだった。 

スイスの公用語は、ドイツ語、フ

ランス語、イタリア語、ロマンシ

ュ語の４つであり、地域によって

わけられています。ジュネーブは

スイスの西端に位置し、フランス

と隣り合わせということもあり、

主にフランス語がつかわれてい

ます。しかし、ジュネーブの人た

ちはフランス語だけでなく英語

をとても流ちょうに話すことが

でき、英語で通じないことはほと

んどありませんでした。日本では、

ヨーロッパほど国同士の行き来

がないとはいえ、第二外国語に対

する語学力があまりにもかけて

いると痛感しました。 

３． 講義 

 講義や見学は平日の朝９時こ

ろから１６時頃まで行われまし

た。札幌農学校出身である新渡戸

稲造を知ることがこのジュネー

ブ短期留学の目的のひとつであ

り、これを果たすために国連に何

度か講義を聞いたり、見学をしに

いきました。国連に入るには手荷

物の検査や、パスポートが必要な

ど、世界の国際的機関なだけにと

ても厳重であったのが印象的で

す。国連では新渡戸稲造の直筆の

資料などを見せてもらうことが

でき、新渡戸稲造の歩みを知るこ

とができました。 

↑新渡戸稲造直筆の資料（サイン） 

↑国連機関の内側の庭。 
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 続いて、世界保健機関 WHOにも

講義で何度か足を運びました。こ

こでは WHOの基本的な仕組み、ど

れくらいの職員が働いているか、

うち日本人はどれくらいいるの

か、などを教えていただきました。

また、世界で感染症がうまれたと

き、緊急を要する場合、どのよう

に WHO が機能するかなども教え

ていただきました。 

↑よくテレビで映される、WHOの
大会議室。記念にメンバーのみん
なで座った。ここで各国の代表た
ちで話し合いが行われる。 

また、ジュネーブ大学での講義

も何度か行われました。ジュネー

ブ大学の医学部の先生などにデ

ィスカッションを含めた講義を

行いました。主に、世界で発症し

ている感染症のことや、栄養につ

いて、ディスカッションをしまし

た。講義はすべて英語で行われま

した。 

↑ジュネーブ大学の BioTech キ
ャンパス。主にここで講義を受け
た。 

また、上の写真のキャンパスで

学会が行われていて、それに参加

しました。留学メンバーは半分が

理系で、全員２，３年生であった

ので、このような学会に直接足を

踏み入れ、直接聴くことができる

のは初めてで、とてもよい経験と

なりました。学会発表にはいろい

ろな国の研究者が集まっていて、

それぞれ英語でお互いの研究に

ついて質問をしあったりしてい

て、学生の自分にとってはとても

刺激的でした。 

これらの講義や見学のほかに、

終盤に、CERNとよばれる、欧州原

子核機構とよばれる、世界最大規

模の素粒子物理学の研究所にも

行きました。講義や施設見学は、

今回の短期留学プログラムはと

ても充実していたように思えま

す。 

４． 休日に 

 土日には講義はなく、メンバー

でレマン湖周辺の文化遺産にも

↑イタリアンで食べたピザ。大き
くてボリュームがあり、その場で
窯を使って焼かれていた。 

↑スイス料理で食べたチーズフ
ォンデゥ。本場のは大人っぽい味
がした。野菜などはディップせず、
バケットのみだった。 

スイスの公用語は、ドイツ語、フ

ランス語、イタリア語、ロマンシ

ュ語の４つであり、地域によって

わけられています。ジュネーブは

スイスの西端に位置し、フランス

と隣り合わせということもあり、

主にフランス語がつかわれてい

ます。しかし、ジュネーブの人た

ちはフランス語だけでなく英語

をとても流ちょうに話すことが

でき、英語で通じないことはほと

んどありませんでした。日本では、

ヨーロッパほど国同士の行き来

がないとはいえ、第二外国語に対

する語学力があまりにもかけて

いると痛感しました。 

３． 講義 

 講義や見学は平日の朝９時こ

ろから１６時頃まで行われまし

た。札幌農学校出身である新渡戸

稲造を知ることがこのジュネー

ブ短期留学の目的のひとつであ

り、これを果たすために国連に何

度か講義を聞いたり、見学をしに

いきました。国連に入るには手荷

物の検査や、パスポートが必要な

ど、世界の国際的機関なだけにと

ても厳重であったのが印象的で

す。国連では新渡戸稲造の直筆の

資料などを見せてもらうことが

でき、新渡戸稲造の歩みを知るこ

とができました。 

↑新渡戸稲造直筆の資料（サイン） 

↑国連機関の内側の庭。 
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なっているブドウ畑に行きまし

た。また、レマン湖沿いのシヨン

城や、フランスまで行って、アル

プスの最高峰であるモンブラン

のふもとにも行きました。雄大な

自然や文化に直接触れることは

なかなかないことだったのでと

ても興奮しました。 

↑シヨン城。 

↑モンブラン。 

モンブランのふもとまで行き、

ロープウェイでモンブランの見

える山を登りました。モンブラン

の標高は４８１０ｍといわれ、ふ

もとでもすでに風は冷たかった

です。標高が高くなるにつれ、雲

でまわりの視界も悪くなり、天候

のためモンブランの最高峰は今

回は見えないかと思いましたが、

時折一瞬だけ雲晴が晴れる瞬間

があり、そのシャッターチャンス

を逃さないようにしました。モン

ブランが垣間見れた時の感動は、

モンブランを見に来ていたどの

国の人も同じで、一緒に感動を味

わいました。 

 最終日は自由行動で、仲のいい

メンバーと一緒にお昼ご飯を食

べて、お土産を買って最後に空港

へと向かいました。 

５． 最後に 

 今回の短期留学プログラムで

得たことは視野の大きさです。今

まで、将来語学を生かした仕事を

したいと考えてはいたけれど、な

かなか具体的にはならず、決まっ

た道を歩むだろうと思っていま

した。しかし、実際に海外の国際

的な機関で働く日本人の話を聞

いて、もちろん語学に対する相当

の努力は必要だけれども、国際機

関で働き貢献することも目指し

てみる価値はあるのかもしれな

いと思いました。 

また、短い間だったので、急激

に語学力やコミュニケーション

が上達したという実感はありま

せんでしたが、言葉の知識や文法

などの能力よりも、コミュニケー

ションという、いかに相手に伝え

られるかという点が大事という

ことを改めて実感しました。難し

い言葉を使おうとせず、相手に伝

わる英語の使い方が必ずあって、
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それをすぐに出せるかが問題な

のだと思いました。先ほども述べ
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える山を登りました。モンブラン

の標高は４８１０ｍといわれ、ふ

もとでもすでに風は冷たかった

です。標高が高くなるにつれ、雲

でまわりの視界も悪くなり、天候

のためモンブランの最高峰は今

回は見えないかと思いましたが、

時折一瞬だけ雲晴が晴れる瞬間

があり、そのシャッターチャンス

を逃さないようにしました。モン

ブランが垣間見れた時の感動は、

モンブランを見に来ていたどの

国の人も同じで、一緒に感動を味

わいました。 

 最終日は自由行動で、仲のいい

メンバーと一緒にお昼ご飯を食

べて、お土産を買って最後に空港

へと向かいました。 

５． 最後に 

 今回の短期留学プログラムで

得たことは視野の大きさです。今

まで、将来語学を生かした仕事を

したいと考えてはいたけれど、な

かなか具体的にはならず、決まっ

た道を歩むだろうと思っていま

した。しかし、実際に海外の国際

的な機関で働く日本人の話を聞

いて、もちろん語学に対する相当

の努力は必要だけれども、国際機

関で働き貢献することも目指し

てみる価値はあるのかもしれな

いと思いました。 

また、短い間だったので、急激

に語学力やコミュニケーション

が上達したという実感はありま

せんでしたが、言葉の知識や文法

などの能力よりも、コミュニケー

ションという、いかに相手に伝え

られるかという点が大事という

ことを改めて実感しました。難し

い言葉を使おうとせず、相手に伝

わる英語の使い方が必ずあって、
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報告書 野々上優子 農学部２年 

 

プログラムの内容 

 本プログラムの内容は、ジュネーブ大学

で主に保健に関する授業を受ける大学編と、

WHO や ILO などの国際機関に訪問してレク

チャーを受ける課外活動編の２つに分ける

ことができます。保健に関する授業では、

日本とは違うグローバルな視点で、今日の

世界が抱える健康・感染症問題について学

ぶことができ、今後の大学生活に有益なも

のになりました。また、今まで私にとって

国際機関は雲の上の存在でしたが、様々な

国際機関で日本人職員の方のお話を伺うこ

とで、今までよりも身近に感じられるよう

になりました。 

 

生活 

 ジュネーブ大学 CITE UNIVERSITAIRE DE 

GENEVE という学生寮に滞在しました。ジュ

ネーブはバスと路面電車がとても発達して

いるので、ジュネーブ市内での移動はすべ

てこれを使いました。ここで驚きなのが、

ジュネーブの交通機関では運賃がバス停の

自動券売機で前払いされていることを前提

に、車内でほとんどチケットを確認されな

いということです。実際、私たちは滞在中

一度しかチケットを確認されませんでした。

若干危ないシステムのような気もしますが、

そのおかげか交通機関の運行は非常にスム

ーズで、日本も見習う部分があると思いま

した（そのかわり無賃乗車が見つかると高

額のペナルティが課せられます）。 

 スイスの人たちは挨拶をとても大事にし

ます。お店のレジを利用するときは

「Bonjour」の挨拶から始まりますし、街中

で歩いている時に肩がぶつかれば必ず

「Pardon」や「Excecuse moie」と謝ります。

挨拶自体は日本でも日常的に行われていま

すが、私が感銘を受けたのはスイスの人た

ちがこれらの言葉を必ず相手の目を見なが

ら言うということです。日本人はシャイな

人が多いので、地面に向かって挨拶をする

人も多いですが、こうした姿勢は見習わな

くてはいけないと思いました。 

 

食事 

 滞在中に度々利用したスーパーで品ぞろ

えを注意して見てみたところ、チーズ・生

ハム・ヨーグルトの品ぞろえが非常に豊富

でした。特にチーズは名前も聞いたことが

ないような商品が多々あり、食べやすいも

のから癖のあるものまでさまざまでした。

物価は、上記の品目は日本と同じか安いく

らいでしたが、他のものはどれも日本より

高いです。特に外食は非常に高く、夜に皆

でイタリアンなどを食べに行った際は、平

均 20～30 スイスフランかかりました。今後

このプログラムに参加される方は、食費を

浮かせるために、朝食分のインスタント食

品やお菓子を日本から持参することをおす

すめします。 

 

大学 

ジュネーブ大学での講義 

 ジュネーブ大学では、”Why people are 

sick?”や”Health and health promotion”な
どの保健関係の講義、EU の歴史についての

講義を受けました。また、”Climate change”
をテーマに短いプレゼンを作り、ジュネー

ブ大学の学生とディスカッションを行う授

業もありました。どの先生もスライドを用

いつつゆっくり話すように配慮してくださ

ったので、講義を受けるのは英語が苦手な

私でもなんとかついていくことができまし

た。しかし、ディスカッションでいざ自分

が話すとなると英語が全く出てこず、非常

にもどかしい思いをしました。ジュネーブ

はスイスの中でもフランス語圏ですが、ジ

ュネーブ大学の学生は皆流暢な英語を話し

ます。頭では言いたいことを思いついてい

ても、それを英語にする前にジュネーブ大

学の学生が先に発言するということが多々

あり、語学力の大切さを改めて痛感しまし
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た。 

 

ジュネーブ散策 

 ジュネーブ市内や大学構内を回りながら、

Sandrine 先生や学生達にジュネーブの歴

史や大学の施設を案内していただきました。

ジュネーブは宗教改革の舞台になった土地

ということで、ジュネーブ大学構内にはカ

ルバンを中心とした４人の偉人を称える巨

大な像がありました。また、ジュネーブ市

内は旧市街と新市街に分けることができ、

旧市街の周りには城壁が今も残っています。

特別な歴史的建造物に行かなくても街全体

が歴史をそのまま今に伝えていて、まるで

タイムスリップしたかのような感覚になり

ました。 

 

ジュネーブ大学内、宗教改革にまつわる像 

 

課外活動 

WHO 

 WHO の本部に訪問して、WHO の役割や、今

日アフリカなどで問題になっている保健問

題について様々なレクチャーを受けました。

日本は分担金・任意拠出金を合わせて世界

第４位の額を出資しているにもかかわらず、

分担金の割合に比べて邦人職員数が極めて

少ない状態（under-representative）が続

いているらしいです。キャリアアピールや

言葉の問題において不利を背負っている日

本 人 で す が 、 WHO で は 現 在 under-

representative の国の人を積極的に採用

する動きがあるそうなので、やる気があれ

ば私たちにも十分チャンスはあることが分

かりました。 

 

WHO 会議場にて 

 

国連欧州本部（旧国際連盟本部） 

 国連図書館には初代国連事務次長の一人

である新渡戸稲造にまつわる資料がたくさ

ん保管されており、図書館職員の方にそれ

らを説明していただきました。新渡戸稲造

の履歴書や、日本が国連の条約に批准した

時の証書といった数々の貴重な資料を見る

ことができ、当時の日本の様子を少しだけ

ですがうかがい知ることができたような気

がします。 

 

新渡戸稲造の履歴書 

 

ILO 

 ILO では、日本人職員の方に ILO 設立の

経緯・組織や、ILO のインターン採用の現状

などを教えていただきました。ILO は国連

ができる前の 1919 年に設立された、世界で

一番古い国際機関です。一般的な国連機関
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プログラムの内容 

 本プログラムの内容は、ジュネーブ大学

で主に保健に関する授業を受ける大学編と、

WHO や ILO などの国際機関に訪問してレク

チャーを受ける課外活動編の２つに分ける

ことができます。保健に関する授業では、

日本とは違うグローバルな視点で、今日の

世界が抱える健康・感染症問題について学

ぶことができ、今後の大学生活に有益なも

のになりました。また、今まで私にとって

国際機関は雲の上の存在でしたが、様々な

国際機関で日本人職員の方のお話を伺うこ

とで、今までよりも身近に感じられるよう

になりました。 

 

生活 

 ジュネーブ大学 CITE UNIVERSITAIRE DE 

GENEVE という学生寮に滞在しました。ジュ

ネーブはバスと路面電車がとても発達して

いるので、ジュネーブ市内での移動はすべ

てこれを使いました。ここで驚きなのが、

ジュネーブの交通機関では運賃がバス停の

自動券売機で前払いされていることを前提
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いということです。実際、私たちは滞在中
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若干危ないシステムのような気もしますが、

そのおかげか交通機関の運行は非常にスム

ーズで、日本も見習う部分があると思いま

した（そのかわり無賃乗車が見つかると高

額のペナルティが課せられます）。 

 スイスの人たちは挨拶をとても大事にし

ます。お店のレジを利用するときは

「Bonjour」の挨拶から始まりますし、街中

で歩いている時に肩がぶつかれば必ず

「Pardon」や「Excecuse moie」と謝ります。

挨拶自体は日本でも日常的に行われていま

すが、私が感銘を受けたのはスイスの人た

ちがこれらの言葉を必ず相手の目を見なが

ら言うということです。日本人はシャイな

人が多いので、地面に向かって挨拶をする

人も多いですが、こうした姿勢は見習わな

くてはいけないと思いました。 

 

食事 

 滞在中に度々利用したスーパーで品ぞろ

えを注意して見てみたところ、チーズ・生

ハム・ヨーグルトの品ぞろえが非常に豊富

でした。特にチーズは名前も聞いたことが

ないような商品が多々あり、食べやすいも

のから癖のあるものまでさまざまでした。

物価は、上記の品目は日本と同じか安いく

らいでしたが、他のものはどれも日本より

高いです。特に外食は非常に高く、夜に皆

でイタリアンなどを食べに行った際は、平

均 20～30 スイスフランかかりました。今後

このプログラムに参加される方は、食費を

浮かせるために、朝食分のインスタント食

品やお菓子を日本から持参することをおす

すめします。 

 

大学 

ジュネーブ大学での講義 

 ジュネーブ大学では、”Why people are 

sick?”や”Health and health promotion”な
どの保健関係の講義、EU の歴史についての

講義を受けました。また、”Climate change”
をテーマに短いプレゼンを作り、ジュネー

ブ大学の学生とディスカッションを行う授

業もありました。どの先生もスライドを用

いつつゆっくり話すように配慮してくださ

ったので、講義を受けるのは英語が苦手な

私でもなんとかついていくことができまし

た。しかし、ディスカッションでいざ自分

が話すとなると英語が全く出てこず、非常

にもどかしい思いをしました。ジュネーブ

はスイスの中でもフランス語圏ですが、ジ

ュネーブ大学の学生は皆流暢な英語を話し

ます。頭では言いたいことを思いついてい

ても、それを英語にする前にジュネーブ大

学の学生が先に発言するということが多々

あり、語学力の大切さを改めて痛感しまし
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は government と employer の二者が揃えば

総会で投票権を得ることができますが、ILO

はこの二つに加えて worker も参加しない

と投票することができないという特徴があ

ります。また、WHO などが採択する条約は一

部を除いて法的制約がありませんが、ILO

が採択する条約には法的制約が発生すると

いう違いもあります。一般的な国連機関よ

りも強い権限を持つ ILO だからこそ、労働

者の権利を守るために企業、ひいては国を

動かすことができると分かりました。 

 ちなみに、ILO は国連機関の中で唯一イ

ンターンシップの際にお金を出してくれま

す。国連機関でのインターンに興味がある

方は ILO も良いかもしれません。 

 

その他 

 土日は講義が休みだったので、足をのば

してシヨン城やオリンピックミュージアム、

世界遺産のラヴォーやフランスのシャモニ

ーに行きました。 

 

シヨン城 

 天気に恵まれたこともあり、レマン湖の

ほとりに建つシヨン城は絶景でした。城の

防御のために中は迷路のようになっていて、

建物内を歩くと外から見るよりも広く感じ

ました。日本の木造建築の城とはまた違っ

た重厚さや建物の歴史が感じられ、それぞ

れの文化の素晴らしさを再認識することが

できたと思います。 

 

湖畔に建つシヨン城 

 

シャモニー 

 ロープウェーでモンブランの向かいの山

に登り、モンブランの観測を試みました。

標高が高くなるにつれて雲の流れが速くな

り、雲に埋もれて視界不明瞭な状態が続き

ましたが、待機して粘ると時々雲が去って

一瞬モンブランを間近に見ることができま

した。視界が開けたときの「おおぉ！」と

いう歓声は万国共通で、モンブランが見え

るたびに皆で喜び合ったのが楽しかったで

す。 

 

雲の切れ間からかすかに見えるモンブラン 

 

このプログラムに参加して 

 私は今まで海外渡航経験がなく、入学当

初は留学にもあまり興味がありませんでし

た。しかし、海外に行くのは大学生の間し

かできないことかもしれないと思い直し、

英語力に一抹の不安を抱えつつも何となく

の興味でこのプログラムに参加しました。

結論から言うと、このプログラムに参加し

て本当によかったと思います。特に、ジュ

ネーブ大学の学生をはじめとした、英語を

母国語としない人々との交流は非常に刺激

になりました。留学中に出会った人たちは

皆、英語が堪能でしたが、ジュネーブ大学

の先生や WHO の職員を含め多くの人たちが

独特の訛りがある Broken English を話し

ていました。今まで私は英語学習に関して

「英語を話す＝正確な発音で流暢に話さな

ければならない」という認識を持っていま
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したが、決してそのようなことはなく、発

音が十分でなくても意思疎通を図ることは

十分可能なのだということが分かりました。

玉城先生の「世界で一番使われている言語

は Broken English である」というお話も心

に残っていて、これからの私の英語学習の

支えになると思います。 

 また、訪問先の国際機関で、それぞれの

分野で活躍する日本の方々とお話ができた

ことは貴重な経験になりました。どの職員

の方もとても気さくで、国際機関で働くた

めに英語で苦労したなどの体験談を伺うと、

非常に親近感がわきました。と同時に、不

安を抱きつつも努力を重ね、夢を現実のも

のにしたということに尊敬の意を抱きまし

た。私も１年後には嫌でも自分の進路につ

いて考える時がやってきますが、今回出会

った方々のことを思い出して、不安を恐れ

ずチャレンジしていきたいと思います。 

 12 日間という短い時間でしたが、このジ

ュネーブでの経験すべてが私の財産になり

ました。自分と違う価値観や文化を持った

人々とかかわり合うことは、その価値観・

文化を理解するだけでなく、私たちの日本

を見つめなおすきっかけにもなります。２

年生の前期という比較的早い時期にこの留

学を経験できたことは、今後の大学生活に

とって非常に価値あるものになりました。 

 

ジュネーブ大学の学生と 

は government と employer の二者が揃えば

総会で投票権を得ることができますが、ILO

はこの二つに加えて worker も参加しない

と投票することができないという特徴があ

ります。また、WHO などが採択する条約は一

部を除いて法的制約がありませんが、ILO

が採択する条約には法的制約が発生すると

いう違いもあります。一般的な国連機関よ

りも強い権限を持つ ILO だからこそ、労働

者の権利を守るために企業、ひいては国を

動かすことができると分かりました。 

 ちなみに、ILO は国連機関の中で唯一イ

ンターンシップの際にお金を出してくれま

す。国連機関でのインターンに興味がある

方は ILO も良いかもしれません。 

 

その他 

 土日は講義が休みだったので、足をのば

してシヨン城やオリンピックミュージアム、

世界遺産のラヴォーやフランスのシャモニ

ーに行きました。 

 

シヨン城 

 天気に恵まれたこともあり、レマン湖の

ほとりに建つシヨン城は絶景でした。城の

防御のために中は迷路のようになっていて、

建物内を歩くと外から見るよりも広く感じ

ました。日本の木造建築の城とはまた違っ

た重厚さや建物の歴史が感じられ、それぞ

れの文化の素晴らしさを再認識することが

できたと思います。 

 

湖畔に建つシヨン城 

 

シャモニー 

 ロープウェーでモンブランの向かいの山

に登り、モンブランの観測を試みました。

標高が高くなるにつれて雲の流れが速くな

り、雲に埋もれて視界不明瞭な状態が続き

ましたが、待機して粘ると時々雲が去って

一瞬モンブランを間近に見ることができま

した。視界が開けたときの「おおぉ！」と

いう歓声は万国共通で、モンブランが見え

るたびに皆で喜び合ったのが楽しかったで

す。 

 

雲の切れ間からかすかに見えるモンブラン 

 

このプログラムに参加して 

 私は今まで海外渡航経験がなく、入学当

初は留学にもあまり興味がありませんでし

た。しかし、海外に行くのは大学生の間し

かできないことかもしれないと思い直し、

英語力に一抹の不安を抱えつつも何となく

の興味でこのプログラムに参加しました。

結論から言うと、このプログラムに参加し

て本当によかったと思います。特に、ジュ

ネーブ大学の学生をはじめとした、英語を

母国語としない人々との交流は非常に刺激

になりました。留学中に出会った人たちは

皆、英語が堪能でしたが、ジュネーブ大学

の先生や WHO の職員を含め多くの人たちが

独特の訛りがある Broken English を話し

ていました。今まで私は英語学習に関して

「英語を話す＝正確な発音で流暢に話さな

ければならない」という認識を持っていま
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報告書 平家勇大 法学部 2年 

 

  はじめに 

 今回のプログラムを振り返ると、「国際

機関の視察」「アカデミックなレクチャー」

「文化体験」の三つに大まかに分けられ

ると思う。その中で、自分の中で特に印象

深かったことをまとめる。 

 

  ①「国際機関の視察」 

 今回のプログラムでは、WHO、UN、ICRC、

ILOなど数多くの国際機関を訪れた。参加

前は、国際機関と言うとお役所的な、堅い

イメージが強かったが、実際に訪問する

とどの機関でも、様々な国籍の人が生き

生きと仕事をしている姿を伺うことがで

き、憧れに近いものを感じた。 

 何人かの日本人職員の方々ともお話を

させていただいたが、そこに至るまでの

経緯や、実際に働いていて思うところを

聞くと、それまで遠い存在に感じていた

職員さんに対し人間味を感じ、より正し

くその境遇を想像できるようになったよ

うに思う。 

 国際機関の職員の方の生の声を聴くこ

とが、今回のジュネーブ大学短期留学を

選んだ大きな理由だったので満足できた。

 

国際連合ジュネーブ事務局 

 

 ②．「アカデミックなレクチャー」 

 今回は大学や国際機関など様々な場所

で、研究者として一流の方々から講義を

していただいた。講義の内容は、歴史、健

康問題、気候変動、宇宙、物理など多岐に

わたった。また、講義は基本的に英語で行

われるため、苦戦した部分も多かった。特

に印象的だったのは、ジュネーブ大学で

行われた学会に参加したことである。発

表はかなりアカデミックでスピーディー

な英語で行われており、発表の内容自体

は正確に理解できなかったが、おそらく

英語が母国語ではないであろう様々な国

籍の人も発表しており、その会場の雰囲

気に「学問は国境を越えるんだ」というこ

とを実感でき、一人感動していた。 

 

 CERN（欧州原子核研究機構）にて 

 

 ③．「文化体験」 

 また、座学による「勉強」だけでなく、

スイスならではの様々な文化を体験する

ことができた。オリンピック記念館、シオ

ン城やオペラハウスでは、西洋ならでは

の造形美や、そのスケールの大きさに圧

倒された。 

 他にもジュネーブ大学の学生と交流す

る機会もあり、現地の大学生目線を知る

ことができ、色々な条件は違えども、自分

たちと変わらない大学生であることを感
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じた。 

 

シオン城 

 ４．Wrap up 

 プログラムを通して学んだことは、「同

じ『人間』の中に多様性がある」というこ

とだ。これは玉城先生が言っていたこと

だが、人と人との違いに必要以上にフォ

ーカスすることはないというニュアンス

だったように思う。 

 外国人、西洋人ましてや国連職員、と聞

いたら、自分とは遠く離れた存在のよう

に感じ、しばしばステレオタイプのイメ

ージで理解しようとしてしまう。少なく

とも自分はそうだった。しかし、当然のこ

とではあるが、ジュネーブの大学生も、国

際機関の職員も自分と同じように、色ん

な感情を持つ『人間』であり、その中でも、

一人一人違った個性を持っている。 

 まず、そのことを理解し、意識すること。

そして、自分の個性を大切にしていくこ

とが大事だと思った。 

 

 

 最後になりましたが今回の短期留学を

サポートしてくださった国際本部の方々、

自分たちに小噺から、人生訓までご教授

してくださった玉城先生、ありがとうご

ざいました。 

 

報告書 平家勇大 法学部 2年 

 

  はじめに 

 今回のプログラムを振り返ると、「国際

機関の視察」「アカデミックなレクチャー」

「文化体験」の三つに大まかに分けられ

ると思う。その中で、自分の中で特に印象

深かったことをまとめる。 

 

  ①「国際機関の視察」 

 今回のプログラムでは、WHO、UN、ICRC、

ILOなど数多くの国際機関を訪れた。参加

前は、国際機関と言うとお役所的な、堅い

イメージが強かったが、実際に訪問する

とどの機関でも、様々な国籍の人が生き

生きと仕事をしている姿を伺うことがで

き、憧れに近いものを感じた。 

 何人かの日本人職員の方々ともお話を

させていただいたが、そこに至るまでの

経緯や、実際に働いていて思うところを

聞くと、それまで遠い存在に感じていた

職員さんに対し人間味を感じ、より正し

くその境遇を想像できるようになったよ

うに思う。 

 国際機関の職員の方の生の声を聴くこ

とが、今回のジュネーブ大学短期留学を

選んだ大きな理由だったので満足できた。

 

国際連合ジュネーブ事務局 

 

 ②．「アカデミックなレクチャー」 

 今回は大学や国際機関など様々な場所

で、研究者として一流の方々から講義を

していただいた。講義の内容は、歴史、健

康問題、気候変動、宇宙、物理など多岐に

わたった。また、講義は基本的に英語で行

われるため、苦戦した部分も多かった。特

に印象的だったのは、ジュネーブ大学で

行われた学会に参加したことである。発

表はかなりアカデミックでスピーディー

な英語で行われており、発表の内容自体

は正確に理解できなかったが、おそらく

英語が母国語ではないであろう様々な国

籍の人も発表しており、その会場の雰囲

気に「学問は国境を越えるんだ」というこ

とを実感でき、一人感動していた。 

 

 CERN（欧州原子核研究機構）にて 

 

 ③．「文化体験」 

 また、座学による「勉強」だけでなく、

スイスならではの様々な文化を体験する

ことができた。オリンピック記念館、シオ

ン城やオペラハウスでは、西洋ならでは

の造形美や、そのスケールの大きさに圧

倒された。 

 他にもジュネーブ大学の学生と交流す

る機会もあり、現地の大学生目線を知る

ことができ、色々な条件は違えども、自分

たちと変わらない大学生であることを感
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報告書 松本安未 法学部３年  

 

・ はじめに 

 このプログラムに参加した動機として、

一つは様々な国際機関を訪問できるとい

うこと、永世中立国であるスイスを訪れ

ることができるということがある。列強

に囲まれながら、いかに中立を保ってき

たのかに興味があり、また、どのような

文化が育まれているのか、肌で感じたい

と考えていた。 

 

・ 講義 

 主に WHO で活躍されていた方のお話を

中心に、公衆衛生や感染症、国際機関の

役割、そしてヨーロッパの歴史・文化に

ついて学んだほか、新渡戸稲造の足跡を

たどりながら、WHO・ILO・国連欧州本部・

CERNを訪問し 

WHO総会議場 

た。講義はジュネーブ大学の Biotech 

Campus を中心に、各国際機関でも行われ

た。講師の方々は、実際にフィールドで

病気と闘ってきた経験はもとより、根本

的な衛生とは何か、発展途上国への支援

には何が必要不可欠なのか、国際機関の

役割や注意しなければいけないことなど

を、日本人学生のためにスローペースの

英語で話してくださった。医療や公衆衛

生については専門外ではあったが、電子

辞書を片手に単語を引きながらの授業は

今まで培ってきた英語力をフル回転させ

るいい機会でもあった。 

 講義の中で印象に残っているのは、

ICRC に関する講義の中で、支援時には現

地のネットワークを壊さないようにする

だけでなく、現地での調査を通してその

社会が要求していることを理解していく

ことで定着させるということがあった。

良かれと思ってやっていても、おしつけ

がましく、相手のコミュニティを無視し

た形の支援は成功しないということだっ

た。また、WHOの感染症の対策活動のうち、

感染した人を治療するプログラムである

APOC と、感染源を絶ち終息させるプログ

ラムである OCP についてのお話があり、

そこでも、伝統文化を守り続けてきた村

での活動の難しさについて触れられてい

た。 

 将来、国際機関での勤務もキャリア選

択の一つとして考えている私にとって、

真の支援とは何か、文化の異なるフィー

ルドでの活動とはどうあるべきか、様々

に考えさせられる講義だった。 

 

・ フィールドワーク 

 フィールドワークでは、主にヨーロッ

パの歴史や文化について学ぶということ

で、ジュネーブ旧市街や近郊のシヨン城、

-158-



ラヴォーの葡萄畑やアルプスを見に行っ

た。 

 ジュネーブの旧市街は、ヨーロッパの

古い町並みのイメージの中にも、周りを

フランスに囲まれているという地理的特

徴から独特の部分もあり、非常に興味深

かった。 

 The St.Pierre Cathedral@Geneva 

 

また、アルプスでは朝早くから寒さに

震えながら、様々なアクシデントはあっ

たものの、壮大な景色を目にすることが

できた。ロープウェイを登った先に雲で

覆われた真っ白な景色が見えたときには

がっかりしたが、まち続けると白き女王

モンブランや雲海を見ることができた。

麓で食べたふわふわの温かい柔らかいパ

ン・ワッフルはとても美味しかった。 

 

・ 生活 

 スイスは何と言っても物価が高い。し

かし、食品に関してはスイス産のものが

ほとんどなので安心して口にすることが

できるし、チーズも生ハムもとても美味

しかった。もちろんチョコレートも！チ

ーズフォンデュは 2 人前くらいならぺろ

りといけるくらい最高に美味しかった。

注意するとしたらパンが固めなこと。朝

ごはんは日本から持って行って正解だっ

たと思う。 

 治安に関しても、心配するような場面

はまったくなかった。駅周辺でのスリに

だけ気をつけていれば大丈夫で、交通機

関も発達しており、バスやトラムが街中

に張り巡らされているので、移動も安心

してできた。 

 

・ まとめ 

 12 日間という短い間ではあったが、非

常に密なスケジュールで様々な体験がで

きた。その分、専門外の分野に触れる時

シオン城、ヴォー州 

モンブラン、シャモニー 

報告書 松本安未 法学部３年  

 

・ はじめに 

 このプログラムに参加した動機として、

一つは様々な国際機関を訪問できるとい

うこと、永世中立国であるスイスを訪れ

ることができるということがある。列強

に囲まれながら、いかに中立を保ってき

たのかに興味があり、また、どのような

文化が育まれているのか、肌で感じたい

と考えていた。 

 

・ 講義 

 主に WHO で活躍されていた方のお話を

中心に、公衆衛生や感染症、国際機関の

役割、そしてヨーロッパの歴史・文化に

ついて学んだほか、新渡戸稲造の足跡を

たどりながら、WHO・ILO・国連欧州本部・

CERN を訪問し 

WHO 総会議場 

た。講義はジュネーブ大学の Biotech 

Campus を中心に、各国際機関でも行われ

た。講師の方々は、実際にフィールドで

病気と闘ってきた経験はもとより、根本

的な衛生とは何か、発展途上国への支援

には何が必要不可欠なのか、国際機関の

役割や注意しなければいけないことなど

を、日本人学生のためにスローペースの

英語で話してくださった。医療や公衆衛

生については専門外ではあったが、電子

辞書を片手に単語を引きながらの授業は

今まで培ってきた英語力をフル回転させ

るいい機会でもあった。 

 講義の中で印象に残っているのは、

ICRC に関する講義の中で、支援時には現

地のネットワークを壊さないようにする

だけでなく、現地での調査を通してその

社会が要求していることを理解していく

ことで定着させるということがあった。

良かれと思ってやっていても、おしつけ

がましく、相手のコミュニティを無視し

た形の支援は成功しないということだっ

た。また、WHOの感染症の対策活動のうち、

感染した人を治療するプログラムである

APOC と、感染源を絶ち終息させるプログ

ラムである OCP についてのお話があり、

そこでも、伝統文化を守り続けてきた村

での活動の難しさについて触れられてい

た。 

 将来、国際機関での勤務もキャリア選

択の一つとして考えている私にとって、

真の支援とは何か、文化の異なるフィー

ルドでの活動とはどうあるべきか、様々

に考えさせられる講義だった。 

 

・ フィールドワーク 

 フィールドワークでは、主にヨーロッ

パの歴史や文化について学ぶということ

で、ジュネーブ旧市街や近郊のシヨン城、
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間も多くなったが、今まで関心の少なか

った公衆衛生の分野に興味が持てたとい

う点で新たな世界が広がったように感じ

た。また、心配していた英語に関しても、

相手に伝えようという気持ちがあれば、

たとえおぼつかなくても、文法がめちゃ

くちゃでも伝わるのだと実感できた。し

かし、ジュネーブ大学の学生との交流の

中で、彼女たちが母語のフランス語、ネ

イティヴに近い英語、そして流暢な日本

語を話しているのを目の当たりにした際

には、自分の努力不足が恥ずかしくなり、

積極的に語学力の向上に励みたいと思う

ようになった。 

 三年生の夏休みという就活前にこうい

った体験ができたことは、これからの勉

学のモチベーションアップにもなり、本

当に良い経験ができたと思う。引率して

くださった玉城先生、現地で様々にサポ

ートしてくださった Sandrine先生、講師

の先生方、運営に携わった国際本部の皆

様、そして参加メンバーのみんな、全て

の人に感謝したいと思う。ありがとうご

ざいました。 
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報告書 山上咲子 経済学部 3年 

 

１．はじめに 

 私は今回、英語力を磨くため、また、海

外経験を積むために、ロンドンでの約 3週

間の語学研修の後、このジュネーブの研

修に参加した。まず、このような貴重な経

験をさせていただいたことに、心から感

謝したい。 

 ジュネーブでの研修は大きく分けて、

国際機関の訪問、ジュネーブ大学での講

義、スイスとフランス観光の 3つである。 

 

２．国際機関の訪問 

 まず、国際機関としては、WHO や UN、

ILOに訪問した。WHOでは、現役として働

き始めて 2 か月目のキサカさんにお話を

お聞きすることができた。WHOで働く方か

ら見て、日本を含めたアジアは世界から

どのように見られているのか、また、WHO

で働く日本人をもっと増やすべきだとい

う考えがあるということを知った。ベン

さんからは、世界保健機関として、世界で

起きている様々な健康被害の現状につい

てお聞きした。特に途上国で発生してい

る感染症について、どのような予防法や

治療法があり、ワクチンなどを用いて全

滅または撲滅させることが必要だとお話

ししてくださった。そのためには、やらな

ければいけない決まりきったものなどは

なく、状況に応じてそれぞれの対策を考

えていかなければならないそうだ。また、

メディアで目にするような国際会議が開

かれる会議室を見学できたことも、貴重

な経験である。 

 次に、UN とは、国際連合ジュネーブ事

務局のことであり、世界にある 4 つの国

連事務局の中で、ニューヨークに次いで 2

番目に大きい事務局である。私たちは、附

属の図書館に訪問し、札幌農学校を卒業

し、国際連盟の事務次長を務めた新渡戸

稲造に関する資料を閲覧させていただい

た。実際に新渡戸の筆跡を見ることがで

き、当時の状況を肌で感じることができ

た。 

 また、ILO とは国際労働機関である。ILO

では、柴田さんから ILO の役割や世界で

起きている労働問題についてお聞きした。

ILOの会議は、ILC と呼ばれ、企業・政府・

労働者の三者構成で行われる。歴史とし

ては、1919 年の国連設立よりも前に発足

した。そして、「労働」とは、働き甲斐の

ある人間らしい仕事をすることであり、

それぞれの国に合わせて、文化や伝統を

考慮することも大切である。たとえば、日

本の場合、残業が問題になることもある

が、それは伝統などを考慮して議論され

なければならないことである。世界には、

労働環境の問題や、子供たちによる労働

などがあり、データを収集してほかの国

際機関と協力し、解決のために努めてい

るとお話ししてくださった。 

国連欧州本部（旧国際連盟, 
Palais des Nations） 

間も多くなったが、今まで関心の少なか

った公衆衛生の分野に興味が持てたとい

う点で新たな世界が広がったように感じ

た。また、心配していた英語に関しても、

相手に伝えようという気持ちがあれば、

たとえおぼつかなくても、文法がめちゃ

くちゃでも伝わるのだと実感できた。し

かし、ジュネーブ大学の学生との交流の

中で、彼女たちが母語のフランス語、ネ

イティヴに近い英語、そして流暢な日本

語を話しているのを目の当たりにした際

には、自分の努力不足が恥ずかしくなり、

積極的に語学力の向上に励みたいと思う

ようになった。 

 三年生の夏休みという就活前にこうい

った体験ができたことは、これからの勉

学のモチベーションアップにもなり、本

当に良い経験ができたと思う。引率して

くださった玉城先生、現地で様々にサポ

ートしてくださった Sandrine先生、講師

の先生方、運営に携わった国際本部の皆

様、そして参加メンバーのみんな、全て

の人に感謝したいと思う。ありがとうご

ざいました。 
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３．ジュネーブ大学の講義 

 ジュネーブ大学では、主に教授のサン

ドリンさんお世話になった。 

 まず、サンドリンさんとジュネーブ大

学の学生との交流の中で学んだのは、ジ

ュネーブの歴史である。ジュネーブの歴

史を話すにあたって外せない人物は、カ

ルヴァンである。カルヴァンは、プロテス

タント宗教改革で有名な人物であるが、

ジュネーブ大学の創設者でもあり、ジュ

ネーブ大学構内にはカルヴァンの像が設

置されている。また、ジュネーブの街はか

つて壁に囲まれており、街を攻撃してき

たサヴォイ公爵を撃退することができた

という歴史もあるそうだ。 

 次に、ICRC すなわち赤十字国際委員会

に関する講義についてである。ICRC は、

1863 年に発足した歴史のある機関であり、

本部をジュネーブに置く。役割は、武力闘

争によって被害を受けた兵士を保護、救

援すること、また国際人道法を普及させ

ることなどである。ICRC からみて、日本

赤十字社は注目すべきもので、その初代

社長の佐野常民に関するお話もお聞きす

ることができた。 

 そして、サンドリンさんとジュネーブ

の学生とは、「気候変動」というテーマで

議論した。ちょうど国際会議においても、

議論されていた注目のテーマである。自

分たちで話し合ってまとめたプレゼンを

発表して、それを通して議論できたこと

は貴重な機会になった。地球温暖化に代

表される気候変動が我々に及ぼす影響は

大きい。生態系を破壊したり、感染症の蔓

延を拡大させたりすることが考えられる。

そのような状況になったとき、助かるの

はお金のある人々だけであり、貧しい人

は救われない。このように、経済格差に関

する問題にもつながっていくのである。

解決策としては、持続性のある予防が必

要であり、それぞれの状況に応じて介入

することが大切であるそうだ。 

 ジュネーブ大学のバイオテクのキャン

パスでは、その他、医学分野の研究者から、

どうして人々は病気にかかるのか、健康

とは何か、病気の治療法について、現在世

界で研究されている内容を学ぶことがで

きた。 

 ジュネーブ大学の最も古い建物は、も

ともと医学部のキャンパスであったそう

だが、そこではヨーロッパの歴史につい

ての講義を受けた。EU はどのように設立

されたのか、どのようにして EU の協力関

係は成り立っているのかについて学んだ。 

 

４．スイスとフランス観光 

 観光としては、休日に、ローザンヌにあ

るオリンピックミュージアムや、世界文

化遺産である「ラヴォー地区の葡萄畑」を

宗教革命記念碑 ジュネーブ大学構内にて 
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見学した。シヨン城の見学では、外観の眺

めがよかったことはもちろん、詩人とし

て有名なバイロンの生きた歴史を感じる

ことができた。 

 その翌日には、国境をまたいでフラン

スに入り、シャモニーに行った。シャモニ

ーは、スキーや登山の観光地として有名

であるが、私たちはケーブルカーに乗っ

て山の上からの景色を楽しんだ。気温は

低く、想像以上に寒かったが、快晴でモン

=ブランを含めきれいな山並みを眺める

ことができた。 

５．まとめ 

 今回の研修を通して、国際的に日本は

どのような立場にあるのか、また、日本は

世界にどのようなことを発信していくべ

きなのか、ということについて考えるよ

うになった。特に、国連や WHO での研修

では、普通に日本で生活しているだけで

は気付かない健康や気候、民族闘争など

の国際問題について深く関心を持つよう

になった。これからも、世界で起きている

ことに目を向けていきたいと思う。 

 今回の研修でお世話になった、国連の

職員の方やジュネーブ大学の先生方、引

率の玉城先生、一緒に行った学生の皆さ

んに心から感謝したい。 

 さらに、ロンドンでの研修とかねての

参加を許可してくださった、玉城先生と

国際教務課の皆さん、応援してくれた家

族、ロンドンから送り出してくれたホス

トファミリーに心から感謝している。 

モンブラン、シャモニーにて
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史を話すにあたって外せない人物は、カ

ルヴァンである。カルヴァンは、プロテス

タント宗教改革で有名な人物であるが、

ジュネーブ大学の創設者でもあり、ジュ
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置されている。また、ジュネーブの街はか

つて壁に囲まれており、街を攻撃してき

たサヴォイ公爵を撃退することができた

という歴史もあるそうだ。 
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に関する講義についてである。ICRC は、

1863 年に発足した歴史のある機関であり、
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の学生とは、「気候変動」というテーマで

議論した。ちょうど国際会議においても、

議論されていた注目のテーマである。自

分たちで話し合ってまとめたプレゼンを

発表して、それを通して議論できたこと

は貴重な機会になった。地球温暖化に代

表される気候変動が我々に及ぼす影響は

大きい。生態系を破壊したり、感染症の蔓

延を拡大させたりすることが考えられる。

そのような状況になったとき、助かるの

はお金のある人々だけであり、貧しい人

は救われない。このように、経済格差に関

する問題にもつながっていくのである。

解決策としては、持続性のある予防が必

要であり、それぞれの状況に応じて介入

することが大切であるそうだ。 

 ジュネーブ大学のバイオテクのキャン

パスでは、その他、医学分野の研究者から、

どうして人々は病気にかかるのか、健康

とは何か、病気の治療法について、現在世

界で研究されている内容を学ぶことがで

きた。 

 ジュネーブ大学の最も古い建物は、も

ともと医学部のキャンパスであったそう

だが、そこではヨーロッパの歴史につい

ての講義を受けた。EU はどのように設立

されたのか、どのようにして EUの協力関

係は成り立っているのかについて学んだ。 

 

４．スイスとフランス観光 

 観光としては、休日に、ローザンヌにあ
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Date Activities Resource persons

08:30
11:30
17:45
18:50

21:00

Chitose to Haneda
Haneda to Frankfurt
Frankfurt to Geneva
Arrival at Geneva (Public Buses From the Geneva
Airport to Dormitory of University of Geneva)
Expected arrival at the dormitory

Dr Hiko TAMASHIRO

10:30-12:00 Lecture 1: Orientation: Course objectives, conduct
and its logistics Dr Sandrine MOTAMED

12:00-13:00 Lunch in town

13:00-14:30 Lecture 2: Swiss and Geneva history (Part I) Dr Sandrine MOTAMED

Break
14:45-16:15 Lecture 3: Swiss and Geneva history (Part II) Dr Sandrine MOTAMED

16:15-18:00 Social communication between Hokkaido University
and University of Geneva students

University of Geneva
students

09:00-09:45 Lecture 4: Japan's role in works of WHO Dr Yumi KISAKA, WHO

09:45-10:45
Lecture 5: Towards eradication/elimination of
diseases of global health priority - The Expanded
Programme on Immunization (EPI)

Dr Ben NKWONE, WHO

10:45-11:00 Break

11:00-12:30 WHO tour: Works and actions in WHO Ms Dorine DA RE-VAN
DER WAL

12:30-13:30 Lunch at WHO

15:00-16:30
Lecture 6: UN Palais des Nations and its Library.
Following in the footprints of Dr Inazo NITOBE in
Geneva, 1920-1926

Palais staff

16:30-18:00 Study on the work of Nitobe Inazo Dr Hiko TAMASHIRO

09:00-09:15 Welcome @ Biotech Campus University of Geneva Dr Sandrine MOTAMED

09:15-10:45 Lecture 7: ICRC: history, function and an example of
intervention on malnutrition in the field (Part I) Dr Alain MOUREY

10:45-11:00 Break

11:00-12:30 Lecture 8: ICRC: history, function and an example of
intervention on malnutrition in the field (Part II) Dr Alain MOUREY

12:30-13:30 Lunch @ Biotech Campus

Provisionary Programme for Hokkaido University Students, University of Geneva,
14-25 September 2015

- Following in the Footsteps of Dr Inazo Nitobe -

Day 1 (Mon) 14/9/2015 Arrival at Geneva

Day 2 (Tue) 15/9/2015

Day 3 (Wed)  16/9/2015

Day 4 (Thu) 17/9/2015

資料 1.　プログラムの概要
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14:30-16:00 Lecture 9: A 3D travel into the universe (University of
Geneva Astronomical Observatory at Sauverny) Dr EKSTROM

09:00-10:30 Lecture 10: Climate change, health and development
 (Part I) Dr Sandrine MOTAMED

10:30-10:45 Break

10:45-12:15 Lecture 11: Climate change, health and development
(Part II)

Dr Sandrine MOTAMED
and University of Geneva
students

12:15-13:00 Lunch at Biotech Campus

13:00-14:30 Lecture 12: Roles and works of The International
Labour Organization (ILO) Mr Kiyo SHIBATA

14:30-15:00 Break
15:00-17:30 Individual meetings with Japanese WHO staffs Dr Hiko TAMASHIRO

Evening An evening at a Swiss House. Learn Swiss social
codes Dr Sandrine MOTAMED

08:00-12:00

Educational Excursion:
Visit Olympic Museum in Lausanne
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

Dr Hiko TAMASHIRO

12:00-13:00 Break @ Lavaux

13:00-17:00 Educational Excursion:
Chillon Castle in Veytaux Dr Hiko TAMASHIRO

08:00-17:00
Educational Excursion:
A close look to the Alps mountains, Chamonix,
France

Dr Hiko TAMASHIRO

09:00-10:30 Lecture 13: Why people are sick? Dr Sandrine MOTAMED

10:30-10:45 Break

10:45-12:15 Lecture 14: Health and health promotion Dr Hiko TAMASHIRO

12:15-13:00 Lunch at the Biotech Campus

13:00-13:30 A welcome address from the international relations of
the University of Geneva Mr Pierre VINCENT

13:30-15:00 Lecture 15: Tropical diseases and vector control: a
field experience Dr Marc KARAM

15:00-18:00 Meeting with the students of the University of Geneva University of Geneva
students

09:00-13:00 Free time in town (in collaboration with University
Geneva students)

University of Geneva
students

Day 5 (Fri) 18/9/2015

Day 6 (Sat) 19/9/2015

Day 7 (Sun) 20/9/2015

Day 8 (Mon) 21/9/2015

Day 9 (Tue) 22/9/2015
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14:00-15:30
Lecture 16: What is the universe made of? Ask the
CERN (European Organization for Nuclear
Research).

Expert +Dr Hiko
TAMASHIRO

15:30-17:00 CERN: Cyclotron visit Expert +Dr Hiko
TAMASHIRO

09:00-10:30 Lecture 17: European History and Building of Europe
(Part I) Dr ASFAHA

10:30-10:45 Break

10:45-12:15 Lecture 18: European History and Building of Europe
(Part II) Dr ASFAHA

12:15-13:30 Lunch

13:30-13:45 Meeting with the Head of the Institute of Global
Health Dr Antoin FLAHAULT

13:45-14:45 Wrap up Dr Hiko TAMASHIRO + Dr
Sandrine MOTAMED

14:45-15:00 Break
15:00-16:30 Lecture 19: Art and society Ms BEROUJON

16:30-17:00 Visit of the Grand Theater (opera house), looking
behind the scene

Ms BEROUJON + Dr
Sandrine MOTAMED + Dr
Hiko TAMASHIRO

Evening A night in town: Farewll party University of Geneva
students

09:00-12:00 Preparation for departure and Wrap-up Dr Hiko TAMASHIRO

12:00-13:00 Lunch

17:50
20:45

Depart to Frankfurt (arrival 19:10)
Depart to Haneda

14: 55 Arrival at Haneda
17: 00 Depart Haneda to Chitose

18: 30 Arrival at Chitose

Day 12 (Fri) 25/9/2015: Arrival at Japan (Narita)

Day 10 (Wed) 23/9/2014

Day 11 (Thu) 24/9/2015: Departure (Geneva/Sapporo)
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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 井川 賢司 教育学部 3 男 NO

2 石窪 翔吾 理学部 2 男 YES

3 上田 基史 工学部 3 男 NO

4 斎藤 優輝 理学部 3 男 YES

5 佐藤 圭一郎 薬学部 2 男 YES

6 田中 泰爾 工学部 2 男 YES

7 鳥居 可南子 文学部 2 女 YES

8 根本 晶沙 理学部 3 女 YES

9 野々上 優子 農学部 2 女 NO

10 平家 勇大 法学部 2 男 YES

11 松本 安未 法学部 3 女 NO

12 山上 咲子 経済学部 3 女 NO

14:00-15:30
Lecture 16: What is the universe made of? Ask the
CERN (European Organization for Nuclear
Research).

Expert +Dr Hiko
TAMASHIRO

15:30-17:00 CERN: Cyclotron visit Expert +Dr Hiko
TAMASHIRO

09:00-10:30 Lecture 17: European History and Building of Europe
(Part I) Dr ASFAHA

10:30-10:45 Break

10:45-12:15 Lecture 18: European History and Building of Europe
(Part II) Dr ASFAHA

12:15-13:30 Lunch

13:30-13:45 Meeting with the Head of the Institute of Global
Health Dr Antoin FLAHAULT

13:45-14:45 Wrap up Dr Hiko TAMASHIRO + Dr
Sandrine MOTAMED

14:45-15:00 Break
15:00-16:30 Lecture 19: Art and society Ms BEROUJON

16:30-17:00 Visit of the Grand Theater (opera house), looking
behind the scene

Ms BEROUJON + Dr
Sandrine MOTAMED + Dr
Hiko TAMASHIRO

Evening A night in town: Farewll party University of Geneva
students

09:00-12:00 Preparation for departure and Wrap-up Dr Hiko TAMASHIRO

12:00-13:00 Lunch

17:50
20:45

Depart to Frankfurt (arrival 19:10)
Depart to Haneda

14: 55 Arrival at Haneda
17: 00 Depart Haneda to Chitose

18: 30 Arrival at Chitose

Day 12 (Fri) 25/9/2015: Arrival at Japan (Narita)

Day 10 (Wed) 23/9/2014

Day 11 (Thu) 24/9/2015: Departure (Geneva/Sapporo)

資料 2.　参加者名簿（ジュネーブ大学）
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Do you know them?

Who is he?
Who is he?

WHO（世界保健機関）

・環境保健、化学ハザードの予防
・人畜共通感染症の制御

・ １９４８年設立
・本部は、スイス・ジュネーブ
・ ６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）
・ １５１の国事務所から成る。
・設立日である４月７日は、世界保健デーになっている。
・健康に関する国際連合の専門機関
・事務局には、７３００名の職員が在籍
・現在の事務局長は、中国香港出身のマーガレット・チャン博士

Who is he?

目次
１．国際機関の訪問

２．ジュネーブ大学での講義

３．FIELD VISIT
４．感想・学んだこと

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

工学部３年 上田基史

教育学部３年 井川賢司

経済学部３年 山上咲子

理学部３年 斉藤優輝

理学部３年 根本晶沙

理学部２年 石窪翔吾

農学部２年 野々上優子

薬学部２年 佐藤圭一郎

文学部２年 鳥居可南子

法学部２年 平家勇大

工学部２年 田中泰爾

資料 3.　学生の帰国後報告会資料



-169-

CERN（欧州原子核機構）

 世界最大規模の素粒子物
理学研究所

 スイスとフランスの国境を
横断して、全周27キロメー

トルの円形加速器が地下
に設置されている。

 どういった構造の機械が
あって、どのような実験を
行っているのかガイドさん
が詳しく説明してくれた。

国連図書館のFacebookに載せてい
ただきました。

国際連盟アーカイブ（＠国際連合欧州本部）

 新渡戸稲造が連盟で働い
ていた時の書類を見るこ
とができた。

 北大で学ぶ以上に、新渡
戸の国際的な活躍を身に
染みて感じることができた。

国際連合欧州本部

 旧国際連盟本部

 ニューヨークの国連本部
に次いで2番目に大きい。

 ILOやWHOなどの専門機
関とも連携し活動している。

ＩＬＯ（国際労働機関）

・１９１９年設立（国際連盟発足より１年早い）
・本部は、スイス・ジュネーブ
・加盟国は、１８５か国（日本は、常任理事国）
・国連最初の専門機関
・国連機関の中では唯一、政・労・使の三者構成を取っている。
・創立５０周年の１９６９年にノーベル平和賞を受賞
・現在の事務局長は、英国出身のガイ・ライダー氏

・ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）とは、
人間らしい生活を継続的に営める人間らしい労働条件のこと
である。

・ディーセント・ワークは、１９９９年にＩＬＯ総会において、２１世
紀のＩＬＯの目標として提案され、支持された。

カイラシュ・サティヤルティ（Kailash Satyarthi）

・インドの子どもの権利活動家

・ ２０１４年にマララ・ユスフザイさんと共にノーベル平和賞を受賞

・命がけで子どもの強制労働をなくす運動を展開

・ 80,000人の子どもたちを過酷な児童労働の状況から救ってきた。

・ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｃｈ ａｇａｉｎｓｔ Ｃｈｉｌｄ Ｌａｂｏｒ (児童労働に反対するグローバルマーチ)  、
Ｇｌｏｂａｌ Ｃａｍｐａｉｇｎ ｆｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ（教育のためのグローバルキャンペーン）など
世論を動かし、政府を動かすアドボカシー活動を行う。

・ １９９８年の「児童労働に反対するグローバルマーチ」が実施された時に語った名言
「児童労働がなくならないのは、貧困が理由ではない
政治的意志が足りないから、児童労働がなくならないのだ。」

こうした児童労働を含む幅広い労働問題に全力で取り組む国際機関が、ＩＬＯである。
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ヒント：国産へのこだわり

何故こんなに高いのか？

Oｈ my cat!!

正解は・・・

③850円（世界1/59位）

Question

2015年度の、日本のビックマックの価格は370
円（世界39/56位）ですが、スイスのビック
マックの価格は日本円で言うといくらでしょう
か。

①290円 ②450円 ③845円

コラム①

～スイスの物価編～
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ディスカッション・学生交流

Climate Change

EUについて

保健衛生

・伝染病
Communicable diseases

・栄養
Nutrition

・健康と医療
Health and Medicine

・寄生虫
Parasitic Diseases

・健康づくり
Health Promotion

オンコセルカ症
Onchocerciasis

物価は高い
↓

本当に「良い」ものを大切にする消費者動向の反映？
文化的側面も

SUISSE GUARANTEE

基本素材は全て国産
農作物の作付の厳しい基準
再生可能エネルギーの促進

→安全で環境に優しい仕組みづくり
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プログラムを終えて

 世界で一番話されているのは”Broken English”

→必ずしも流暢に英語が話せる必要はない

 国連機関において日本はUnder-representativeの状態

→私たちにも十分チャンス

 スイスの文化・価値観を知ることができた

→日本を見つめなおすきっかけ

ボート (Bateaux)

バス (Bus) ／トラム (Tram)ジュネーブの市内交通

 TPG（Transports Public
Genevois)

 市内の交通機関を無料で利用でき
る

 乗車の際、検札はなし
 ただし、不正が見つかった際は
高額の罰金

コラム②
～ジュネーブの
市内交通編～

英語力不足

しかし…
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ご清聴ありがとうございました

謝辞

 レクチャーをしてくださったジュネーブ大学医学部
の先生方、WHO・ILO・UN・CERNの職員の方々

 パーティーを開催してくださったジュネーブ大学の
先生方、日本語学科の学生方

 ジュネーブの街を案内してくださったジュネーブ大
学医学部の学生方

 このプログラムを企画してくださった国際本部の
方々

 引率してくださった玉城先生

この場を借りて感謝申し上げます。





短期留学スペシャルプログラム報告書 

ジュネーブ大学 2016 年 2月 

 
報告書： 磯部 一輝 工学部 2年 

報告書： 近藤 初実 法学部 2年 

報告書： 柴野 嵩大 文学部 3年 

報告書： 田中 理沙 環境科学院修士 2年 

報告書： 辻  笑子 経済学部 2年 

報告書： 藤谷 和廣 法学部 2年 

報告書： 松尾 すみれ 工学部 2年 

報告書： 万  玉春 経済研究科修士 2年 

報告書： 水谷 莉歩 工学部 2年 

報告書： 宮澤 嗣穂 法学部 2年 

報告書： 冨田 優理 医学部保健学科 2年 

 

資料１．プログラムの概要 

資料 2．参加者名簿（ジュネーブ大学） 

 
 

ジュネーブ国連広場の『壊れた椅子』 

-175-



報告書 磯部一輝 工学部 2年 

 

1．はじめに 

ジュネーブ大学のプログラムに参加し

た動機は、学生のうちに CERN に行ってみ

たかったこと、国際機関への憧れ、英語力

の向上があげられる。悪天候により出発

が 2 日遅れるという波乱の幕開けとなっ

たが、ジュネーブでの 9 日間について振

り返る。 

2．授業 

ジュネーブ大学 Biotech Campus におけ

る public health 等に関する講義に加え

て、CERN、UN library、WHO、ILO、Olympic 

Museum、Chillon Castle、Astronomical 

Observatory を訪れたことからわかるよ

うに学びの分野は多岐にわたった。病気、

特に感染病等に関する知識が増えたこと

は言うまでもなく、個人的にはプライバ

シーに関する講義が、身の回りの情報の

価値について改めて考えさせられ印象に

残った。このことから、所属学部に関わら

ず参加を検討 

してよいといえる。 

3．生活 

ジュネーブは札幌と比べて少し暖かく、

雪や雨の日もあったが比較的過ごしやす

かった。ただ防寒具は必要である。 

現金は10万円ほどあれば充分であると

いえる。もっとも今回は寮の滞在費の支

払いが帰国後となったため、4万円ほどし

か使わなかった。ただ安心のためクレジ

ットカードは持っておいた方がよいだろ

う。また、スイスの通貨はユーロではなく

スイスフランなのでご注意を。 

スイスのコンセントは日本とは異なる

ので対応電圧を確認の上、変換プラグを

用意する必要がある。そうすれば寮の Wi-

Fi を用いてスマートフォン等の電子機器

を利用できる。時差が8時間ほどあるが、

LINE 等で日本とも連絡を取ることが可能

である。 

困ったことはフランス語の知識が皆無

であったことである。標識等をはじめ基

本的にジュネーブはフランス語圏なので、

国連欧州本部にて 

モンブラン山麓の村にて 

少しでも知っておくとより生活を楽しめ

るだろう。 

今回の留学では予想以上に自炊する機

会が多かった。現地のスーパーで豊富に

売られているチーズを使った料理は、外

食に比べて食費を抑えられた上に、チー

ズだけに粗削りながらも格別であった。 

4．感想 

2 日間の短縮により観光的要素の強ま

った今回のプログラムで特に印象に残っ

たことについて 2つほど述べる。 

1 つ目は CERN での話である。工学及び

物理学に関わる者としてCERNは憧れの場

所であった。当然期待は大きかった。しか

し現地のガイドの方のイタリアなまりの

英語がほとんど聞き取れなかったのであ

る。聞きたいのにわからないということ

の悔しさを強く味わった。これほどまで

に言語の壁を痛感したことはなかった。

初めてのCERN訪問はこのような苦い経験

に終わったが、英語力の向上を誓い、自ら

を奮起させる経験として恥ずかしながら

ここに書かせていただく。 

2 つ目は WHO での話である。日本では評

価されない多くの転職歴が評価されるこ

と、それを可能にする人脈、自身の能力に

対する自信。あるいは、国際機関職員とい

えどもいち公務員であること、母国の家

族との関係など、現実の職業としての国

際機関職員が見えてくるような生の声を

聞くことができた。学生時代にやるべき

ことは読書と語学。正しい方向は選択肢

が増える方向。非常に貴重な体験であっ

た。いただいた言葉を大切にしたい。 

5．謝辞 

物心ついてからはじめての海外という

ことでかなり不安もあったが、充実感を

もって留学期間を終えることができた。

玉城先生には本当にいくら感謝してもし

きれないほどお世話になった。また、Dr 

Sandrine をはじめ講師の先生方、ともに

参加した学生の皆さん、プログラムに関

わっていただいたすべての方々にも心か

ら感謝している。 

最後に、これから留学にむかわれる

方々の安全と健康を祈って報告書の終わ

りとする。 

移動の拠点となったコルナヴァン駅にて

WHO にて 
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報告書 磯部一輝 工学部 2年 

 

1．はじめに 

ジュネーブ大学のプログラムに参加し

た動機は、学生のうちに CERN に行ってみ

たかったこと、国際機関への憧れ、英語力

の向上があげられる。悪天候により出発

が 2 日遅れるという波乱の幕開けとなっ

たが、ジュネーブでの 9 日間について振

り返る。 

2．授業 

ジュネーブ大学 Biotech Campus におけ

る public health 等に関する講義に加え

て、CERN、UN library、WHO、ILO、Olympic 

Museum、Chillon Castle、Astronomical 

Observatory を訪れたことからわかるよ

うに学びの分野は多岐にわたった。病気、

特に感染病等に関する知識が増えたこと

は言うまでもなく、個人的にはプライバ

シーに関する講義が、身の回りの情報の

価値について改めて考えさせられ印象に

残った。このことから、所属学部に関わら

ず参加を検討 

してよいといえる。 

3．生活 

ジュネーブは札幌と比べて少し暖かく、

雪や雨の日もあったが比較的過ごしやす

かった。ただ防寒具は必要である。 

現金は10万円ほどあれば充分であると

いえる。もっとも今回は寮の滞在費の支

払いが帰国後となったため、4万円ほどし

か使わなかった。ただ安心のためクレジ

ットカードは持っておいた方がよいだろ

う。また、スイスの通貨はユーロではなく

スイスフランなのでご注意を。 

スイスのコンセントは日本とは異なる

ので対応電圧を確認の上、変換プラグを

用意する必要がある。そうすれば寮の Wi-

Fi を用いてスマートフォン等の電子機器

を利用できる。時差が8時間ほどあるが、

LINE 等で日本とも連絡を取ることが可能

である。 

困ったことはフランス語の知識が皆無

であったことである。標識等をはじめ基

本的にジュネーブはフランス語圏なので、

国連欧州本部にて 

モンブラン山麓の村にて 

少しでも知っておくとより生活を楽しめ

るだろう。 

今回の留学では予想以上に自炊する機

会が多かった。現地のスーパーで豊富に

売られているチーズを使った料理は、外

食に比べて食費を抑えられた上に、チー

ズだけに粗削りながらも格別であった。 

4．感想 

2 日間の短縮により観光的要素の強ま

った今回のプログラムで特に印象に残っ

たことについて 2つほど述べる。 

1 つ目は CERN での話である。工学及び

物理学に関わる者としてCERNは憧れの場

所であった。当然期待は大きかった。しか

し現地のガイドの方のイタリアなまりの

英語がほとんど聞き取れなかったのであ

る。聞きたいのにわからないということ

の悔しさを強く味わった。これほどまで

に言語の壁を痛感したことはなかった。

初めてのCERN訪問はこのような苦い経験

に終わったが、英語力の向上を誓い、自ら

を奮起させる経験として恥ずかしながら

ここに書かせていただく。 

2 つ目は WHO での話である。日本では評

価されない多くの転職歴が評価されるこ

と、それを可能にする人脈、自身の能力に

対する自信。あるいは、国際機関職員とい

えどもいち公務員であること、母国の家

族との関係など、現実の職業としての国

際機関職員が見えてくるような生の声を

聞くことができた。学生時代にやるべき

ことは読書と語学。正しい方向は選択肢

が増える方向。非常に貴重な体験であっ

た。いただいた言葉を大切にしたい。 

5．謝辞 

物心ついてからはじめての海外という

ことでかなり不安もあったが、充実感を

もって留学期間を終えることができた。

玉城先生には本当にいくら感謝してもし

きれないほどお世話になった。また、Dr 

Sandrine をはじめ講師の先生方、ともに

参加した学生の皆さん、プログラムに関

わっていただいたすべての方々にも心か

ら感謝している。 

最後に、これから留学にむかわれる

方々の安全と健康を祈って報告書の終わ

りとする。 

移動の拠点となったコルナヴァン駅にて

WHO にて 
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報告書  近藤初実 法学部 2 年 

 

１ はじめに 

今回の研修は数年に 1 度ともいわれる大

雪による飛行機の欠航で、予定していた日

程が 2 日間短縮となりましたが、ジュネー

ブ大学でとても権威のある先生方から講義

を受けられたこと、様々な国際機関を見学

できたこと、現地の学生との交流ができた

こと、スイスの街をこの目で見て回れたこ

と、等々、全日程を通してとても有意義な

ものであったことをこのレポートにおいて

報告させていただきたいと思います。 

日程短縮のため、大きく分けて前半が施

設見学、後半がレクチャーとなったため、

「前半」「後半」の 2 章構成の報告とさせ

ていただきます。 

２ 前半（Day4-Day7） 

研修の前半は、CERN や国連図書館、WHO、

ILO などの国際機関や、オリンピックミュ

ージアム、モンブランなど、有名な観光地

を訪れました。 

国際機関では、そこで働く職員の方から

直にレクチャーをしていただくとともに、

学生からの質問にも親切に答えてください

ました。私にとっては遠い存在で、実際に

訪れる前はどんなところなのか、どんな人

が働いているのか、全く想像がついていな

かった国際機関ですが、今回、様々な国籍

の人たちが各専門分野に特化した仕事に生

きがいをもって取り組まれているのを自分

の目で見、お話を聞くという体験を通し

て、身近な存在に感じられるようになると

ともに、自分の将来の視野が広がりまし

た。 

モンブランを訪れた日は天気があまり安

定しておらず、ロープウェイで登ることは

断念しました。しかし、下からの景色も十

分圧巻で、夏の天気のいいときに、また訪

れたいと思わされました。 

前半だけでも日本とは違う街並みや自

然、国連機関の中まで体験でき、スイスを

満喫できたといっても過言ではないと思い

ます。 

⾶⾏機の窓から 

CERN:ATLASのコンピュータールーム 

国連図書館にある⽇本についての資料 

３ 後半（Day8-Day10） 

 後半は、主にジュネーブ大学のバイオテ

ックキャンパスという施設での講義でし

た。”Tropical diseases and vector 

control : as historical 

perspectives”,”polio eradication 

program”等、理系の内容が多く、辞書を片

手に四苦八苦する内容でしたが、講師の

方々が、分からなかったら何でも質問して

と声掛けしてくださったり、分かりやすい

単語を使いながらの授業展開をしてくださ

ったため、スライドも見ながら、なんとか

理解することができたと思います。野口英

世の黄熱病研究など、日本人学者の功績と

も関連付けての講義もあり、興味が湧く内

容でした。 

また、”European History and Building 

of Europe”の講義が私の中で最も印象的で

した。かつて帝国の下でバラバラに統一さ

れていたヨーロッパに、平和を守り経済と

社会の進歩を促進するために多くの国が結

束した EU ができるまでの流れについてや、

そもそもヨーロッパという概念は何なの

か、待ちゆく人へのインタビューを参考に

しながら考えていく、など、多岐にわたっ

た内容で、とてもおもしろかったです。専

門で学んでいる分野の講義を英語で受けた

らこんなかんじなんだろうなというイメー

ジが得られました。 

飛行機欠航によって削られた水について

の授業は、先に到着していた宮澤さんと藤

谷くんがプレゼンしてくれたので、内容を

理解することが出来ました。 

授業を通しては、語学力の大切さを痛感

しました。頭で思いついても発言するまで

にまだタイムラグがあり、幾度となくもど

かしい思いをしました。第二言語を学ぶ際

は、母語とは違う場所の脳を使うらしく、

まだ私は、脳の使い分けがし切れていない

と実感しました。最終目標を、英語でディ

スカッションをスムーズに行えるレベルと

設定し、今後、語学の勉強に励むことを心

に誓いました。 

モンブラン 

学⽣との交流  ⽟城先⽣とのツーショット 
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報告書  近藤初実 法学部 2 年 

 

１ はじめに 

今回の研修は数年に 1 度ともいわれる大

雪による飛行機の欠航で、予定していた日

程が 2 日間短縮となりましたが、ジュネー

ブ大学でとても権威のある先生方から講義

を受けられたこと、様々な国際機関を見学

できたこと、現地の学生との交流ができた

こと、スイスの街をこの目で見て回れたこ

と、等々、全日程を通してとても有意義な

ものであったことをこのレポートにおいて

報告させていただきたいと思います。 

日程短縮のため、大きく分けて前半が施

設見学、後半がレクチャーとなったため、

「前半」「後半」の 2 章構成の報告とさせ

ていただきます。 

２ 前半（Day4-Day7） 

研修の前半は、CERN や国連図書館、WHO、

ILO などの国際機関や、オリンピックミュ

ージアム、モンブランなど、有名な観光地

を訪れました。 

国際機関では、そこで働く職員の方から

直にレクチャーをしていただくとともに、

学生からの質問にも親切に答えてください

ました。私にとっては遠い存在で、実際に

訪れる前はどんなところなのか、どんな人

が働いているのか、全く想像がついていな

かった国際機関ですが、今回、様々な国籍

の人たちが各専門分野に特化した仕事に生

きがいをもって取り組まれているのを自分

の目で見、お話を聞くという体験を通し

て、身近な存在に感じられるようになると

ともに、自分の将来の視野が広がりまし

た。 

モンブランを訪れた日は天気があまり安

定しておらず、ロープウェイで登ることは

断念しました。しかし、下からの景色も十

分圧巻で、夏の天気のいいときに、また訪

れたいと思わされました。 

前半だけでも日本とは違う街並みや自

然、国連機関の中まで体験でき、スイスを

満喫できたといっても過言ではないと思い

ます。 

⾶⾏機の窓から 

CERN:ATLASのコンピュータールーム 

国連図書館にある⽇本についての資料 

３ 後半（Day8-Day10） 

 後半は、主にジュネーブ大学のバイオテ

ックキャンパスという施設での講義でし

た。”Tropical diseases and vector 

control : as historical 

perspectives”,”polio eradication 

program”等、理系の内容が多く、辞書を片

手に四苦八苦する内容でしたが、講師の

方々が、分からなかったら何でも質問して

と声掛けしてくださったり、分かりやすい

単語を使いながらの授業展開をしてくださ

ったため、スライドも見ながら、なんとか

理解することができたと思います。野口英

世の黄熱病研究など、日本人学者の功績と

も関連付けての講義もあり、興味が湧く内

容でした。 

また、”European History and Building 

of Europe”の講義が私の中で最も印象的で

した。かつて帝国の下でバラバラに統一さ

れていたヨーロッパに、平和を守り経済と

社会の進歩を促進するために多くの国が結

束した EU ができるまでの流れについてや、

そもそもヨーロッパという概念は何なの

か、待ちゆく人へのインタビューを参考に

しながら考えていく、など、多岐にわたっ

た内容で、とてもおもしろかったです。専

門で学んでいる分野の講義を英語で受けた

らこんなかんじなんだろうなというイメー

ジが得られました。 

飛行機欠航によって削られた水について

の授業は、先に到着していた宮澤さんと藤

谷くんがプレゼンしてくれたので、内容を

理解することが出来ました。 

授業を通しては、語学力の大切さを痛感

しました。頭で思いついても発言するまで

にまだタイムラグがあり、幾度となくもど

かしい思いをしました。第二言語を学ぶ際

は、母語とは違う場所の脳を使うらしく、

まだ私は、脳の使い分けがし切れていない

と実感しました。最終目標を、英語でディ

スカッションをスムーズに行えるレベルと

設定し、今後、語学の勉強に励むことを心

に誓いました。 

モンブラン 

学⽣との交流  ⽟城先⽣とのツーショット 
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４ さいごに 

 研修を引率してくださった玉城先生、さ

まざまな事前準備を手助けしてくださった

国際本部の大山さん、現地でかかわったす

べての方々のお力がなかったら、今回の研

修で得られた貴重な経験が出来なかったと

思うと、感謝してもしきれません。私たち

学生に、素晴らしい経験をさせてくだるた

めに、ご尽力していただき、本当にありが

とうございました。将来への糧となりまし

た。 

報告書 柴野 嵩大 文学部３年 

１、事前準備

こここでは、おおまかに事前に行った

準備について記します。物的な準備につ

いては、十分な着替え（冬季だったので嵩

張った。）、日用品、それからスーツケース

にはお土産を持って帰ってこられるスペ

ースを忘れずに用意しました。持って行

ってよかったと思ったものは、本とパソ

コンです。向こうについてからは読書の

ための時間などありませんが、飛行機の

中での時間が１２時間程度と長くその上、

時差の修正も必要なので、フライト中は

本があるとよいです。僕は株式投資につ

いての本と空港で買った新聞、お気に入

りのマンガの新刊を持っていきましたが、

行きで読み切ってしまいました。あとは

思いついたことを書き留めて置ける落書

き帳なども役に立ちました。長いフライ

トの時間はものを考えて整理するのにも

ってこいです。パソコンは例えば、僕がそ

うだったのですが、現地でふと朝食中に

先生から現地の学生の前での発表の依頼

を受けることもあります。これはとても

いい経験になりますからパソコンを持っ

てきていないからという理由で断ること

のないよう、また、日々の日記をつけたり

しておくためにもパソコンは持っていく

といいでしょう。寮では無線ラン環境が

整っています。（僕は毎日疲れ果てコート

を着て靴を履いたまま寝るほどでしたか

ら日記はつけられませんでした。）あとは

性能のいいカメラがあるとよさそう。カ

メラを持っている人がいましたが楽しそ

うでした。スイスは綺麗な景色、建物、素

敵な出会いに溢れていますから綺麗に収

めておきたいものです。 

あとは心的な準備ですが、言葉の準備

も大事ですが、「日本人の心で、英語の言

葉で」を心がけました。英語を話すからと

言って過度に西欧風に振る舞うのではな

く、日常的な僕を英語で表現することに

努めました。ですから心、中身の準備をし

ていくことが大事です。と、綺麗にまとめ

たかったのですが、事実、お恥ずかしいこ

とですが英語の準備が不十分で、話した

いことが話せなかったり、質問した回答

がいまいち理解できなかったり、あと一

歩物足りない、というもどかしさを感じ

ることが多かったので、やはり言葉の準

備も大事なようです。 

２、活動

２．１ 「君もウルトラマンにならない

か」

さて、僕たちの場合は悪天候のため出発

が二日遅れ、帰りは予定通りだったので、

二日短縮スケジュールでしたが、十分に

満足のいく密度の濃い１週間と少しの滞

在になりました。CERN、国連図書館、人権

会議の会場（傍聴席）、WHO、ILO、など札

幌で生活している僕には遠い異世界のこ

とに思えていた機関や人たちをこの目で

見ることができました。正直、英語力不足

で、先生が日本語で要約を話してくださ

るまで、毎度現地の方々が説明してくだ

さったことの半分も理解できていなかっ

たと思いますが、そのようなこと（機関の

目的や活動、就職方法などの基本データ）
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４ さいごに 

 研修を引率してくださった玉城先生、さ

まざまな事前準備を手助けしてくださった

国際本部の大山さん、現地でかかわったす

べての方々のお力がなかったら、今回の研

修で得られた貴重な経験が出来なかったと

思うと、感謝してもしきれません。私たち

学生に、素晴らしい経験をさせてくだるた

めに、ご尽力していただき、本当にありが

とうございました。将来への糧となりまし

た。 

報告書 柴野 嵩大 文学部３年 

 

１、事前準備 

 こここでは、おおまかに事前に行った

準備について記します。物的な準備につ

いては、十分な着替え（冬季だったので嵩

張った。）、日用品、それからスーツケース

にはお土産を持って帰ってこられるスペ

ースを忘れずに用意しました。持って行

ってよかったと思ったものは、本とパソ

コンです。向こうについてからは読書の

ための時間などありませんが、飛行機の

中での時間が１２時間程度と長くその上、

時差の修正も必要なので、フライト中は

本があるとよいです。僕は株式投資につ

いての本と空港で買った新聞、お気に入

りのマンガの新刊を持っていきましたが、

行きで読み切ってしまいました。あとは

思いついたことを書き留めて置ける落書

き帳なども役に立ちました。長いフライ

トの時間はものを考えて整理するのにも

ってこいです。パソコンは例えば、僕がそ

うだったのですが、現地でふと朝食中に

先生から現地の学生の前での発表の依頼

を受けることもあります。これはとても

いい経験になりますからパソコンを持っ

てきていないからという理由で断ること

のないよう、また、日々の日記をつけたり

しておくためにもパソコンは持っていく

といいでしょう。寮では無線ラン環境が

整っています。（僕は毎日疲れ果てコート

を着て靴を履いたまま寝るほどでしたか

ら日記はつけられませんでした。）あとは

性能のいいカメラがあるとよさそう。カ

メラを持っている人がいましたが楽しそ

うでした。スイスは綺麗な景色、建物、素

敵な出会いに溢れていますから綺麗に収

めておきたいものです。 

 あとは心的な準備ですが、言葉の準備

も大事ですが、「日本人の心で、英語の言

葉で」を心がけました。英語を話すからと

言って過度に西欧風に振る舞うのではな

く、日常的な僕を英語で表現することに

努めました。ですから心、中身の準備をし

ていくことが大事です。と、綺麗にまとめ

たかったのですが、事実、お恥ずかしいこ

とですが英語の準備が不十分で、話した

いことが話せなかったり、質問した回答

がいまいち理解できなかったり、あと一

歩物足りない、というもどかしさを感じ

ることが多かったので、やはり言葉の準

備も大事なようです。 

 

２、活動 

 ２．１ 「君もウルトラマンにならない

か」 

さて、僕たちの場合は悪天候のため出発

が二日遅れ、帰りは予定通りだったので、

二日短縮スケジュールでしたが、十分に

満足のいく密度の濃い１週間と少しの滞

在になりました。CERN、国連図書館、人権

会議の会場（傍聴席）、WHO、ILO、など札

幌で生活している僕には遠い異世界のこ

とに思えていた機関や人たちをこの目で

見ることができました。正直、英語力不足

で、先生が日本語で要約を話してくださ

るまで、毎度現地の方々が説明してくだ

さったことの半分も理解できていなかっ

たと思いますが、そのようなこと（機関の

目的や活動、就職方法などの基本データ）
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はネットで調べればいいことであって、

それよりも、国連で働く人々がどのよう

な人なのかに触れることができたことが

僕の中で大きな意義を持っています。全

く異世界の、僕とは無関係の人と思って

いた人に会えて国連の日常、国連への就

職的アクセスの仕方、を聞けるわけです

から、心持ちとしては、ウルトラマンの科

特隊の人々に会えて「君も世界を守らな

いか。」と誘われた心地で、「あ、僕もウル

トラマンになるって選択肢があるのか。」

と気づけたことはとても大きなことでし

た。日本では今、何かとグローバルな人材

を育てるために政策を行っていますが、

極端な話、まずは学生をこのプログラム

に参加させればいいと思います。百聞は

一見に如かず。どんな話を聞くより、「目

の前にグローバルが在るということがあ

り得る」という単純なことを知ることが、

着火剤になるのだと思います。一度火を

つければあとは勝手に燃えるでしょう。 

 

 ２．２ 「君もアンパンマンにならない

か」 

僕が心がけたことの一つに、ちゃんと日

本人であること、があります。これは決し

て演じないということで、常に僕でいよ

うと思いました。英語話者の様子を真似

るでも、ステレオタイプな慎ましやかな

日本人を演じるのでもなく、僕の感性の

ままにいようと思いました。これは日ご

ろから心がけていることで日本ではよく

「変わり者」と扱われまあ通用しますが、

スイスでの反応は上々で、僕が楽しめた

のと同様に、関わった人々には大いに楽

しんでもらえたと思います。（これは実は、

事前研修で先生もかの有名な「あんぱん

セオリー」として紹介なさっていたこと

です。）といいつつ、僕の感性がザ・日本

的なところがないわけでもなく、落語を

してみたり、相手の名前に漢字を当てて

漢字名をつけたり、日頃の感覚でツッコ

ミをしてみたり、向こうからしてみれば、

日本的な日本人だったのかもしれません。

もう一つは、エンターテナーであること

がありました。他の誰かでも行きつくよ

うな答えに甘んじることは避けました。

僕にしかできないフィードバックを精一

杯考えました。僕が心がけたのは、留学し

ている身であっても与えられるばかりで

なく、相手に何か返す、そういう互恵関係

にあることでした。そのとき、僕の感性で

何かを返そうと思ったら、落語だったり、

漢字の当て名だったりしたわけです。日

本的ではなく、これは僕的で、あの時あの

空間で僕ができる精一杯のパフォーマン

スを提供しようと思ったのです。言って

みれば、日本で育った自分の感性を英語

でくるんだ「アンパン」を配って相手を喜

ばせて回るアンパンマンであろうとした

ということです。落語の反応などは、向こ

うの担当の先生が特に目を輝かせて視線

を遣るたびに激しく首を振って笑顔をく

れるものですから、嬉しくなって終わっ

た後に、内容が分かったかを聞いてみる

と、ひと際大きい笑顔で、びしっと親指を

立てて、”Nothing!”と仰いました。それ

でも、日本の表現方法や、熱量を感じて楽

しんでくれたようで、その先生とはその

発表の後から距離が縮まったように思い

ます。アンを用意していけばパンが粗雑

でも伝わるものはある、ということの小

さな一例かも知れません。まさか、スイス

で落語をする機会を頂けるなんて思いも

よりませんで、いつも帰国後に困る、「今

回の留学で一番の思い出は」という問い

に困らない、大変貴重な経験ができたこ

とを嬉しく思います。（とは言え、伝わら

なかったのは大反省で、次回は英語で落

ちる落語を用意していきたいと思いま

す。） 

 

落語をする柴野の図 

 

漢字の当て名を手にする現地の日本語 

研究学生 

２．３ 「道具がないとおいしいディナ

ーも匂いしか嗅げない」 

２．１で書いたような、（と言うので矛盾

になりますが）言葉にはされようのない

「目の前で起きた感動」が、私が最も報告

したいことであり、それに付随した細か

な知識は実際、私の報告書の焦点をぼや

かしてしまいかねないのであまり記した

くないのですが、一応、留学報告書ですの

で、簡単に報告、まとめは記しますが、こ

こから何かを知ることは期待しないでく

ださい。 

CERN: 二日遅れてしまったので私たち

の初日はサンドリン先生の水と食物の講

義を飛ばして、幾度もノーベル賞の現場

となった実験施設 CERN に向かいました。

正直、STARWARS の機械みたいのがたくさ

んありましたが、文系の僕には何のこと

やらさっぱりでした。ただ、実験装置が壮

大で、フランスとスイス両方の国土に跨

って作られているなど、共通の目的の上

に国際的な協力関係が築かれているのを

目の当たりにできたことはよかったです。 

国連図書館: 続いて向かったのは、国連

図書館で、そこで働く日本人職員との接

触もできました。彼女とは日本語でです

が現在の日本の政治についても話す機会

があり国連勤務ですが日本の些末なニュ

ースにまで目を遣っていて国際的な立場

からの日本批判が聞けました。国連勤務

期の新渡戸の情報も実際に手に取って知

ることができました。 

WHO: ここでは WHO についての教科書的

な知識、統計データに加えて、WHO に勤め

る日本人職員の方にお話を伺いました。

お一方は様々な遍歴を持って今、中間管

理職を務めている男性、もうお一方はお

役所から派遣されてきた女性。双方の立
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はネットで調べればいいことであって、

それよりも、国連で働く人々がどのよう

な人なのかに触れることができたことが

僕の中で大きな意義を持っています。全

く異世界の、僕とは無関係の人と思って

いた人に会えて国連の日常、国連への就

職的アクセスの仕方、を聞けるわけです

から、心持ちとしては、ウルトラマンの科

特隊の人々に会えて「君も世界を守らな

いか。」と誘われた心地で、「あ、僕もウル

トラマンになるって選択肢があるのか。」

と気づけたことはとても大きなことでし

た。日本では今、何かとグローバルな人材

を育てるために政策を行っていますが、

極端な話、まずは学生をこのプログラム

に参加させればいいと思います。百聞は

一見に如かず。どんな話を聞くより、「目

の前にグローバルが在るということがあ

り得る」という単純なことを知ることが、

着火剤になるのだと思います。一度火を

つければあとは勝手に燃えるでしょう。 

 

 ２．２ 「君もアンパンマンにならない

か」 

僕が心がけたことの一つに、ちゃんと日

本人であること、があります。これは決し

て演じないということで、常に僕でいよ

うと思いました。英語話者の様子を真似

るでも、ステレオタイプな慎ましやかな

日本人を演じるのでもなく、僕の感性の

ままにいようと思いました。これは日ご

ろから心がけていることで日本ではよく

「変わり者」と扱われまあ通用しますが、

スイスでの反応は上々で、僕が楽しめた

のと同様に、関わった人々には大いに楽

しんでもらえたと思います。（これは実は、

事前研修で先生もかの有名な「あんぱん

セオリー」として紹介なさっていたこと

です。）といいつつ、僕の感性がザ・日本

的なところがないわけでもなく、落語を

してみたり、相手の名前に漢字を当てて

漢字名をつけたり、日頃の感覚でツッコ

ミをしてみたり、向こうからしてみれば、

日本的な日本人だったのかもしれません。

もう一つは、エンターテナーであること

がありました。他の誰かでも行きつくよ

うな答えに甘んじることは避けました。

僕にしかできないフィードバックを精一

杯考えました。僕が心がけたのは、留学し

ている身であっても与えられるばかりで

なく、相手に何か返す、そういう互恵関係

にあることでした。そのとき、僕の感性で

何かを返そうと思ったら、落語だったり、

漢字の当て名だったりしたわけです。日

本的ではなく、これは僕的で、あの時あの

空間で僕ができる精一杯のパフォーマン

スを提供しようと思ったのです。言って

みれば、日本で育った自分の感性を英語

でくるんだ「アンパン」を配って相手を喜

ばせて回るアンパンマンであろうとした

ということです。落語の反応などは、向こ

うの担当の先生が特に目を輝かせて視線

を遣るたびに激しく首を振って笑顔をく

れるものですから、嬉しくなって終わっ

た後に、内容が分かったかを聞いてみる

と、ひと際大きい笑顔で、びしっと親指を

立てて、”Nothing!”と仰いました。それ

でも、日本の表現方法や、熱量を感じて楽

しんでくれたようで、その先生とはその

発表の後から距離が縮まったように思い

ます。アンを用意していけばパンが粗雑

でも伝わるものはある、ということの小

さな一例かも知れません。まさか、スイス

で落語をする機会を頂けるなんて思いも

よりませんで、いつも帰国後に困る、「今

回の留学で一番の思い出は」という問い

に困らない、大変貴重な経験ができたこ

とを嬉しく思います。（とは言え、伝わら

なかったのは大反省で、次回は英語で落

ちる落語を用意していきたいと思いま

す。） 

 

落語をする柴野の図 

 

漢字の当て名を手にする現地の日本語 

研究学生 

２．３ 「道具がないとおいしいディナ

ーも匂いしか嗅げない」 

２．１で書いたような、（と言うので矛盾

になりますが）言葉にはされようのない

「目の前で起きた感動」が、私が最も報告

したいことであり、それに付随した細か

な知識は実際、私の報告書の焦点をぼや

かしてしまいかねないのであまり記した

くないのですが、一応、留学報告書ですの

で、簡単に報告、まとめは記しますが、こ

こから何かを知ることは期待しないでく

ださい。 

CERN: 二日遅れてしまったので私たち

の初日はサンドリン先生の水と食物の講

義を飛ばして、幾度もノーベル賞の現場

となった実験施設 CERN に向かいました。

正直、STARWARS の機械みたいのがたくさ

んありましたが、文系の僕には何のこと

やらさっぱりでした。ただ、実験装置が壮

大で、フランスとスイス両方の国土に跨

って作られているなど、共通の目的の上

に国際的な協力関係が築かれているのを

目の当たりにできたことはよかったです。 

国連図書館: 続いて向かったのは、国連

図書館で、そこで働く日本人職員との接

触もできました。彼女とは日本語でです

が現在の日本の政治についても話す機会

があり国連勤務ですが日本の些末なニュ

ースにまで目を遣っていて国際的な立場

からの日本批判が聞けました。国連勤務

期の新渡戸の情報も実際に手に取って知

ることができました。 

WHO: ここでは WHO についての教科書的

な知識、統計データに加えて、WHO に勤め

る日本人職員の方にお話を伺いました。

お一方は様々な遍歴を持って今、中間管

理職を務めている男性、もうお一方はお

役所から派遣されてきた女性。双方の立
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場から、国際的な職場での面白さ、苦労話、

そこに至るまでの道のりが聞け、国連で

働きたいと思っていた人、思った人には

耳寄りな情報だったと思います。また、国

際的に通用する、優れたプレゼン能力も

参考になりました。 

ILO: ここでは、労働について考える機

会がありましたが、私のわかったことは、

ILO は世界的に労働の下限を底上げする

ことであって、その理念が児童労働問題

や、強制労働、最低賃金問題などといった

形で具体化しているということです。今

の日本において、私たち大学生が抱える、

就職に夢を持てず作業のように就活をす

る就活生、その当然の結果としての高い

離職率といった問題、いわば労働の充実

といった比較的贅沢な問題については、

ILO は対応しておらず、それは個々人が、

あるいは個々の国が政策として考えるべ

きということでしょう。 

講義: ここでは、先生の専門の健康問題

から、ＥＵの歴史、機能、それからビッグ

データの時代との向き合い方まで、様々

なテーマの講義がなされました。どれも

興味深い内容でしたが知ったかぶっても

仕方がありませんので正直に報告いたし

ますが私は半分も理解できませんでした。

英語はしっかり準備していくといいでし

ょう。 

 ２．４ 「スイスの物価は安イッス」 

出発前、食費は一日１万弱かかると言わ

れていましたし、調べた結果もそのよう

な具合でしたが、実際そんなにかからな

かったと思います。晩御飯は、２回以外は

学生、先生が共同で自炊しました。自炊に

かかった材料費はたくさんの野菜にパス

タ、チーズや干し肉、ワインなどの贅沢を

しても一回に 20CHF ほど。朝食は軽くパ

ンと牛乳で済ませれば5CHFかからないほ

どです。昼はビュッフェ形式のところが

多かったですがどこで食べても大体

15CHF ほどでお腹一杯です。物価が高いと

いっても、MIGLOS や COOP など、現地のス

ーパーマーケットの食料品は安価で日本

と変わらない水準です。 

安価な食材の図 

３、後日談 

 帰ってきて、財布を開いて、４万弱の寮

費を払っていないにせよ５万円しか使っ

ていなかったことに驚きました。お土産

も十分に買って、一週間の間、一日中密な

スケジュールを満喫し、観光すべきとこ

ろも十分に回り、おいしいものを食べる

ことを一切我慢せず、様々な魅力的な人

たちと交流し、Facebook で友達になり、

あれだけ楽しい、貴重な経験をしたのに

も拘わらず、費用はたったの５万円（プラ

ス飛行機代１０万円）でした。これほどコ

ストパフォーマンスが高い留学は他に見

たことがありません。JASSO なり、新渡戸

カレッジなりの奨学金を得れば飛行機代

は浮きますから、本当に実質 9 万円ほど

で「グローバルになりたくなる気持ち」に

火をつけることのできる、貴重なプログ

ラムでした。 

 最後に、このような貴重な経験のお膳

建てをしてくださった、玉城先生、大山さ

ん、国際本部の職員各位、それから、私た

ちを熱烈に迎えてくださったサンドリン

先生はじめ、親切に対応してくださった

現地の方々、学生に感謝を申し上げて、私

の報告書を結ばせていただきます。 
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ますが私は半分も理解できませんでした。

英語はしっかり準備していくといいでし
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出発前、食費は一日１万弱かかると言わ

れていましたし、調べた結果もそのよう
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かかった材料費はたくさんの野菜にパス
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多かったですがどこで食べても大体

15CHF ほどでお腹一杯です。物価が高いと

いっても、MIGLOS や COOP など、現地のス

ーパーマーケットの食料品は安価で日本

と変わらない水準です。 
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３、後日談 

 帰ってきて、財布を開いて、４万弱の寮

費を払っていないにせよ５万円しか使っ

ていなかったことに驚きました。お土産

も十分に買って、一週間の間、一日中密な

スケジュールを満喫し、観光すべきとこ

ろも十分に回り、おいしいものを食べる

ことを一切我慢せず、様々な魅力的な人

たちと交流し、Facebook で友達になり、

あれだけ楽しい、貴重な経験をしたのに

も拘わらず、費用はたったの５万円（プラ

ス飛行機代１０万円）でした。これほどコ

ストパフォーマンスが高い留学は他に見

たことがありません。JASSO なり、新渡戸

カレッジなりの奨学金を得れば飛行機代

は浮きますから、本当に実質 9 万円ほど

で「グローバルになりたくなる気持ち」に

火をつけることのできる、貴重なプログ

ラムでした。 

 最後に、このような貴重な経験のお膳

建てをしてくださった、玉城先生、大山さ

ん、国際本部の職員各位、それから、私た

ちを熱烈に迎えてくださったサンドリン

先生はじめ、親切に対応してくださった

現地の方々、学生に感謝を申し上げて、私

の報告書を結ばせていただきます。 
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報告書 田中理佐 環境科学院修士二年 

１． はじめに 

 本プログラムは、北海道大学（札幌農学

校）二期生である新渡戸稲造の縁の地を

訪れ、国際人としての精神を養うことを

目的としてつくられた。この報告書では、

本プログラムに参加し、スイス・ジュネー

ブでの生活や、国際機関の訪問、学生間で

の交流、ジュネーブ大学での講義を通し

て得られた成果を記した。 

２． 参加目的 

将来、国際協力の世界で海外コンサル

タントとして働く際、WHO をはじめとする

国際機関と連携して事業を行うことは十

分考えられる。国際機関で働く人や、国際

機関が海外コンサルタントに求めるもの

を知ることは、海外コンサルタントとい

う夢への投資であると考え、このプログ

ラムに参加した。 

また、講義は英語で行われるので、英語

力の向上も目的の一つであった。 

３． 期間 

2016 年 3 月 2 日から 11 日 

（悪天候のため予定していた便が欠航し、

スケジュールが短縮され、８日間のプロ

グラムとなった。） 

４． 成果報告 

 この章は、ジュネーブでの生活、国際機

関の訪問、交流、ジュネーブ大学での講義

の 4つから構成される。 

①ジュネーブでの生活

 ジュネーブ大学の寮に泊まり、移動は

バスを使い、食事はランチを除いてほぼ

自炊をした。そうした生活を通し、ジュネ

ーブの文化を参与観察的に学んでいった。 

 ジュネーブには、国連をはじめとして

国際機関が数多く存在する。その影響も

あってか、人口の構成的にも多数派は外

から来た人間であり、ジュネーブ出身者

は少ない。スイス国としても、多言語・多

民族国家であり、街全体を通して、どこか

他の国を思わせる雰囲気をまとっている。

それが、逆にジュネーブらしさを象って

いると私は思う。ジュネーブ大学の学生

にそのことを指摘した際にも、同じよう

な答えが返ってきた。それがジュネーブ

だ、と。 

 そういったグローバルな環境は、ジュ

ネーブ人の日常生活にも大きな影響を及

ぼしている。たとえば、ジュネーブのバス

環境は非常に整っていて、日本の地下鉄

のように早朝から深夜まで走る便利なも

のなのだが、そのバスの中で、ギリシャの

大使の人と話す機会があった。きっかけ

は本当に偶然だ。バスの中で、私は足を大

使のピンヒールで踏まれたのだ。あまり

に も 痛 く て 顔 を し か め な が

ら”It’s…it’s okay…”と言ったか

らか、そこからジュネーブのバスの運転

の粗さの話になり。いつの間にかオフィ

ス訪問の話になった。残念ながらスケジ

ュールの都合上、訪問はかなわなかった

が、日常的にこういった出会いが期待で

きるジュネーブの人たちは、なんて幸せ

なのだろうと思った。こうして身近に国

際機関を見、そこで働く人と接すること

は、自分の価値観や立ち位置を見直すき

っかけにもなる。結果的に、ジュネーブ人

の国際性へ貢献していると感じた。 

食事は、地元のスーパーで買い物をし。

自炊をすることが多かった。スイスの代

表的な食べ物と言えば、チョコレートと

チーズだが、スーパーで目にしただけで

も信じられないくらいの種類があった。

また、ヨーロッパでは珍しく、レストラン

で水が無料で飲める国でもあった。 

サンドリーン先生曰く、スイスは地質 

的に農業に向かないらしい。スーパーで

もスイス産の農作物はあまり見なかった

ように思う。また、地形的にもイタリアと

フランスという料理で有名な国に囲まれ

ていて、スイス料理・スイス独自の味とい

うものは、ジュネーブに住む限り特に感

じられなかった。これもまたジュネーブ

らしさなのだと思う。 

②国際機関の訪問

CERN、ILO、UN、WHO を訪問した。特に、

WHO では実際に現場で働く職員の方の話

を伺うことができたので、参加目的の一

つである、国際機関で働く人を知ること

は大いに達成できた。日本にいたら確実

に聞けなかっただろう話や裏話は、以前

に私が国際機関に抱いていた印象を大き

く変えた。 

UN library では、本プログラムのため

だけに、新渡戸稲造の関わったすべての

記録や文書を用意してくださっていて、

感動した。新渡戸稲造が、国際連盟事務次

長に携わっていたことをうけて、第一次

世界大戦や第二次世界大戦、今の国際情

勢にも話は及んだ。その後、それらについ

て意見交換できたことは、このプログラ

ムで得た財産の一つである。また、プログ

ラム日程がちょうど世界人権会議期間と

被ったため、実際の国際会議の現場を目

にすることができた。目の前で討論を傍

聴したことは、滅多にできない経験であ

り、感激すると同時に、自身の向上心も刺

激された。 

また、それぞれ設立目的や対象者も違

う国際機関を訪れたことで、それぞれの

比較をすることができ、一口に国際機関

で働く人を知るというのではなく、その

人の考え方に影響を与えているであろう

「組織」についても知る必要性があるこ

とを知った。それゆえ、海外コンサルタン

トに求めているものは、どの組織でのプ

ジュネーブの街並

スーパーに売られていたチョコレート
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報告書 田中理佐 環境科学院修士二年  

 

１． はじめに 
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校）二期生である新渡戸稲造の縁の地を

訪れ、国際人としての精神を養うことを

目的としてつくられた。この報告書では、

本プログラムに参加し、スイス・ジュネー

ブでの生活や、国際機関の訪問、学生間で

の交流、ジュネーブ大学での講義を通し

て得られた成果を記した。 

 

２． 参加目的 

将来、国際協力の世界で海外コンサル

タントとして働く際、WHO をはじめとする
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（悪天候のため予定していた便が欠航し、

スケジュールが短縮され、８日間のプロ
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４． 成果報告 

 この章は、ジュネーブでの生活、国際機

関の訪問、交流、ジュネーブ大学での講義

の 4つから構成される。 

 

①ジュネーブでの生活 

 ジュネーブ大学の寮に泊まり、移動は

バスを使い、食事はランチを除いてほぼ

自炊をした。そうした生活を通し、ジュネ

ーブの文化を参与観察的に学んでいった。 

 ジュネーブには、国連をはじめとして

国際機関が数多く存在する。その影響も

あってか、人口の構成的にも多数派は外

から来た人間であり、ジュネーブ出身者

は少ない。スイス国としても、多言語・多

民族国家であり、街全体を通して、どこか

他の国を思わせる雰囲気をまとっている。

それが、逆にジュネーブらしさを象って

いると私は思う。ジュネーブ大学の学生

にそのことを指摘した際にも、同じよう

な答えが返ってきた。それがジュネーブ

だ、と。 

 そういったグローバルな環境は、ジュ

ネーブ人の日常生活にも大きな影響を及

ぼしている。たとえば、ジュネーブのバス

環境は非常に整っていて、日本の地下鉄

のように早朝から深夜まで走る便利なも

のなのだが、そのバスの中で、ギリシャの

大使の人と話す機会があった。きっかけ

は本当に偶然だ。バスの中で、私は足を大

使のピンヒールで踏まれたのだ。あまり

に も 痛 く て 顔 を し か め な が

ら”It’s…it’s okay…”と言ったか

らか、そこからジュネーブのバスの運転

の粗さの話になり。いつの間にかオフィ

ス訪問の話になった。残念ながらスケジ
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ジュネーブの街並

スーパーに売られていたチョコレート 
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ロジェクトか、そのときの状況によって

大きく異なる。海外コンサルタントに求

められているものを知るという当初の目

的自体が、少しずれていたことに気付い

た。これは、その場その場で自分で気付き、

柔軟に対応していくべきものなのだろう

と思う。そのことに気付くことができた

という意味で、この訪問は、自身の将来に

つながる財産となった。 

③交流

この章では、現地学生との交流と。全く

異なる背景をもつ北大生同士の交流とい

う、二つの観点から述べていきたい。 

 現地学生とは、主に授業やパーティー

を通して交流を図った。授業では医学系

学部生、パーティーでは言語専攻（特に日

本語）の学生たちと接する機会が多かっ

た。接していて思ったのは、どこの国の出

身であろうと、カルチャーショックを受

けるほど人格に違いはないということだ。

むしろ、日本人らしさをスイス人に感じ

ることもあった。前年度の報告書にも、カ

ルチャーショックを受けたという記述は

ないことから、こういった印象を持った

のは、私だけではないように思う。 

 カルチャーショックを受けたのは、む

しろ北大生に対してであった。今回のプ

ログラムには、様々な背景をもつ人々が

集まっていた。将来国連職員を目指して

いる人、役者を目指す人、世界一周旅行を

したい人と様々な夢をもち、かつ学部も

出身も国籍もばらばら、性格も個性的な

人ばかりだった。そういった人々と共に

８日間を過ごすことができ、非常に刺激

的な毎日であった。印象的だったのは、持

続可能な発展について夕飯を食べながら

討論したことである。私はその時、ジェン

ダーとサステナブルな発展への指摘に対

して、うまく説明することができなかっ

た。相手がなぜその質問をしたのか、なに

が理解を隔てているのかが分からず、動

WHO にて 講義の様子（１） 

UN にて 世界人権会議の様子 

WHO にて 講義の様子（２） 

揺した。それを見事に論じた玉城先生も

さすがであったし、そうした視点もある

ことに気付く機会を設けてくれた、本プ

ログラムは非常に有意義であった。 

③ジュネーブ大学での講義

専攻に関係なく、様々な分野の講義を、

様々なアクセントの英語で聴講した。こ

れらは、日本の座学と違い、積極的に発言

することが求められている。英語で発言

できる好機を生かせるよう、とにかく何

か意見する姿勢をもって授業に臨んでい

た。 

印象的だったのは、Tropical diseases 

の講義だ。ブユ（黒バエ）を媒介として失

明してしまう伝染病に苦しめられていた、

あるアフリカの村の人が、This disease 

is worse than poverty と表現したのを

見てぞっとした。アフリカでは、失明した

人々の生存率は３０から５０パーセント

減少する。貧困よりも辛い、生き地獄のよ

うな日々が想像できると同時に、病は人

間の尊厳も脅かす存在なのだと知った。

そして、その伝染病を、直接的（ワクチン

接種等）、間接的（ブユの発生する環境を

絶つ等）アプローチを用いて見事に解決

した、WHO 率いるプロジェクトに、素直に

感動した。プロジェクトが成功するには、

論理だけでなく、住民の理解や文化的側

面への配慮が欠かせない。成功の裏には、

関係者 200 人らの豊かな知識の統合と努

力があったのだろうと想像できた。 

こうして講義を通して感銘を受ける一

方で、自分の専攻分野と全く異なる授業

では、意見を求められても答えに詰まる

ことが多かった。そのたびに、いかに自分

が中身のない人間かということを思い知

らされた。人類の課題である「持続可能な

発展」を目指すうえで、他分野の知識を理

解・統合することは、非常に重要である。

だが、頭では分かっていても、体現するこ

とは難しい。すべてを完璧に知ることは

できなくとも、それらを柔軟に受け入れ

る素直な姿勢だけは、今後意識的に行っ

ていこうと思った。 

また、国際都市ジュネーブに位置する

代諾での講義というだけあって、授業は

様様なアクセントで行われた。特に、フラ

ンス語なまりの英語は。普段接する機会

がほとんどなかったので、Globish を学ぶ

上で貴重な経験であった。話すスピード

もアクセントも違う英語を、理解し発言

ジュネーブ大学にて 講義を終えて 

ジュネーブ大学の学生とパーティー 
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することは難しかったが、それらは目的

の一つであった、英語力の向上に貢献し

たように思う。 

最後に、医学や薬学の授業を全くとっ

てこなかった私にとって、医学系英単語

の理解はまた一つのハードルであった。

事前に学習しようにも、なかなか良い教

材が見つからず困った経験をもとに、巻

末に私が授業中にメモした英単語集を載

せた。次期参加者の方々には、ぜひ有効に

活用していただきたい。そして、次期本プ

ログラムが、次期参加者の方々にとって、

より実りあるものにつながることを祈っ

ている。 

５． 謝辞 

 本プログラム参加において、玉城先生

および国際教務課の大山さんには、大変

お世話になった。心より感謝を述べたい。

玉城先生には、プログラム全体を通して、

大家族の一員ように愛をもって面倒を見

ていただいた。また、前例のない、卒業を

間近に控えた修士二年生の参加というこ

とで、事務手続きをはじめ、大山さんには

非常にお世話になった。最後に、本プログ

ラムをともに過ごした参加者の皆さんと、

本プログラムに関わったすべての方々に

感謝の意を述べたい。ありがとうござい

ました。 

６． 巻末付録 

講義で用い、メモした英単語集 

vector 媒介 

plague 伝染病 

passive immunity 血清 

parasite パラサイト 

tetanus 破傷風 

non-conformist 遵奉者 

fly ブユ（もちろんハエの意味もある） 

implore 懇願する 

eradication 根絶 

small pox 天然痘 

umbilical cord へその緒 

measles 麻疹（はしか） 

epidemics 伝染病 

rubella ３日麻疹 

beriberi 脚気 

infirmity 脆弱、老衰 

outbreak 流行、発生 

null hypothesis 帰無仮説 

surveillance 感染病などの動向を探る

こと 

parliament 国会 

long-term health care insurance 介護

保険制度 

epidemiologic 疫学的な 

trajectory 軌道 

immortality 不死身 

anonymous 匿名の 

pseudonym ペンネーム 

ジュネーブ大学天文台にて 講義風景 

報告書 辻笑子 経済学部 2年 

 

１、スイスの概要 

 ドイツ語・フランス語・イタリア語・

ロマンシュ語の 4ヶ国語が公用語の国で

はあるが 

英語は問題なく通じた。物価は非常に高

い（ランチで 2000 円、ディナーで 4000

円程度）。 

 

２、訪れた場所 

 ・CERN      欧州原子核研究機構 

 ・UN         国連 

 ・WHO       世界保健機関 

 ・ILO    国際労働機関 

 ・Olympic Museum   オリンピック

ミュージアム 

 ・Château de Chillon  シヨン城 

 ・Chamonix-Mont-Blanc シャモニー

＝モン＝ブラン 

 ・Nitobe Inazo’s old residence  

新渡戸稲造の家 

 ・Factory of FRANCK MULLER  フラン

クミュラーの工場など 

 

 およそ１週間で上記のような場所を訪

れ、充実した日々を過ごすことができ

た。中でも最も感動したのはシャモニー

である。ゴンドラで山頂まで上りそこか

ら見た景色は最高だった。ヨーロッパ最

高峰のモンブランもかすかに見ることが

できた。 

 

３、講義について 

 Plague, Health, History, 

Literature, Astronomical observation 

など、幅広い分野を学んだ。自分の専門

分野以外の内容を英語で学ぶことは難し

かったが、とても興味深いものでもあっ

た。講義を受けて感じたことは、語学力

はもちろん必要だが、それ以前に、さま

ざまな分野の一般教養を身につけること

が必要だと改めて感じた。スイスの歴史

を学ぶにしても、日本の歴史を知ってい

なければ比較したり、関連性を見出せな

いので、最低限の知識を身につけようと

思った。 

 

４、生活について 

 ジュネーブ大学の寮に 2人 1 部屋で住

んだ。部屋にはベッドと洗面所のみで、

共用のトイレ、シャワー、キッチンとい

った簡素な造りだった。また、部屋は

Wi-Fi 環境が悪く、一応繋がるが電波が

悪いためほとんど使用できない状況だっ

た。なので、寮のロビーで Wi-Fi を使う

ことが多かった。大学内、街中でもほと

んど Wi-Fi を使用できなかった。 

 大学までは寮からバスで 30 分以内に

は着いたと思う。意外とバスの運転が荒

くて驚いた。 

 また、費用面に関して当初の概算費用

としては約 30 万円と見込まれていた

が、実際はそんなにかからなかった。 

 

航空券             10 万円 

寮費           4 万円 

その他(食費、お土産など)  3 万円 

 

 私は奨学金を 10 万円頂いたので合計 7

万円しかかからなかった。こんなに低額

で素晴らしい経験ができたので非常に満
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保険制度 

epidemiologic 疫学的な 

trajectory 軌道 

immortality 不死身 

anonymous 匿名の 

pseudonym ペンネーム 

ジュネーブ大学天文台にて 講義風景 

報告書 辻笑子 経済学部 2年 

 

１、スイスの概要 

 ドイツ語・フランス語・イタリア語・

ロマンシュ語の 4ヶ国語が公用語の国で

はあるが 

英語は問題なく通じた。物価は非常に高

い（ランチで 2000 円、ディナーで 4000

円程度）。 

 

２、訪れた場所 

 ・CERN      欧州原子核研究機構 

 ・UN         国連 

 ・WHO       世界保健機関 

 ・ILO    国際労働機関 

 ・Olympic Museum   オリンピック

ミュージアム 

 ・Château de Chillon  シヨン城 

 ・Chamonix-Mont-Blanc シャモニー

＝モン＝ブラン 

 ・Nitobe Inazo’s old residence  

新渡戸稲造の家 

 ・Factory of FRANCK MULLER  フラン

クミュラーの工場など 

 

 およそ１週間で上記のような場所を訪

れ、充実した日々を過ごすことができ

た。中でも最も感動したのはシャモニー

である。ゴンドラで山頂まで上りそこか

ら見た景色は最高だった。ヨーロッパ最

高峰のモンブランもかすかに見ることが

できた。 

 

３、講義について 

 Plague, Health, History, 

Literature, Astronomical observation 

など、幅広い分野を学んだ。自分の専門

分野以外の内容を英語で学ぶことは難し

かったが、とても興味深いものでもあっ

た。講義を受けて感じたことは、語学力

はもちろん必要だが、それ以前に、さま

ざまな分野の一般教養を身につけること

が必要だと改めて感じた。スイスの歴史

を学ぶにしても、日本の歴史を知ってい

なければ比較したり、関連性を見出せな

いので、最低限の知識を身につけようと

思った。 

 

４、生活について 

 ジュネーブ大学の寮に 2人 1 部屋で住

んだ。部屋にはベッドと洗面所のみで、

共用のトイレ、シャワー、キッチンとい

った簡素な造りだった。また、部屋は

Wi-Fi 環境が悪く、一応繋がるが電波が

悪いためほとんど使用できない状況だっ

た。なので、寮のロビーで Wi-Fi を使う

ことが多かった。大学内、街中でもほと

んど Wi-Fi を使用できなかった。 

 大学までは寮からバスで 30 分以内に

は着いたと思う。意外とバスの運転が荒

くて驚いた。 

 また、費用面に関して当初の概算費用

としては約 30 万円と見込まれていた

が、実際はそんなにかからなかった。 

 

航空券             10 万円 

寮費           4 万円 

その他(食費、お土産など)  3 万円 

 

 私は奨学金を 10 万円頂いたので合計 7

万円しかかからなかった。こんなに低額

で素晴らしい経験ができたので非常に満
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足している。 

 

５、最後に 

 ジュネーブ大学での短期留学を通し

て、多くのことを学んだ。一番印象に残

っていることは、よく「異文化理解をす

る」と耳にするが、異文化なんて存在し

ない、と玉城先生はおっしゃった。確か

に人間は皆同じで異文化として区別する

ことは差別である。このようなことを初

めとして人生に関わる深い話まで聞くこ

とができて本当に良かった。最後まで私

たちに引率してくださった玉城先生には

心から感謝を申し上げたい。 

 また、国連など普通には入れないよう

なところに行くことは、本当にいい機会

なので、今後多くの学生がこのプログラ

ムに参加してほしいと強く思った。 

 
↑サンドリーン先生の家でジュネーブ 
大学の学生とのパーティ 

 

↑ILO にて 

報告書 藤谷和廣 法学部 2年 

 

はじめに 

成田のホテルから空港に向かうバスの

中、玉城先生から突然電話がかかって

きた。新千歳からのフライトが大雪の

ためキャンセルになったという。「オプ

ションは 2つある。」東京で待機して翌

日以降みんなと合流するか。それとも

…「行っちゃうか？」「はい！」こうし

てジュネーブへの旅は始まった。 

1 日目 

成田から先に出発したのは僕を含めて

2 人だけ。ジュネーブの空港では、ちょ

うど WHO（World Health Organization）

でインターンをしていた医学部の寺田

さんが迎えてくれた。知らない土地に

足を踏み入れるとき、はじめの一歩が

最も緊張するものである。先生の緊急

の要請に応え、宿泊先の寮まで案内し

てくださった寺田さんの存在は本当に

大きかった。寮はキッチン・シャワー付

きの部屋から、僕が泊まったベッドだ

けの部屋までピンキリだが、後者でも

10 日間で約 40,000 円だから決して安

くはない。 

2 日目 

予定が変更になったため、結局この日

はホスト役のSandrine先生のガイドで

街を散策し、旧市街にある有名なレス

トランでラクレットと白ワインをごち

そうになった。そのあと、ジュネーブ大

学で日本語を勉強している学生 5~6 人

と会い、わいわいがやがやこの時期に

しては暖かな午後の日差しを堪能した。 

3 日目 

午前中は「水へのアクセス」について、

Sandrine 先生の講義を聴いた。特に、

汚染された水を日光にさらすことで簡

単にきれいにする方法などは、様々な

場面で実践できると感じた。昼は大学

の食堂で前日あったこの一人と待ち合

わせてランチをとり、美術・歴史博物館

を見学。夜 8 時頃、玉城先生をはじめ

他の 9人が寮に到着した。 

4 日目 

午前中は CERN（European Organization 

for Nuclear Research）、午後は国連の

図書館を見学した。条約の記録などが

全て保管されており、国際連盟の創設

国連欧州本部 Palais des Nations

にて 
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っていることは、よく「異文化理解をす

る」と耳にするが、異文化なんて存在し

ない、と玉城先生はおっしゃった。確か

に人間は皆同じで異文化として区別する

ことは差別である。このようなことを初

めとして人生に関わる深い話まで聞くこ

とができて本当に良かった。最後まで私

たちに引率してくださった玉城先生には

心から感謝を申し上げたい。 

また、国連など普通には入れないよう

なところに行くことは、本当にいい機会

なので、今後多くの学生がこのプログラ

ムに参加してほしいと強く思った。 

↑サンドリーン先生の家でジュネーブ 
大学の学生とのパーティ 

↑ILO にて

報告書 藤谷和廣 法学部 2年 

はじめに 

成田のホテルから空港に向かうバスの

中、玉城先生から突然電話がかかって

きた。新千歳からのフライトが大雪の

ためキャンセルになったという。「オプ

ションは 2つある。」東京で待機して翌

日以降みんなと合流するか。それとも

…「行っちゃうか？」「はい！」こうし

てジュネーブへの旅は始まった。 

1 日目 

成田から先に出発したのは僕を含めて

2 人だけ。ジュネーブの空港では、ちょ

うど WHO（World Health Organization）

でインターンをしていた医学部の寺田

さんが迎えてくれた。知らない土地に

足を踏み入れるとき、はじめの一歩が

最も緊張するものである。先生の緊急

の要請に応え、宿泊先の寮まで案内し

てくださった寺田さんの存在は本当に

大きかった。寮はキッチン・シャワー付

きの部屋から、僕が泊まったベッドだ

けの部屋までピンキリだが、後者でも
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くはない。 
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予定が変更になったため、結局この日

はホスト役のSandrine先生のガイドで

街を散策し、旧市街にある有名なレス

トランでラクレットと白ワインをごち

そうになった。そのあと、ジュネーブ大

学で日本語を勉強している学生 5~6 人

と会い、わいわいがやがやこの時期に

しては暖かな午後の日差しを堪能した。 

3 日目 

午前中は「水へのアクセス」について、

Sandrine 先生の講義を聴いた。特に、

汚染された水を日光にさらすことで簡

単にきれいにする方法などは、様々な

場面で実践できると感じた。昼は大学

の食堂で前日あったこの一人と待ち合

わせてランチをとり、美術・歴史博物館

を見学。夜 8 時頃、玉城先生をはじめ

他の 9人が寮に到着した。 

4 日目 

午前中は CERN（European Organization 

for Nuclear Research）、午後は国連の

図書館を見学した。条約の記録などが
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族とともに、湖のほとりで名物のチー

ズフォンデュを味わった。

9 日目

午前中は、吉村昭の小説「破船」を題材

にして公衆衛生（Public Health）につ

いて議論したあと、僕たち 2 人のみが

受けた Sandrine 先生の「水へのアクセ

ス」について講義をまとめ、プレゼンし

た。午後はヨーロッパの近代史を学ん

だ。「ヨーロッパ人」としてのアイデン

ティティが少なからず共有されている

ということを知り、EU に代表されるヨ

ーロッパ統一の動きは歴史的に興味深

い挑戦であると改めて実感した。

10日目

午前中は健康について玉城先生による

まとめの講義、つづいて個人情報の守

り方についてのレクチャーがあった。

良好な健康状態を死の直前まで維持さ

せる政策が人間性を無視しているとい

う指摘は、確かに的を射ていると思っ

た。午後はジュネーブ大学の天文学研

究所を訪れ、太陽系の各惑星について

3D 映像を見ながら解説を受けた。その

あと、新渡戸稲造のかつての居住地で

あったフランク・ミュラーの工場を見

学した。夜は、再び現地の学生たちとと

もにジュネーブの夜をバスの終電まで

楽しんだ。

おわりに

ジュネーブはとても健康的な街である。

伝統的な建築物に囲まれて公共交通機

関が充実している。昼下がりの散歩に

最適な公園があり、湖の眺めは常に心

が洗われるようである。道行く人は全

て英語を話し、とても親切なので迷っ

ても安心だ。通りには高級なホテル・シ

ョップ・レストランが建ち並ぶ大都会

だが、人口はそれほど多くないため落

ち着きが感じられる。このような美し

い場所で思う存分羽を伸ばし、様々な

ことを吸収することができたのも、

Sandrine 先生の惜しみない協力に加え

て、玉城先生ほか国際本部の方々の尽

力と寛大な心があってこそである。心

から感謝と尊敬の意を表したい。

At the University of Geneva 
Campus Biotech

At the University of Geneva 
Campus Biotech

以来、人類が平和を追求してきた歴史

を改めて実感した。夜は玉城先生の部

屋に集まり、スーパーで大量に買い込

んだチーズ・ワイン・パスタを楽しんだ。

この日に限らず、夕食は財政面も考慮

して基本的に自炊だった。 

5 日目 

午 前 中 は WHO 、 午 後 は ILO

（International Labour Organization）

を訪問し、それぞれで働いている日本

人の方にお話を伺った。国際機関で働

くとはどういうことなのか、コミュニ

ケーションを取る上での苦労や結婚に

ついての悩みなどを聞き、現実的なか

たちでイメージすることができた。ま

た、機関の専門ではなく分野の専門で

あればよいということを認識し、自分

の可能性を広げるために今何ができる

のかを改めて考える機会となった。夜

は Sandrine先生の家に招待され、ジュ

ネーブ大学の文学部・医学部の学生た

ちと、もはや定番となったチーズと生

ハムをお供に乾杯した。 

週末 

土曜日はシヨン城、日曜日はシャモニ

ーまで車で足を運んだ。シヨン上から

眺めるレマン湖とフランス側の山々の

景色は圧巻だったが、シャモニーから

のモンブランは悪天候のため霞んでい

た。 

8 日目 

この日から本格的にレクチャーが始ま

ったが、朝寝坊したため、一人でバスを

乗り継いでジュネーブ大学の Biotech 

Campus に向かう羽目になった。午前中

は主にWHO、午後はICRC（International 

Committee of the Red Cross）の活動

について、引退した、あるいは現役の職

員の方からお話を聞いた。病気への対

応に関して、根絶（Eradication）・排除

（Elimination）・管理（Control）の違

いについて学んだ。また、貧困地域に対

しては食料の提供だけでは不十分であ

り、経済基盤が確立するまでの支援が

必要だということを確認した。夜は、日

本大使館に勤める山下さんと彼のご家

With Dr Miyagishima at WHO 

Chateau du Chillon にて 
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報告書 松尾すみれ 工学部 2 年 

1.はじめに

今回のプログラムは千歳の大雪により飛

行機が欠航し、出発日が２日遅れるとい

うハプニングから始まりましたが、スイ

ス到着後は特にトラブルなくスムーズに

進み、非常に実のある日々を過ごすこと

が出来ました。以下にジュネーブ大学

Biotech キャンパスでの講義、寮での生活、

国際機関訪問、週末のアクティビティに

ついて述べたいと思います。 

2.Biotechキャンパスでの講義

ここでは主に公衆衛生や保健、健康につ

いて様々な講師から学びました。自身の

所属学科から考えると専門外ですが、自

分の健康に直結する内容ばかりであった

のでとても役に立ちました。ただ、講義に

はたくさんの専門用語が使われ、しかも

講義して下さった先生方は英語を母国語

としていないので発音に訛りがあったの

で聞き取ることに大変苦労しました。そ

のため、自分の英語力不足と、英語のネイ

ティブスピーカーとだけ通じ合えれば良

いわけではないということを改めて痛感

しました。 

3.寮での生活

私が使用していた部屋に備え付けられて

いたのはベッドと机と洗面台のみであり、

トイレ、キッチン、シャワー等は全てフロ

ア共用でした。そのため自宅から持参し

たものでは不十分で不便な場面もありま

した。また、同じフロアには男性も住んで

いたので最初は少し怖い気持ちもありま

した。食事に関しては、スイスは物価が高

いので朝食は日本から持って行ったレト

ルトご飯やインスタントラーメンを食べ

ていました。 

4.国際機関訪問

私たちは国連の欧州本部、WHO、ILO を訪

問し、それぞれの場所で働いていらっし

ゃる日本人の方にお話を伺いました。ど

の方も国際機関で働くメリットややりが

いだけでなく、苦労していることやそこ

で働き始めるまでの経緯なども詳しく話

して下さりました。本やインターネット

では決して知ることの出来ない内容を知

ることができ、非常に有意義な時間でし

た。 

国連前のオブジェ「壊れた椅子」 

5.週末のアクティビティ

週末はバスをチャーターし、国境を越え

て隣接している国にも足を運びました。
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オリンピック博物館には歴代の松明や実

際に使用されたものが様々展示されてい

ました。 

天候が悪く、モンブランを綺麗に見るこ

とが出来なかったのは残念でしたが、ヨ

ーロッパに行くのが人生初であった私に

とってはどこに行っても何を見ても刺激

的でとにかく楽しい週末でした。 

シヨン城 

6.最後に

今回このプログラムに参加して、国際機

関を訪問し、実際に今そこで働いている

方々にお会いして、将来私も海外で働い

てみたいという気持ちが強くなりました。

期間が短縮されたこともあり、毎日あっ

という間でしたが本当に充実していて貴

重な経験となりました。引率して下さっ

た玉城先生をはじめ、このプログラムに

携わって下さった全ての方に感謝申し上

げます。 

往復に利用した 
Swiss International Airlines 

報告書 松尾すみれ 工学部 2 年

1.はじめに

今回のプログラムは千歳の大雪により飛

行機が欠航し、出発日が２日遅れるとい

うハプニングから始まりましたが、スイ

ス到着後は特にトラブルなくスムーズに

進み、非常に実のある日々を過ごすこと

が出来ました。以下にジュネーブ大学

Biotech キャンパスでの講義、寮での生活、

国際機関訪問、週末のアクティビティに

ついて述べたいと思います。

2.Biotechキャンパスでの講義

ここでは主に公衆衛生や保健、健康につ

いて様々な講師から学びました。自身の

所属学科から考えると専門外ですが、自

分の健康に直結する内容ばかりであった

のでとても役に立ちました。ただ、講義に

はたくさんの専門用語が使われ、しかも

講義して下さった先生方は英語を母国語

としていないので発音に訛りがあったの

で聞き取ることに大変苦労しました。そ

のため、自分の英語力不足と、英語のネイ

ティブスピーカーとだけ通じ合えれば良

いわけではないということを改めて痛感

しました。

3.寮での生活

私が使用していた部屋に備え付けられて

いたのはベッドと机と洗面台のみであり、

トイレ、キッチン、シャワー等は全てフロ

ア共用でした。そのため自宅から持参し

たものでは不十分で不便な場面もありま

した。また、同じフロアには男性も住んで

いたので最初は少し怖い気持ちもありま

した。食事に関しては、スイスは物価が高

いので朝食は日本から持って行ったレト

ルトご飯やインスタントラーメンを食べ

ていました。

4.国際機関訪問

私たちは国連の欧州本部、WHO、ILO を訪

問し、それぞれの場所で働いていらっし

ゃる日本人の方にお話を伺いました。ど

の方も国際機関で働くメリットややりが

いだけでなく、苦労していることやそこ

で働き始めるまでの経緯なども詳しく話

して下さりました。本やインターネット

では決して知ることの出来ない内容を知

ることができ、非常に有意義な時間でし

た。

国連前のオブジェ「壊れた椅子」

5.週末のアクティビティ

週末はバスをチャーターし、国境を越え

て隣接している国にも足を運びました。
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報告書 万玉春 経済研究科修士２年 

１．はじめに 

唯一の外国人として、初めて 1 週間朝

から晩まで日本人学生と過ごしました。

また永世中立国としてのスイスでの初め

ての生活体験。今回の短期留学スペシャ

ルプログラムは私にとって、すべて新鮮

で、刺激的で、有意義な経験となりました。

ぎりぎりにプログラムに申し込んだこと

もあり、ビザの申請（外国人だけが必要）

や各種資料の準備など、渡航前はとても

忙しい毎日を過ごしました。また、この２

月中旬から３月中旬まで、スイス滞在中

緊密なスゲジュールを加え、卒業や就職

の準備など、とても充実した１ヶ月間を

送ることができ、楽しさと共に強い達成

感も得られました。吹雪で予定していた

便が欠航し、順風満帆とは言えなくとも、

２日遅延で到着した以外すべてが予定通

りに行きました。 

以下では、このプログラムについて国

際機関、講義、観光、生活と順を追って、

報告します。 

２．国際機関 

プログラムに参加する前からずっとわ

くわく感じていたのは、ジュネーブにあ

る国際機関を訪問する部分です。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（League of Nations）の本部

をはじめ、世界保健機関（World Health 

Organization, WHO）、国際労働機関

（International Labour Organization）、

欧 州 原 子 核 研 究 機 構 （ European 

Organization for Nuclear Research）な

ど、多くの国際機関を訪ねることができ

ました。幸いなことに、３月３日に国連人

権委員会の会議（The United Nations 

Human Rights Council）を傍聴するチャ

ンスを得、世界の国々に存在する様々な

人権問題を聞き、驚きと共に、自分のあま

りにもの国際知識の少なさに恥を感じま

した。また、WHO を訪問した際に、天然痘、

SARS、エボラ出血熱など、人類は常に病気

や災害からの脅威を面しているため、世

界で知識を共有し、連携することの必要

性が分かりました。国際機関を回り、そこ

で勤務されている職員の方々からお話を

直接伺い、視野を広げたと同時に、国際機

関で働くことに深く興味を持つようにな

りました。今の自分はまだまだですが、将

来国際舞台に立ち、世界中の人々に貢献

できるように、努力し続けたいと考えま

す。 

出発前の集合写真＠新千歳空港

以下の写真は、訪問した国際機関の一

部です。 

３．講義 

講義は国際機関、オリンピック会館、シ

オン城やモンブラン観光などの後に行い

ました。主に、ジュネーブ大学のビオテク

ノロジーキャンパスの教授および元 WHO

の職員の方による医学系の授業や、ジュ

ネーブ大学およびヨーロパ連合（EU）の歴

史、インターネットによる情報安全管理

など授業でした。さすがにヨーロッパ人、

皆英語がぺらぺらだと感じました。各種

の講義を通して、自分の専門以外の知識

に触れ合うことができ、とても有意義で

した。 

以下は講義後の集合写真です。 

４．観光 

講義などで色々な知識を吸収すること

もとても良いですが、私にとって外の観

光も魅力的です。特に、国境を跨いで行っ

たフランスのシャモニー・モンブランで

は、ロープウェイで標高 2525メートルの

ル・ブレヴァン登り、正面に見えるモンブ

ランの雄姿にとても感動しました。 

国連人権委員会＠Palais des 

Nations, Geneve

欧州原子核研究機構(CERN)

欧州近代史講義の後で

ジュネーブ大学 Campus Biotech
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報告書 万玉春 経済研究科修士２年 

１．はじめに 

唯一の外国人として、初めて 1 週間朝

から晩まで日本人学生と過ごしました。

また永世中立国としてのスイスでの初め

ての生活体験。今回の短期留学スペシャ

ルプログラムは私にとって、すべて新鮮

で、刺激的で、有意義な経験となりました。

ぎりぎりにプログラムに申し込んだこと

もあり、ビザの申請（外国人だけが必要）

や各種資料の準備など、渡航前はとても

忙しい毎日を過ごしました。また、この２

月中旬から３月中旬まで、スイス滞在中

緊密なスゲジュールを加え、卒業や就職

の準備など、とても充実した１ヶ月間を

送ることができ、楽しさと共に強い達成

感も得られました。吹雪で予定していた

便が欠航し、順風満帆とは言えなくとも、

２日遅延で到着した以外すべてが予定通

りに行きました。 

以下では、このプログラムについて国

際機関、講義、観光、生活と順を追って、

報告します。 

２．国際機関 

プログラムに参加する前からずっとわ

くわく感じていたのは、ジュネーブにあ

る国際機関を訪問する部分です。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（League of Nations）の本部

をはじめ、世界保健機関（World Health 

Organization, WHO）、国際労働機関

（International Labour Organization）、

欧 州 原 子 核 研 究 機 構 （ European 

Organization for Nuclear Research）な

ど、多くの国際機関を訪ねることができ

ました。幸いなことに、３月３日に国連人

権委員会の会議（The United Nations 

Human Rights Council）を傍聴するチャ

ンスを得、世界の国々に存在する様々な

人権問題を聞き、驚きと共に、自分のあま

りにもの国際知識の少なさに恥を感じま

した。また、WHOを訪問した際に、天然痘、

SARS、エボラ出血熱など、人類は常に病気

や災害からの脅威を面しているため、世

界で知識を共有し、連携することの必要

性が分かりました。国際機関を回り、そこ

で勤務されている職員の方々からお話を

直接伺い、視野を広げたと同時に、国際機

関で働くことに深く興味を持つようにな

りました。今の自分はまだまだですが、将

来国際舞台に立ち、世界中の人々に貢献

できるように、努力し続けたいと考えま

す。 

出発前の集合写真＠新千歳空港

以下の写真は、訪問した国際機関の一

部です。 

３．講義 

講義は国際機関、オリンピック会館、シ

オン城やモンブラン観光などの後に行い

ました。主に、ジュネーブ大学のビオテク

ノロジーキャンパスの教授および元 WHO

の職員の方による医学系の授業や、ジュ

ネーブ大学およびヨーロパ連合（EU）の歴

史、インターネットによる情報安全管理

など授業でした。さすがにヨーロッパ人、

皆英語がぺらぺらだと感じました。各種

の講義を通して、自分の専門以外の知識

に触れ合うことができ、とても有意義で

した。 

以下は講義後の集合写真です。 

４．観光 

講義などで色々な知識を吸収すること

もとても良いですが、私にとって外の観

光も魅力的です。特に、国境を跨いで行っ

たフランスのシャモニー・モンブランで

は、ロープウェイで標高 2525 メートルの

ル・ブレヴァン登り、正面に見えるモンブ

ランの雄姿にとても感動しました。 

国連人権委員会＠Palais des 

Nations, Geneve

欧州原子核研究機構(CERN)

欧州近代史講義の後で

ジュネーブ大学 Campus Biotech
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さらに、レマン湖に浮かぶ、長い歴史のあ

るシオン城と現代テクニックに溢れたオ

リンピック会館の参観も印象的でした。

「百聞は一見にしかず」、スイスは自然風

景が本当に美しい国だと感心しました。 

５．生活 

食費節約のため、ディナーは、スーパー

で食材を買うなどして、自炊していまし

た。一緒に買い物をし、玉城先生がスイス

の料理を作って頂き、皆でとても美味し

く頂きました。夕食の時間も、笑い声に溢

れた大変楽しい時でした。宿泊はジュネ

ーブ大学の寮でした。２人で１部屋、光が

薄く、また少し狭く感じましたが、安く済

ませることができました。なにより、その

部屋がよく話し合える場・生活する場に

なり良い友達を作ることができました。

フィールド研修以外はすべて、公共の交

通機関、バスを利用しました。 

登山中で取ったフランス・アルプスの
景色

静かなレマン湖

美味しい玉城先生の料理

皆で一緒に晩御飯を食べる風景

６ 

．おわりに 

最後に、引率してくださった玉城先生、

サポートしてくださった国際本部の大山

様、共にこのプログラムに参加したメン

バー、そしてジュネーブ大学の先生と学

生の方々に感謝の意を申し上げます。と

ても楽しく充実した１週間でした。本当

にありがとうございました。 

私が作った果物サラダ
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さらに、レマン湖に浮かぶ、長い歴史のあ

るシオン城と現代テクニックに溢れたオ

リンピック会館の参観も印象的でした。

「百聞は一見にしかず」、スイスは自然風

景が本当に美しい国だと感心しました。

５．生活

食費節約のため、ディナーは、スーパー

で食材を買うなどして、自炊していまし

た。一緒に買い物をし、玉城先生がスイス

の料理を作って頂き、皆でとても美味し

く頂きました。夕食の時間も、笑い声に溢

れた大変楽しい時でした。宿泊はジュネ

ーブ大学の寮でした。２人で１部屋、光が

薄く、また少し狭く感じましたが、安く済

ませることができました。なにより、その

部屋がよく話し合える場・生活する場に

なり良い友達を作ることができました。

フィールド研修以外はすべて、公共の交

通機関、バスを利用しました。

登山中で取ったフランス・アルプスの
景色

静かなレマン湖

美味しい玉城先生の料理

皆で一緒に晩御飯を食べる風景

６ 

．おわりに 

最後に、引率してくださった玉城先生、

サポートしてくださった国際本部の大山

様、共にこのプログラムに参加したメン

バー、そしてジュネーブ大学の先生と学

生の方々に感謝の意を申し上げます。と

ても楽しく充実した１週間でした。本当

にありがとうございました。 

私が作った果物サラダ
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報告書 水谷莉歩 工学部 2年 

1．はじめに 

私は 3月の約 10日間にわたってスイ

スのジュネーブ大学の短期スペシャルプ

ログラムに参加し、観光地を訪問したり

講義を受けるなど充実した日々を送るこ

とができた。ここではスイスでの生活や

プログラムの概要、自分がこのプログラ

ムに参加して得られたことを報告してい

く。 

2. スイスでの生活

 私たちは滞在中ジュネーブ大学の寮に

宿泊した。私が泊まった部屋は 2人部屋

でキッチン、トイレ、シャワーが共用で

あった。滞在中は不便に感じることはな

かったが参加メンバーの中で部屋の広さ

や設備に差があったために少しうらやま

しく感じられることもあった。また起こ

ったハプニングとしては、キッチンや冷

蔵庫がある部屋が施錠してあり開けられ

なかったことがあげられるが、管理して

いる方に伝えると開けてくださったので

問題はなかった。 

 スイスで生活するうえで一番ネックと

なるのが金銭面である。なぜならばスイ

スはヨーロッパの中でも物価が高いほう

で、一回の食事代だけで 3000円くらい

は普通にかかってしまうからである。そ

のため私たちはあらゆるところでお金を

節約するように心がけた。対策として

は、朝食をインスタントの味噌汁やご飯

などを日本から持参すること、洗濯にコ

インランドリーを使わずに手洗いで済ま

せることなどがあげられる。また先生か

らのアドバイスとしては、学食などのパ

ンは取り放題なので、パンでお腹をふく

らませるのが良いとのこと。しかし私た

ちはほとんどの夕食を自炊していたので

大幅に食事代を節約することができた。 

寮の部屋でみんなで夕食 

 スイスでの食事は最高であった。レス

トランで食べたチーズフォンデュは日本

のものとは違いふわふわで本当に美味し

かった。また値段は高いが量も割と多め

だったので十分にお腹を満たすことがで

きた。またスーパーでもそれは同じで野

菜やフルーツ、肉はすべて大きく、大人

数でまとめて自炊すれば値段もおさえる

ことができた。またチーズが日本より安

く、種類も豊富で味もおいしかった。寮

の中の食事も先生や料理が上手な人がお

いしいパスタなどを作ってくれて、さら

にチーズとワインで乾杯。自炊でも十分

に贅沢な食事を堪能できた。また学食や

国連機関内での食事も質が高かった。ど

こもプレートのようなものを自分で選ぶ

か、サラダバーのようなものを自分で好

きなだけ取るという方式であった。サラ

ダは新鮮でおいしく、パンもおいしかっ

たので、滞在中偏った食生活を送らずに

済んだ。 

国連機関の食堂で昼食 

3. 講義

 講義は国連機関などに訪問して話を聞

くものと、ジュネーブ大学内で受けるも

のとがあった。私たちはフィールドビジ

ットとして国連欧州本部、WHO、ILO、CERN

などを訪問した。どれも玉城先生やそこ

で働いている方々のサポートなしでは実

現できない貴重な体験であった。私が特

に心に残ったのが WHOである。最初 WHOの

仕事を十分に知らなかったので私の分野

には無関係だと思っていたが、話を聞く

とそれが私の専門分野に十分通じること

があるとわかったからだ。WHOの仕事は環

境基準などのガイドラインを作成したり、

エボラ熱やジカ熱などの病気に緊急に対

応することなどがある。さらに WHO はい

わば役所のようなものであり、それぞれ

の国の厚生労働省のような機関を相手に

して仕事を行っているということが分か

った。私の専門分野において公衆衛生は

大事なキーワードであるので、それに関

係する仕事の内容などを聞くことができ

て本当によかった。さらにそれぞれの国

連関連機関での働き方や方針などの違い、

女性が国連機関で働くうえでのキャリア

プランに関する考え方や結婚観など直接

会ってでないと聞けないような貴重な裏

話を聞くことができ、私自身も将来のキ

ャリアについて新たな考え方や視点を得

られた。 

ちょうど人権委員会が開催されていた 

4. 観光

 週末にはシオン城や IOC のオリンピッ

ク博物館、シャモニーなどを訪れた。滞在

中はなかなか天気に恵まれなかったが奇

跡的に週末には雲の間から日が差して、

澄んだ青空と雪に覆われた山々を拝むこ

とができた。（もっとも、私はシャモニー

でゴンドラに乗らなかったのでモンブラ

ンをちゃんと見れなかったが。）またシオ

ン城はレマン湖のほとりにある古い城で、

中は迷路のように入り組んでいた。また

途中にニヨンという古い町に行ったがど

こをとっても絵になるおしゃれなところ

だった。建物はカラフルな色に塗られ、郊

外にはブドウ畑が広がっていた。スイス

はどこの街も昔とほとんど変化していな

いそうで、300年前の建物なんていうのも

普通に残っている。昔の人々が見ていた

のと同じ風景を見ているのだと思うと感
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報告書 水谷莉歩 工学部 2年

1．はじめに

私は 3月の約 10日間にわたってスイ

スのジュネーブ大学の短期スペシャルプ

ログラムに参加し、観光地を訪問したり

講義を受けるなど充実した日々を送るこ

とができた。ここではスイスでの生活や

プログラムの概要、自分がこのプログラ

ムに参加して得られたことを報告してい

く。

2. スイスでの生活

私たちは滞在中ジュネーブ大学の寮に

宿泊した。私が泊まった部屋は 2人部屋

でキッチン、トイレ、シャワーが共用で

あった。滞在中は不便に感じることはな

かったが参加メンバーの中で部屋の広さ

や設備に差があったために少しうらやま

しく感じられることもあった。また起こ

ったハプニングとしては、キッチンや冷

蔵庫がある部屋が施錠してあり開けられ

なかったことがあげられるが、管理して

いる方に伝えると開けてくださったので

問題はなかった。

スイスで生活するうえで一番ネックと

なるのが金銭面である。なぜならばスイ

スはヨーロッパの中でも物価が高いほう

で、一回の食事代だけで 3000 円くらい

は普通にかかってしまうからである。そ

のため私たちはあらゆるところでお金を

節約するように心がけた。対策として

は、朝食をインスタントの味噌汁やご飯

などを日本から持参すること、洗濯にコ

インランドリーを使わずに手洗いで済ま

せることなどがあげられる。また先生か

らのアドバイスとしては、学食などのパ

ンは取り放題なので、パンでお腹をふく

らませるのが良いとのこと。しかし私た

ちはほとんどの夕食を自炊していたので

大幅に食事代を節約することができた。

寮の部屋でみんなで夕食

スイスでの食事は最高であった。レス

トランで食べたチーズフォンデュは日本

のものとは違いふわふわで本当に美味し

かった。また値段は高いが量も割と多め

だったので十分にお腹を満たすことがで

きた。またスーパーでもそれは同じで野

菜やフルーツ、肉はすべて大きく、大人

数でまとめて自炊すれば値段もおさえる

ことができた。またチーズが日本より安

く、種類も豊富で味もおいしかった。寮

の中の食事も先生や料理が上手な人がお

いしいパスタなどを作ってくれて、さら

にチーズとワインで乾杯。自炊でも十分

に贅沢な食事を堪能できた。また学食や

国連機関内での食事も質が高かった。ど

こもプレートのようなものを自分で選ぶ

か、サラダバーのようなものを自分で好

きなだけ取るという方式であった。サラ

ダは新鮮でおいしく、パンもおいしかっ

たので、滞在中偏った食生活を送らずに

済んだ。

国連機関の食堂で昼食 

3. 講義

 講義は国連機関などに訪問して話を聞

くものと、ジュネーブ大学内で受けるも

のとがあった。私たちはフィールドビジ

ットとして国連欧州本部、WHO、ILO、CERN

などを訪問した。どれも玉城先生やそこ

で働いている方々のサポートなしでは実

現できない貴重な体験であった。私が特

に心に残ったのが WHOである。最初 WHOの

仕事を十分に知らなかったので私の分野

には無関係だと思っていたが、話を聞く

とそれが私の専門分野に十分通じること

があるとわかったからだ。WHOの仕事は環

境基準などのガイドラインを作成したり、

エボラ熱やジカ熱などの病気に緊急に対

応することなどがある。さらに WHO はい

わば役所のようなものであり、それぞれ

の国の厚生労働省のような機関を相手に

して仕事を行っているということが分か

った。私の専門分野において公衆衛生は

大事なキーワードであるので、それに関

係する仕事の内容などを聞くことができ

て本当によかった。さらにそれぞれの国

連関連機関での働き方や方針などの違い、

女性が国連機関で働くうえでのキャリア

プランに関する考え方や結婚観など直接

会ってでないと聞けないような貴重な裏

話を聞くことができ、私自身も将来のキ

ャリアについて新たな考え方や視点を得

られた。 

ちょうど人権委員会が開催されていた 

4. 観光

 週末にはシオン城や IOC のオリンピッ

ク博物館、シャモニーなどを訪れた。滞在

中はなかなか天気に恵まれなかったが奇

跡的に週末には雲の間から日が差して、

澄んだ青空と雪に覆われた山々を拝むこ

とができた。（もっとも、私はシャモニー

でゴンドラに乗らなかったのでモンブラ

ンをちゃんと見れなかったが。）またシオ

ン城はレマン湖のほとりにある古い城で、

中は迷路のように入り組んでいた。また

途中にニヨンという古い町に行ったがど

こをとっても絵になるおしゃれなところ

だった。建物はカラフルな色に塗られ、郊

外にはブドウ畑が広がっていた。スイス

はどこの街も昔とほとんど変化していな

いそうで、300 年前の建物なんていうのも

普通に残っている。昔の人々が見ていた

のと同じ風景を見ているのだと思うと感
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慨深いものであった。 

シオン城 

シャモニー 

5. このプログラムを通して学んだこと

 このプログラムに参加してスイスで出

会った人たちや先生と交流して感じたの

は、人の温かさである。私が訪れたスイス

では街で目が合っただけで挨拶をしてく

れて、さらにはちょっとした雑談をして

くれる。またスーパーでどれがおいしい

かと聞いたら自分のおすすめを紹介して

くれて、食べ方なども教えてくれる。こう

いったことはなかなか日本ではできない

ことであろう。またジュネーブ大学で出

会った人達は私たちを歓迎してくれて、

きさくに話しかけてくれた。もちろん言

語の壁はあったが、つたない私の英語を

必死に理解しようとしてくれ、言ってい

ることがわからないときは他の言葉で言

い換えてくれた。ジュネーブ大学の学生

が「We can help each other.」と言って

いて、たとえ母国語が違ってもお互いに

理解し合おうとすれば何も問題ないのだ

と思った。また外国人だけでなく一緒に

参加したメンバーとも仲を深められて本

当によかった。寝るとき以外はほぼみん

なと一緒にいたがそれも珍しいと先生が

おっしゃっていた。メンバーは皆個性的

で面白く、話を聞くのが楽しかった。また

引率してくださった玉城先生には本当に

お世話になった。先生自ら荷物を運ぶの

を手伝ってくださったり、コーヒーをご

ちそうしてくださったり、さまざまなた

めになるお話（大半はジョーク？）をして

くださった。このような人々の温かさに

触れて、先生がおっしゃっていた「一期一

会」の心を大切にしていきたいと思った。 

ジュネーブ大学の学生と 

6. 謝辞

 このような貴重な経験ができたのはジ

ュネーブ大学のスタッフの方々、国連関

連機関や訪問した施設の方々、さらに国

際本部でサポートしてくれた方々のおか

げです。このジュネーブ大学短期スペシ

ャルプログラムにかかわるすべての方に

感謝を申し上げます。 
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慨深いものであった。 

シオン城 

シャモニー 

5. このプログラムを通して学んだこと

 このプログラムに参加してスイスで出

会った人たちや先生と交流して感じたの

は、人の温かさである。私が訪れたスイス

では街で目が合っただけで挨拶をしてく

れて、さらにはちょっとした雑談をして

くれる。またスーパーでどれがおいしい

かと聞いたら自分のおすすめを紹介して

くれて、食べ方なども教えてくれる。こう

いったことはなかなか日本ではできない

ことであろう。またジュネーブ大学で出

会った人達は私たちを歓迎してくれて、

きさくに話しかけてくれた。もちろん言

語の壁はあったが、つたない私の英語を

必死に理解しようとしてくれ、言ってい

ることがわからないときは他の言葉で言

い換えてくれた。ジュネーブ大学の学生

が「We can help each other.」と言って

いて、たとえ母国語が違ってもお互いに

理解し合おうとすれば何も問題ないのだ

と思った。また外国人だけでなく一緒に

参加したメンバーとも仲を深められて本

当によかった。寝るとき以外はほぼみん

なと一緒にいたがそれも珍しいと先生が

おっしゃっていた。メンバーは皆個性的

で面白く、話を聞くのが楽しかった。また

引率してくださった玉城先生には本当に

お世話になった。先生自ら荷物を運ぶの

を手伝ってくださったり、コーヒーをご

ちそうしてくださったり、さまざまなた

めになるお話（大半はジョーク？）をして

くださった。このような人々の温かさに

触れて、先生がおっしゃっていた「一期一

会」の心を大切にしていきたいと思った。 

ジュネーブ大学の学生と 

6. 謝辞

 このような貴重な経験ができたのはジ

ュネーブ大学のスタッフの方々、国連関

連機関や訪問した施設の方々、さらに国

際本部でサポートしてくれた方々のおか

げです。このジュネーブ大学短期スペシ

ャルプログラムにかかわるすべての方に

感謝を申し上げます。 
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報告書 冨田 優理 医学部保健学科 2年 

・はじめに 

 今回、３月２日～３月 11日にかけての

プログラムでスイス；ジュネーブを拠点

とし、国際機関への訪問、ジュネーブ大学

での講義の受講、そしてジュネーブやそ

の近辺の観光をした。私は海外経験を積

むこと、医療に関する授業を外国で受け

るといった目的で参加した。また、今回の

経験を通し、今後の長期留学や将来につ

いての足がけにしたいと考えた。 

・国際機関 

 今回は CERN(欧州原子核研究機構)、国

連、WHO、ILO の訪問をした。まず、CERN

では研究に関する資料や模型などがある

博物館を見学したのち、CERN のツアーに

参加し実際に CERNで働く人の話を聞いた。

博物館ではキュリー夫人の像や、酸素の

注入、粒子の衝突やその機械などについ

ての説明、スーパーコンピュータなどの

モデルや映像がたくさんあった。また、ツ

アーでは実際に CERNの構造がどうなって

いるのか、地下ではどのような実験が行

われているのか、そして粒子の衝突の様

子が説明された。英語力の不足と物理学

への理解の乏しさからあまり話の内容は

わからなかったが、粒子の衝突や速さ、機

械の全長などの話をしていた。 

 国連では国連図書館でたくさんの蔵書

や新渡戸稲造に関する資料の説明を受け

た。そこでは新渡戸稲造の功績や、国連図

書館の歴史などについても聞くことがで

きた。また、書庫や会議室、実際の会議の

様子も会議室の上から見ることができた。

セキュリティーが固く警備員もたくさん

いたことや、たくさんの贈られた絵画や

展示物があったのも印象的だった。 

↑国連での会議の様子 

WHOでは、まず WHO の役割や仕事、エボラ

出血熱やジカ熱等の現在の緊急に取り組

むべき問題、インターンシップに関する

情報などの英語による説明を受けた。続

いて宮城嶋さんによる、国際機関で働く

方法、キャリア、必要な能力などの話を聞

くことができた。最後に、きさかさんから

WHOが担う主要機能・分野や各国の分担金

と問題点について、そして我々に向けて

のキャリアや人生設計についてアドバイ

スなどをいただいた。WHO やキャリアなど

の話は非常に参考になり、勉強になった。

今まではあまり重要性が分かっていなか

った公衆衛生がいかに大切な分野である

のかが良くわかり、今後きちんと勉強し

直したいと感じた。また、「チャンスはし

っかり準備して待つべき」「大学生中には、

本読むことと言語を頑張るとよい」とい

った話が特に印象的だった。WHO は自分の

専攻である医療が大きく関わる分野で非

常に興味深く貴重な経験になった。 
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↑WHOの会議室；ここで最初に WHOに関す

る説明を英語で受けた。 

 ILO では、構成者に３者(government, 

employer, employee)おりそれぞれの関

係や役割、そして海外で働くことについ

て聞くことができた。短い時間ではあっ

たが労働や問題点などを学ぶことができ

た。 

・講義 

 飛行機の欠航で最初の２日間がつぶれ

てしまったため、講義は後半の３日間し

か受けることができなかった。講義の内

容は、熱帯病、‘医学’と‘健康’の違い

について、ICRC (赤十字国際委員会)につ

いて、病気の管理、といった医療に関連す

るものと、ヨーロッパの歴史、プライバシ

ーについて、天文学のキャンパスでの３D

映像による宇宙の説明があった。まず、医

療系の講義では自分の専門分野であるに

も関わらずわからない単語や、日本で勉

強したはずなのに 

講義を聞いてもよくわからない話もいく

つかあった。英語力と医学の知識の乏し

さを痛感し、今後もっと熱心にやらねば

ならないと強く感じた。だが、寄生虫や細

菌と熱帯病の関係、難民と栄養について、

健康に必要なこと、高齢者や介護保険制

度についてなどの話を聞く中で、いまま

で自分が考えていた‘医学’とは違った見

方の獲得や‘健康’とはどういうことかを

考えるとても良いきっかけとなった。い

かに自分が一方向からしか医学を考えて

いなかったか、考え方の甘さに気づかさ

れた。 

 ヨーロッパの歴史やプライバシー、天

文学についての話では、まず歴史につい

ては二度の世界大戦とヨーロッパのあゆ

み、EU についてなどを詳しく学ぶことが

できた。プライバシーに関する講義では

その大切さと危険さ、PC と広告の関係な

どを学んだ。天文学は太陽系の主な星々

の軌道・特徴・形などの話を聞くことがで

きた。普段はこのようなジャンルの授業

を受けることや自ら調べる機会が少ない

のでとても面白いと感じた。 

↑ジュネーブ大学；Biotech University 

・生活 

 宿泊したところは学生寮で１人用の部

屋にベッドを入れ２人用にしたところに

泊まった。トイレ・キッチン・シャワーが

共用であったが他の部屋の人と使用する

時間帯はさほど被らずよかった。ただ、ル

ームキーが１本だけであったのでルーム

メイトと別行動するときにはやや不便で
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報告書 冨田 優理 医学部保健学科 2年

・はじめに

今回、３月２日～３月 11 日にかけての

プログラムでスイス；ジュネーブを拠点

とし、国際機関への訪問、ジュネーブ大学

での講義の受講、そしてジュネーブやそ

の近辺の観光をした。私は海外経験を積

むこと、医療に関する授業を外国で受け

るといった目的で参加した。また、今回の

経験を通し、今後の長期留学や将来につ

いての足がけにしたいと考えた。

・国際機関

今回は CERN(欧州原子核研究機構)、国

連、WHO、ILO の訪問をした。まず、CERN

では研究に関する資料や模型などがある

博物館を見学したのち、CERN のツアーに

参加し実際に CERNで働く人の話を聞いた。

博物館ではキュリー夫人の像や、酸素の

注入、粒子の衝突やその機械などについ

ての説明、スーパーコンピュータなどの

モデルや映像がたくさんあった。また、ツ

アーでは実際に CERNの構造がどうなって

いるのか、地下ではどのような実験が行

われているのか、そして粒子の衝突の様

子が説明された。英語力の不足と物理学

への理解の乏しさからあまり話の内容は

わからなかったが、粒子の衝突や速さ、機

械の全長などの話をしていた。

国連では国連図書館でたくさんの蔵書

や新渡戸稲造に関する資料の説明を受け

た。そこでは新渡戸稲造の功績や、国連図

書館の歴史などについても聞くことがで

きた。また、書庫や会議室、実際の会議の

様子も会議室の上から見ることができた。

セキュリティーが固く警備員もたくさん

いたことや、たくさんの贈られた絵画や

展示物があったのも印象的だった。

↑国連での会議の様子

WHOでは、まず WHOの役割や仕事、エボラ

出血熱やジカ熱等の現在の緊急に取り組

むべき問題、インターンシップに関する

情報などの英語による説明を受けた。続

いて宮城嶋さんによる、国際機関で働く

方法、キャリア、必要な能力などの話を聞

くことができた。最後に、きさかさんから

WHOが担う主要機能・分野や各国の分担金

と問題点について、そして我々に向けて

のキャリアや人生設計についてアドバイ

スなどをいただいた。WHOやキャリアなど

の話は非常に参考になり、勉強になった。

今まではあまり重要性が分かっていなか

った公衆衛生がいかに大切な分野である

のかが良くわかり、今後きちんと勉強し

直したいと感じた。また、「チャンスはし

っかり準備して待つべき」「大学生中には、

本読むことと言語を頑張るとよい」とい

った話が特に印象的だった。WHOは自分の

専攻である医療が大きく関わる分野で非

常に興味深く貴重な経験になった。
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3 

あった。食事に関しては、朝は毎日、日本

から持ってきたご飯やカップ麺などを食

べた。昼は行先の建物内にある Caféのよ

うなところで食べることが多く、初めは

システムに困惑したが味は美味しく値段

も破格に高いわけではなく安心した。夜

は先生と男子２人が泊まっていた部屋が

広かったのでそこでみんなでご飯を食べ

ることが多く、たまにみんなで外食にも

行った。街全体としてはバスが頻繁に動

いておりどこへ行くのも便利であった。

常に団体行動だったこともあって危険を

感じるような経験はあまりなかった。現

地の人々はとても親切な人が多く、困っ

たときに説明や手助けをしてくれ、寮で

はみんな笑顔で挨拶をしてくれとても生

活しやすい環境だった。

↑部屋でみんなと食べたおつまみ 

・観光 

土曜日にはバスに乗ってオリンピック

ミュージアム、シオン城を訪れその道中

の景色のきれいな場所やマーケットにも

立ち寄った。オリンピックミュージアム

はオリンピックの歴史を感じ、今年の夏

のオリンピックへの期待も高まった。シ

オン城はたくさんの部屋があり想像以上

に広く、湖にそびえたつ美しさ壮大な感

じに圧倒された。また、ジュネーブから離

れるとまた違った風景の街であり、どこ

も雄大な大自然ときれいな建物がありバ

スから外を眺めるのも楽しみの一つであ

った。 

↑シオン城 

日曜日にはフランスのシャモニーへヨー

ロッパ最高峰のモン・ブランを見に訪れ

た。あいにくの天気ではっきりと見るこ

とはできなかったものの、スキー場とし

ての山へリフトで上ったことや、スイス

とはまた違った雰囲気であるフランスで

ランチをしたこと、きれいな山々を見る

ことができたことなど良い思い出となっ

た。イタリアにも少し訪れることができ、

その国々の雰囲気の違いも楽しめた。 

 帰国する前日の午後は新渡戸稲造の住

まいだったところ(今は FRANCK MULLER の

高級時計工場)を見て、その後先生の住ん

でいた街やフランスの景色のよい場所へ

行った。 
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4 

↑新渡戸稲造の住まいだったところ 
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所へ出向き雰囲気を感じ見ることでわか
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わっている人にたくさん出会うことがで

き、そして WHO の訪問や医療系の講義も

多数あり非常に刺激的であった。自分の

至らないと感じたところ、より興味が深
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視野を広げると共に、さまざまな準備を

して、そのようなチャンスを待てるよう

努力していきたい。 

・謝辞 

 今回、本当に多くの人のおかげで貴重

な経験をたくさん得られる短期留学にな

った。まず、玉城先生は現地で様々なもの

を手配しいろいろなところへ連れて行っ

てくださり人生の教訓からジョークまで
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験を共にし、頼りになり、一緒に乗り越え

る仲間となった。今回関わってくださっ

たすべての皆さんに感謝をしたい。本当

にどうもありがとうございました。 
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Date Activities Resource persons

Arrival at Geneva Dr Hiko TAMASHIRO

Day@Geneva

10:30-12:00 Lecture 1: Orientation: Course objectives, conduct and its logistics Dr Sandrine MOTAMED

12:00-13:00 Lunch in town

13:00-14:30 Lecture 2: Swiss and Geneva history (Part I) Dr Sandrine MOTAMED+ Students Geneva

Break
14:45-16:00 Lecture 3: Swiss and Geneva history (Part II) Dr Sandrine MOTAMED+Students Geneva

Day@Cité Universitaire

08:30-10:00 Lecture 4: Acces to water and food in 2025 Dr Sandrine MOTAMED

10:00-10:10 Welcome adress by Prof Flahault, head of the Institute of Global
Health, University of Geneva

10:10-10:30 Break

10:30-12:00 Lecture 5: "How to": make drinking water with a plastic bottle and
the sun (SoDis) Dr Sandrine MOTAMED

12:00-13:00 Lunch@Biotech Campus

13:00-16:00 Social communication between Hokudai and Geneva students Students of Hokudai and Geneva

9:45-10:15 Lecture 6: Orientation@Cité universitaire (for the all group) Dr Sandrine MOTAMED + Dr Hiko TAMASHIRO

10:15-11:00 Break and transfer

11:00-13:00 Lecture 7: Visit the CERN. What is the universe made of? Private guide + Dr Hiko TAMASHIRO

14:30-18:00 Visits to UN organizations ( Palais, etc.) and lectures
Visit to UN library Archives of League of Nations) Dr Hiko TAMASHIRO

09:00-09:50 Visit to WHO, Welcome and WHO tour, guided by Dorine by Dorine Dr Hiko TAMASHIRO

09:50-10:40 Informal lecture by Dr Miyagishima, WHO, Zoonoses and Food
Safety Dr Hiko TAMASHIRO

10:40-11:00 Break Dr Hiko TAMASHIRO

11:00-12:00 Lecture 8: by Dr Yumi Kisaka, WHO, Dr Hiko TAMASHIRO

12:00-14:30 Lunch and free discussion with other WHO staff Dr Hiko TAMASHIRO

15:00-16:00 Lecture 9: by Mr Kiyo Shibata, ILO Dr Hiko TAMASHIRO

16:00-17:30 Free tour of WHO Dr Hiko TAMASHIRO

Evening (19:30) An evening at a Swiss House. Learn Swiss social codes Dr Sandrine MOTAMED + Students Geneva

Programme for Hokkaido University Students, University of Geneva,
29 February - 11 March 2016

- Following in the Footsteps of Dr Inazo Nitobe -

Day 1 (Mon) 29/2/2016

Day 3 (Wed) 2/3/2016

Day 4 (Thu)  3/3/2016

Day 5 (Fri) 4/3/2016

Day 2 (Tue) 1/3/2016

資料 1.　プログラムの概要
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8:30 Visit Olympic Museum in Lausanne Dr Hiko TAMASHIRO

AM
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

Dr Hiko TAMASHIRO

12:00-13:00 Break @ Lavaux

PM Chillon Castle in Veytaux  (return to Cite Bleue 18:00) Dr Hiko TAMASHIRO

AM & PM A view at the Alps @ Chamonix (08:30-18:00) Dr Hiko TAMASHIRO

Day@Biotech Campus University of Geneva

8:45-9:45 Lecture 10: Tropical diseases and vector control: an historical
perspective Dr Marc KARAM

10:10-11:10 Lecture 11: Polio eradication program Dr Ben NKOWANE

11:10-12:00 Lecture 12: Health or medicine? Prof André ROUGEMONT

12:00-13:00 Lunch@ Biotech Campus

13:00-13:30 A welcome address from the international relations INTERNATIONAL RELATIONS (Cyrille Hari)

13:30-14:30 Lecture 13: ICRC: history, function and an example of intervention
on malnutrition in the field (Part I) Dr Alain MOUREY

14:30-15:00 Break

15:00-15:45 Lecture 14: ICRC: history, function and an example of intervention
on malnutrition in the field (Part II) Dr Alain MOUREY

Day@Biotech Campus University of Geneva

09:00-11:00 Lecture 15: Literature and health. Why are people sick? Prof André ROUGEMONT + Dr Sandrine
MOTAMED + Geneva and Nitobe students

11:00-11:30 Break

11:30-12:15 Lecture 16: Teaching by two Nitobe students : restitution about
access to water and food in the world Dr Sandrine MOTAMED + Nitobe students

12:15-13:30 Lunch @ Biotech Campus

13:30-14:30
Lecture 17: European History and Building of Europe (room
145.175)
(Part I)

Simon GODARD

14:30-15:00 Break

15:30-16:30 Lecture 18: European History and Building of Europe
(Part II) Simon GODARD

09:00-10:30 Lecture 19: Health in all policies and community participation Prof André ROUGEMONT + Dr Sandrine
MOTAMED

10:30-11:00 Break

11:00-12:00 Lecture 20: Law and big data: internet and private data (theory and
practice) Félicien FLEURY, NGSENS

12:00- 13:00 Break and transfer

13:30-15:00 Lecture 21: A 3D travel into the universe (University of  Geneva
Astronomical Observatory at Sauverny) Dr Hiko TAMASHIRO

15:15-17:00 Visit to Nitobe Inazo's old residence Dr Hiko TAMASHIRO

Evening A night in town: Farewell party University of Geneva students

## 09:00-10:00 Wrap up (if early flight will be done on Wednesday night) Dr Hiko TAMASHIRO + Dr Sandrine MOTAMED

Free in Geneva with Unige students

Day 11 (Thu) 10/3/2016 >>> departure day

Day 6 (Sat) 5/3/2016

Day 7 (Sun) 6/3/2016

Day 8 (Mon) 7/3/2016

Day 9 (Tue) 8/3/2016

Day 10 (Wed) 9/3/2016
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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 磯部 一輝 工学部 2 男 NO

2 近藤 初実 法学部 2 女 YES

3 柴野 嵩大 文学部 3 男 YES

4 田中 理佐 環境科学院 M2 女 NO

5 辻 笑子 経済学部 2 女 YES

6 藤谷 和廣 法学部 2 男 YES

7 松尾 すみれ 工学部 2 女 YES

8 万 玉春 環境科学院 M2 女 NO

9 水谷 莉歩 工学部 2 女 NO

10 宮澤 嗣穂 法学部 2 女 YES

11 冨田 優理 医学部 2 女 YES

資料 2.　参加者名簿（ジュネーブ大学）
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編集後記

留学はその長短に関わらず、否応なし

に学生を未知の世界へ誘い、挑戦させる

絶好の機会を提供する。 

「疾風に勁草を知る」。 

未知の世界で揉まれてこそ強くなり、

グローバルな競争力も付く。北大の短期

留学スペシャルプログラムはチャレンジ

精神旺盛な北大生に、そのニーズに合っ

た多様なプラットフォームを提供するよ

うに心がけている。またそのプログラム

は、大学キャンパスや教室での交流とは

違って、参加者同士が異文化の中で行動

を共にし、身近に刺激し合い、お互いに研

鑽する機会でもある。 

2015 年度に私が担当したプログラムは

6カ国で 7プログラムであった。アジア近

隣諸国での春のプログラムは計画してい

たが、応募者数が少なく、残念ながら中止

せざるを得なかった。これは決して、北大

生がアジア諸国に興味や関心がないとい

うことではないと思う。日本や北大の将

来にとって、アジア近隣諸国と友好な関

係を維持・発展させることはますます重

要になってくることが予想される。新し

い世界秩序に対応するためにも、私たち

はこれらの近隣諸国をもっと知る必要が

ある、と私は考える。その意味でも引き続

き、学生のニーズに合った、多様なプログ

ラムを開発することが必要である。 

実際に留学を企画し実行するには、い

ろいろな心配や困難もある。北大国際本

部国際教務課のスタッフならびに本学の

学生を受け入れているホスト校の関係者

の全面的な支援がなければ不可能である。 

この報告書では、オークランド大学（ニ

ュージーランド）および台北医学大学（台

湾）で現在進行中のプログラムを除いて、

2015 年度に関係者と協力して私が実施し

たすべてのプログラムをまとめている。

つまり、ジュネーブ大学夏春 2 回、ペラ

デニヤ大学 1回（スリランカ）、デラサル

大学 1回（フィリピン）、およびカセサー

ト大学 1回（タイ）、計 5つのプログラム

の結果を集計である。 

3 年前に創設された新渡戸カレッジの

目的の一つは、新渡戸稲造が約 100 年前

に蒔いた種を、カレッジ生がいかに育て、

紡いでいくかという試みである。よって、

報告書では、新渡戸の国際連盟での仕事

などについても触れた。 

最後に、柏楊印刷の川邑了一氏には、年

度末の多忙の時期に大変無理なお願いを

したにも関わらず、快くお引き受けいた

だき、衷心よりお礼申し上げます。 

本報告書が、学生の留学の一助になれ

ば、編者の望外の喜びである 

（玉城英彦）。 
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