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現地の人に目的地について尋ね、1チーム1か所目的地までの

私忘れられない島ザンジバル
安藤ひかる

誘導を任されたが、どの人に聞いても親切に教えてくれて、
現地の人の温かさを体感することができた。ストーンタウン
の中で奴隷市場があったところに行き、ザンジバルが奴隷貿
易で盛んだったことなど、ザンジバルの忌まわしい過去を知

１．ザンジバルって？
私の友達に “ ザンジバル ” と言ったら、そこがどこなのか
知る者はおらず、ザンジバルというカタカナ5文字すら覚え
てくれない。私もザンジバルという言葉をここ最近初めて知っ
た。では、ザンジバルとは何か。

目で見ることができた。お昼はローカルなお店で菊池先生お
すすめのチキンピラフをいただいた。いろいろなスパイスが入っ
ていてとてもおいしかった。
3日目 (8月22日 ) は、いつも通りホテルの屋上で朝ご飯を
食べる。この日に私はミルクティーがおいしいことを知った。

それは、アフリカ東部のインド洋に浮かぶ小さな島である。

グループ活動で今日は大学に向かった。大学には全然人が

タンザニア連合共和国に属しており、公用語は主にスワヒリ語

いなかった。そこにいた現地の人に尋ねると、その日は大学

で、通貨はタンザニアシリング (Tanzania shilling)で、日本

が休みの日だった。

とは六時間の時差がある。これだけの情報から何かイメージ

次に、ストーンタウンの中で現地の人が集まって会話をす

できるものはあるだろうか。私はザンジバルはアフリカだと聞

るジョーズコーナー (Jaws Corner) に行った。そこで私は初

いて、貧しいだとか、何か茶色いイメージを持っていた。そん

めて自分の英語力だけで会話をした。私の初めての話し相手

な誰も知らない、想像のつかない島に、私たちは明星大学の

はバスケのコーチで子供を4人持っているパパであった。私

フィールドワークという授業で、夏の10日間を使って訪れた。

がザンジバルで話そうと思っていたゴーストの話を振ると、

２．Let’s
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そのバスケのコーチは、ちょっと待っててと私に言い、わざ
わざ自分の家からゴーストの話がたくさん書いてある本を持っ

私たちの旅は2019年8月19日から始まった。私たちは興

てきてくれた。そして私にプレゼントしてくれた。とてもう

奮を抑えつつ18時25分に成田空港に集合し、アディスアベ

れしい経験だった。私は英語が喋れないのに英語で現地の人

また

バ (Addis abeba) 空港を跨 ぎ、約一日かけてザンジバルに到

とコミュニケーションがとれるかとても心配であったが、現

着した。日本と比べて気温が全然暑くないというのがザンジ

地の人は、私の下手でスピードの遅い英語に合わせてくれて、

バルに降りて感じたことの一つだった。空港からは専用の車

わかりやすくゆっくり話してくれた。私は質問することしか

でホテルに向かった。ホテルに向かってる途中、街に入ると、

できなくて、深い話はあまりできなくて悔しかったが、現地

車の外から現地の人があいさつや、アイコンタクトをしてき

の人と自分の英語力で会話ができたというこの人との思い出

てくれて、私は今すぐこの車から降りて、現地の人と絡みた

が私はほんとにうれしかった。

くてうずうずした。車から降りてないのにもうすでにザンジ
バルの人々のフレンドリーさが伝わった。

そのあと、路地で遊んでいる子供たちと少したわむれた。
その後、その子供たちが庭に招いてくれて、そこで一緒に遊

ザンジバルに着いた日、1日目 (8月20日 ) は、ストーンタ

んだ。十数人いたが、ほとんどの子はシャイで静かであった。

ウン (Stone Town) を少しだけ散歩した。ほんとに少し。だが、

しかし時間が経てば経つほど、シャイだったことが嘘だった

もうザンジバルに溶け込んだ気がした。なぜなら散歩の際、

かのように、パワフルな子へと変わっていった。まず知らな

通りすがる人がみんな笑顔で jambo!!( 挨拶の言葉 ) や、よう

い人とこんなに仲良く遊んでくれる子供がいることが日本で

こそ‼と言ってくれたり、ハイタッチしてくれたり。今日分

考えたらありえないことだなと思った。日本から持ってきた

かったことの一つに私たちは中国人に間違われがちだという

シャボン玉も折り紙も、子供たちには大人気で、すぐ奪い合

ことが分かった。你好‼と何回言われた事か。ストーンタウ

いになっていた。中学生の子が英語が上手でペラペラだった

ンを少し散歩した後、夜ご飯を食べた。私はピザを友だちと

ことにも驚いた。日本は英語が喋れない国なんだなと、もっ

シェアして食べた。初めてのザンジバルでの食事で少し緊張

と勉強しなきゃと実感させられた。写真を撮るのが大好きで、

したが、全然緊張する必要はなかった。とてもおいしく、素

鬼ごっこの体力が無限大な子供たちがかわいくて仕方なかった。

敵なディナーであった。
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り、今のザンジバルと比べることで、ここザンジバルを違う

4日目 (8月23日 ) ルームメイトの早起きにつられて起きた

2日目(8月21日 ) は、初めての朝食から始まった。シャンガ

朝だった。この日はグループ活動で幼稚園に向かったが、寄

ニホテル (Shangani Hotel) の屋 上で食べる朝食は、とても

付を求められ、少し悲しい気持ちになった。ジョーズコーナー

すがすがしく気持ちのいい食事になった。ここで私は朝食に

の近くに行くと、昨日遊んだ子供たちが今日は最初から100

出てくる目玉焼きを “fried egg”と言うことを知った。 午前は

パーセントのテンションでこっちに来てくれて、うれしかっ
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たし、かわいくて仕方なかった。夜はタアラブを楽しんだ。

当にいい方ばかりである。3年生の先輩の、現地での友達で

タアラブとはザンジバル生まれの音楽で、この日にスワヒリ

あるおばあちゃんにヘナタトゥーをしてもらった。その方も

語の歌を聴くことができた。初めてザンジバルの音楽を聴い

とてもやさしくて、私が誤って触ってしまったりして汚くなっ

てザンジバルを感じることができたし、とても楽しめた。一

てしまったら、そのたびに何度も丁寧に直してくれた。この

緒に見に来てたマサイ族のジャンプも見れたことで私は嬉し

日私は10万シリングの物を2万6000シリングに値下げする

く、とても満足していた。

ことができたという思い出も作った。そして最後の晩餐がマー

5日目 (8月24日 ) この日はスパイス農園ときれいな北の海
に訪れた。行くまでの道がガタガタでみんな車酔いをしてい
た。スパイス農園ではいろんな経験ができた。苦すぎるアロ
つわり

キュリーズ バー (Mercury’s bar) で行われ、素敵な夕日とと
もに乾杯し、1日を終えた。
8日目 (8月27日 ) この日は最後の日で、自由行動であった。

エや、悪阻に効くとてもすっぱい実などを食べたり、実から

店の人との楽しい値下げ交渉のやり取りと共にショッピング

赤色のインクみたいなものが出て、顔や腕にいろいろ描いた

を終わらせ、お気に入りのパッションフルーツミックスのス

かぶ

り、初めてのココナツも体験できた。バナナの葉でできた被

ムージーを飲んだ。このジュースのおかげで、ここ七日間で

り物も素敵で、色々な体験ができてとても楽しかった。北の

私の肌がきれいになった。子供たちが学校に行ってる時間で、

海に向かった。とてもきれいで忘れられないくらいの景色で

バイバイが言えなかったのがとても悲しかったが、街の人ほ

あった。海にいたマサイと一緒に海で遊んだことが楽しく、

とんどが私たちが今日日本に帰ることを知っていて、お別れ

とてもいい思い出である。

を言ってくれたり、中には “ 集合時間まであと15分しかない

この日の夜は、ンゴマという太鼓を中心に行われる音楽を

よ！ ” とまで言ってくれる人もいて、私は帰りたくないとし

楽しんだ。ンゴマとはスワヒリ語で太鼓を指す言葉である。

か思わなかった。最後の最後までザンジバルの人の温かさを

元気で、踊る系の音楽が多く、ダンサーの方と一緒に踊った

感じることができた。ホテルに戻り、空港まで送ってくれる

り、歌ったり、めったにない経験ができた。とても楽しい夜

車に荷物を詰め、ストーンタウンを去った。空港までの道の

だった。その時飲んだ Safari のビールの飲みやすさは忘れら

りでこの街での思い出を思い返して、悲しくなった。空港に

れない。

つき、またアディスアベバ空港を跨ぎ、約一日かけて日本に
戻り、成田空港で解散した。8月28日、10日間をかけた長
旅が無事終了した。

３．もう一度行きたい国 Zanzibar
私はザンジバルにもう一度行きたい。その理由は2つある。
1つは最後の日にバイバイできなかった子供たちともう一
度会って遊びたい。日本に帰ってきても、ザンジバルの子供
たちが忘れられない。ザンジバルの子供たちはきっと私のこ
ザンジバルのンゴマを楽しむ様子

となんて覚えていないだろうけど。
もう1つは、なんといっても自分の英語力をもっとあげて、

6日目 (8月25日 ) この日はグループ活動で海辺の公園と、

もっと現地の人と話すことができるようになりたいから。自

ジョーズコーナーへ行った。夜、海辺の公園はとても治安が

分の英語力だけでなんとか会話ができたのは、ザンジバルの

悪く、私たちはスリの危険度がとても高いスリの天国、“ ス

人が私のレベルに合わせてくれたから。ザンジバルの人は彼

リ天 ” と呼んでいた。昼のそこの公園には、マサイの民族衣

らの母国語のスワヒリ語だけでなく、それに英語、アラビア

装を着ていない私服のマサイがいた。彼は仕事をしに来てい

語など、あたりまえのように2、3か国語喋れる人が多くいた。

たから私服を着ていると言っていた。この日私は、食べ終わっ

日本人の私は、一つの言語さえまともにしゃべれない。その

た後に、私が食べたアイスがトルコアイスだったことを知り、

せいでコミュニケーションが途絶えてしまいたくないし、話

あっけなく初めてのトルコアイスを経験した。

がうまくできないことがとても悔しかったし、嫌なことだ身

7日目 (8月26日 ) この日もジョーズコーナーに行き、この

をもって体験することができた。もっともっと現地の人とい

10日間の中で一番深い話をすることができた。3年生の先輩

ろんな話がしたかった。ザンジバルでしかできないコミュニ

と一緒に話を聞いたので自分の力だけではないが。この人は

ケーションがたくさんあったのに。だから私は、もう一度ザ

“ 人生の鍵 ” についての話をしてくれた。とても考えさせら

ンジバルに行く。そして2019年の夏に生まれた悔しい思い

れた。この人も私の英語力に合わせてくれて、所々区切って

をもう二度としないように、自分の英語力を上げてもう一度

私が理解しているか何度も確認してくれた。現地の方々は本

チャレンジしたい。そしていろんな人とコミュニケーション

Zanzibar
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とりたい。私はザンジバルに行ったことでこのような新たな
目標ができた。この目標に向かって、留学をし、英語をたく
さん勉強をしていくつもりだ。

う思っているのかを知ることを目的としていた。

２．ザンジバルでの衝撃❶

人々の違い

ザンジバルは一度訪れた人にもう一度訪れたいと思わせる

ジョーズコーナーと言う、ローカルの人々が集まる広場が

場所だということが分かった。また、私はこの授業の最初の

ある。そこは男性が座っていることが多く、コーヒーを飲み

レポートに、“ 先輩たちはみんな口をそろえてザンジバルに

ながら話をしたり、ボードゲームを楽しんでいる。私たち学

絶対行った方がいいというので私もザンジバルに行って周り

生は、毎日1度はそこに訪れた。私たちはここでたくさんの

の人に同じ言葉を言いたい ” と書いた。今、私は自信をもっ

現地の人々と話すことができた。私が一番衝撃を受けたのは、

てみんなに言うことができる。

あるおじさんが知らない子供と普通に話している光景だ。私

“ 絶対ザンジバルに行った方がいい !!!!!!”

がおじさんと話しをしていた時、小学生くらいの学生が何人
か通った。制服を着た女の子が1人で歩いて、彼は女の子の
腕を軽く引き彼女を呼び寄せた。スワヒリ語だったため何を

ザンジバルの魅力
～日本との文化の違い～
小山絵里

話しているのかは分からなかったが、少し話をして少女は帰っ
ていった。気になった私は、少女は彼の娘なのかと聞くと、
知らない子で今初めて会ったと言われた。その時、ザンジバ
ルに住む人々の桁違いのフレンドリーさを改めて感じた。日
本人とは根本から考え方が違う。日本の子供たちは親や先生

１．ザンジバルについてとフィールドワークの目的

から「知らない人には付いて行かない」や、
「知らない人と
は話さない」と教育を受ける。私たち日本人は話しかけられ

2019年8月19日から28日の10日間を使い、東アフリカに

ても話さないか、警戒することがほとんどだ。しかしザンジ

位置するタンザニア連合共和国のザンジバル島のフィール

バルの子供たちは誰とでも笑顔で話す。怖がったりせず、初

ドワークに参加した。アフリカ本土のタンガニーカとイン

めて出会う私たちにも「ジャンボ ( スワヒリ語の挨拶 )」と言

ド洋沖に面するザンジバルを総称してタンザニア連合共和

うと100パーセントに近い割合で挨拶が返ってくる。もちろ

国と呼ぶ。さらにザンジバルは、ウングージャ島とペンバ

ん大人に挨拶してもであった。クールな人は顔を少し上にあ

島の二つからなる。今回のザンジバルフィールドワークでは、

げる動作をして挨拶を返してくれたり、小さい声でサラッと

ウングージャ島に行った。私たち生徒20人（1年生：13人、

返してくれた。私はザンジバルで誰かとすれ違うたびに挨拶

2年生4人、3年生：3人）と、菊池先生、矢野デイビットさ

をしていた。

んの計22人でのフィールドワークだった。タンガニーカで

ザンジバルの子供たちが、フレンドリーで初めての人や私

はイスラム教が約35%、キリスト教が約30%、その他35％

たちとも話してくれるのは、大人たちの育て方が日本とは異

となっているが、ザンジバルでは90% 以上がイスラム教徒

なるからだと思った。ザンジバルに住む子供たちは親だけで

である。しかしキリスト教徒、ヒンドゥー教徒も暮らして

はなく、街のみんなも一緒に育てているようだった。ザンジ

いる。モスク、教会、マンディルが並んで建っている光景

バルで出会った5歳未満の子供たちは、私たちが近づいたり、

もザンジバルでは見られる。ザンジバルは異なる宗教が共

抱っこをしても泣く子は1人もいなかった。シャイな子は、

存できる場所だ。タンザニアの公用語はスワヒリ語と英語

最初は少しお母さんの後ろにいる子も何人かは見たが、覚え

だが、宗教の関係もあり、ザンジバルではアラビア語も多

たスワヒリ語で挨拶をしてみるとすぐに私たちのところに寄っ

く話されている。このようにザンジバルでは3か国語話せる

てきてくれた。日本で子供を見て手を振ったり、挨拶してみ

人が珍しくない。

ても返してくれる子の方が少ない。環境は違うが、日本でも

ザンジバルフィールドワークでは主にストーンタウンで現

このようなことが少しでも増えたら良いと思った。

地の人々と英語でコミュニケーションを取り、文化や生活、
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生き方、考え方の違いを学ぶことを目的として行ってきた。

現地での2日目以降は、日本での準備で決めた4人1組の

ストーンタウンは町全体が世界遺産に登録され、とても美し

班に分かれて行動をした。私の班は女性4人のチームだった。

く魅力的な町だった。私の目標はアフリカのイメージを正し

班行動の初日にある家族に出会った。玄関から顔を出して

く認識し、素晴らしさや美しさを伝えることもあったため、

いる女性がいるのを見て「ジャンボ」と挨拶をした。彼女

ストーンタウンはまさにそれを証明できる場所である。さら

は「ジャンボ」と返してくれ、覚えたスワヒリ語で少し会

に現地の人と話し、どのような生活をしているのか、なぜ勉

話をした。その後英語で話すと、彼女は英語が話せず、中

強熱心であるのか、フレンドリーな理由、私たち観光客をど

から子供を呼び彼に通訳をしてもらった。彼はまだ10歳く
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らいだった。その後私たちと同じ歳くらいの男性が出てきて、

て助け合いながら暮らしていることが分かった。すべてが揃っ

5歳未満の子供が2人出てきた。私たちの班ではおばあさん

ていないから、貸し借りをすることで、フレンドリーなにか

にゴーストストーリーを聞くと言う目標があったので、お

もしれないと感じた。

ばあさんはいないかを彼らに聞くと、
「家の奥にいるから入っ
て話していいよ」と私たちを家に招待してくれた。すると
中にはおばあさんと2人の子供がいた。私は子供の数に驚き、

４．もう一度行きたいザンジバル
私はこのフィールドワークでザンジバルの素晴らしさや美

何人家族なのかを聞くと13人家族だと言っていた。しかし

しさをたくさん体験した。ザンジバルの人々を見たり、彼ら

私が今思い出して数えてみても13人以上はその家で出会っ

と話していると幸せな気分になった。

ている。家族の境界線が日本よりも薄いと感じた。同年代

初日にお土産を観光客に売っている足の悪い男性を見たと

の女性もいたこともあり仲良くなった私たちは、班行動2日

き、少し怖いと思ってしまった。だが彼はしつこく売り込ん

目から毎日彼らの家に遊びに行った。彼らは毎日笑顔で迎

でくることはなかった。次の日にジョーズコーナーで彼を見

えてくれ、ヘナタトゥーや編み込みを私たち班員4人全員に

た。彼は私たちにものを売るのではなく、
「ジャンボ」と挨

してくれた。最終日の挨拶に彼らの家に向かっていると、

拶をしただけだった。それから会うたびに軽く挨拶をした。

その家に住む3歳くらいの女の子が家の外で遊んでいた。彼

私は最初怖いと思ってしまったことを後悔した。課題として

女は私たちに気が付くと、両手を広げて走ってきてくれた。

は、彼のような体が不自由な人の話を聞くことと、もっとた

見ず知らずの私たちを家族の一員として思ってくれている

くさんの人々と話すことだ。50代くらいの男性何人かから、

ようで涙が出そうになった。私たちと同年代の女性たちは、

深い話をしていただいた。もう少しいろんな年代の人や女性

私たちにブレスレットをプレゼントしてくれた。私たちは、

からも深い話を聞けたらよかったと思う。そしてザンジバル

また会おうねと約束をお別れをした。たったの数日間だっ

にもう一度行き、今回のザンジバルと比べてみたいと思った。

たが、私たちにとって大切な友達ができた。こんなにすぐ

そのように思ったのは、ホテルの裏で絵を描いている人の話

に受け入れてくれるのは、ザンジバルならではだと思う。

を聞いたからだ。彼は、ザンジバルは10年以上前から何も
変わっていないと言っていた。人々も街並みも美しいままで
その変わらないザンジバルが魅力的だと言っていた。私は今
回のザンジバルしか知らないがまた行って確かめたいと強く
思った。目的としていた、ザンジバルのイメージの正しい認
識ははっきりとした。そして私たちをどう思うかについても、
服装に関してや宗教、文化の違いは関係なく、ザンジバルに
来てくれるのは嬉しいことだと話してくれた。もともと聞き
たかったことで聞けなかったこともあるし、現地でさらに話
したいと思ったこともあったため、それを次行く人たちに確

家に招待してくれた家族の数人と最終日に撮った写真

３．ザンジバルでの衝撃❷

かめてほしいと思う。

環境の違い

私は一度もザンジバルで洗濯機を見なかった。すべての家
に洗濯機がないのかは分からないが、ホテルで洗濯物を出す
と、手洗いで綺麗にしてくれた。ホテルの外にはたくさんの

ザンジバルでの再会と
新たな出会い
松岡実可子

タオルが干してあるのを見た。部屋の掃除やベットメイキン
グ、タオルの交換を毎日してくれていた。日本では、タオル
を毎日変えても洗濯機でスイッチを入れるだけだが、ザンジ
バルのホテルでは一枚一枚手洗いをしている。私たちが何度

1. はじめに

もお邪魔した家では、私たちの同年代の女性が洗濯をしてい

2019年8月19日から28日まで7泊10日でタンザニアのア

るのを見た。さらに彼女たちは1つのスマートフォンを姉妹

フリカ東海岸のインド洋にあるザンジバル島に学生20名と

で共同のものを使っていた。他の場所で話した男性も兄弟と

菊池先生と矢野さんとフィールドワークにいった。ザンジバ

一緒に使っていると言っていた。このように、日本では当た

ル島は90% 以上がイスラム教徒でありスワヒリ語が話され

り前で目を付けないようなことが、ザンジバルでは無いこと

ている。今回このザンジバルフィールドワークは私にとって

があった。日本との違いに驚いたが、みんな貸し借りしあっ

2回目の参加だった。大学1年生の時に先輩に勧められ、個
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人的にアフリカに行くのはなかなかできる事ではないので、
授業で行けるチャンスがあり参加した。1年生の時、英語は
全然出来なかったが出来ないなりに単語で伝えたりジェス
チャーや簡単なスワヒリ語を覚えて現地の人々とコミュニケー
ションを取った。幅広い年代の人々と関わり2年後また来る
と伝えた。そして今回のフィールドワークが2回となった。
しかし、前回英語が全然出来なかったため現地の人と深い話
をすることができなかったが、去年オーストラリアに留学し
ていたため前回よりは英語力も上がり、今回のフィールドワー
クでは2年前出会った人達との再会と現地の人と家族、夢、
幸せ、人生などについて語ることと実際にザンジバルに住ん
でいる人の生活に興味があったので家に行くというこの3つ
を課題として行った。

2. 再会

24

左：２年前のファヒマと私

右：今回再会したファヒマと私

3. 現地の人との語り
4日目の午後にジョーズコーナーというサメの絵が描かれ
た壁がある、誰かとお喋りしたり、コーヒーを飲んだり、ボー
ドゲームをしたり、テレビ観戦したり、食べ物売ったりし

ザンジバルについてまず私が1番再会をしたかった前回1番

て現地の人が集まる所に行った。そこでドゥラという60代

仲良くなった6人兄弟で特にずっと遊んでいたファヒマとい

のおじさんに会いバラザに座ってお喋りをした。私の将来の

う当時5歳の女の子に会いに行った。ファヒマの家は三階に

夢の話から始まり、来年から就活を始めるが進路が決まらな

あり2年前もよくその子の家の前に行き下からファヒマを呼

いが、ザンジバルの子供達に将来の夢を聞くとほとんどの子

ぶと3階の窓から顔を出して下に降りてきてくれて遊んでい

が将来の夢を即答できることに衝撃を受けた事を伝えると、

た。しかし2年の間もちろんその子はスマホなど持っておら

そこから夢や人生、幸せについての話をしてくれて気づいた

ず連絡は一切取れず2年後にまた会いに来ると英語で行った

ら私の人生相談など1時間以上していた。たまに私がわから

だけで、ファヒマも私も英語はあまり話せなかったので伝わっ

ない単語があると違う単語や言い回しを変えて話してくれ

ているかも定かではなかったし、2年後のいつ来るかも伝え

た。幸せについてドゥラは「幸せは目に見えるものじゃなく

ていなかった。今もファヒマそこに住んでいるという確証も

て、目を瞑った時に自分自身の中にあるもの。立派な家や車

なかったがファヒマの家の下から呼んでいたら、近くにいる

もあったとしても目を閉じたらそれはなくなるが家族愛、恋

絵描きや屋台の人や主婦や1階に住んでる人達も一緒にファ

人の愛、知識は自分自身のどんな時も自分をサポートしてく

ヒマを呼んでくれた。すると2年前と同じように3階の窓から

れる。それは目を瞑ってもなくなることはない。そして日本

ファヒマが顔を出して私の顔を見て「ミカコ！」と叫んで下

人は周りの人のことをケアしすぎている。自分の周りの人を

に降りてきて私に飛びついてきた。現代では通信機器の発達

幸せにしたいならまず自分が幸せにならなければ、他の人を

によりどんなに遠い国にいる人とも簡単に連絡を取れるよう

幸せにすることはできない。
」と言っていた。また人生につ

になっている。それはとても便利な事でもあるが、今回のこ

いて「パパとママの言うことは聞くべき。友達や恋人も大切

の再会で感じた感動はそれらがなかったからこそのものと感

だけど、親は1番子供のことを大切に思ってる事がほとんど

じた。ファヒマに再会してからファヒマの兄弟と共に再会す

だから、自分の子供が幸せになることに嫉みは生まれないか

るまでの2年間にあった事を話した。私はオーストラリアに

ら彼らはそれを喜んでサポートしてくれるから大切にしなけ

留学をし、英語を勉強したと伝えたら「みかこ英語上手くなっ

ればいけない。そして人生は自分自身で決めていくもの。あ

てる」と言われた。一方ファヒマは2年前は英語は全くと言っ

なたのやりたいこと、好きなことを優先するべき。嫌なこと

ていいほど話せずラシードという次男にずっと通訳をしても

にや人に時間を無駄にしちゃダメ。しかし好きなことをする

らっていたが、英語もコミュニケーションを取れるほど上達し、

為にやらなきゃいけないこともある。そして寝すぎは良くな

さらにマドラサというイスラーム教の学校でアラビア語も勉

い、運動する、お腹空かせてはだめ」と言っていた。私はこ

強していた。そして彼女の妹達のスワヒリ語を英語に通訳を

のフィールドワークで始めに述べたように現地の人と家族、

してくれた。また再会する時が来たらファヒマとその兄弟は

夢、幸せ、人生について語ると決めていた。そのために自分

どんな成長をしてるか楽しみでもあり、それとともに私もと

自身がそれらのことについて語れるように準備をしていた。

ても刺激を受けた。ファヒマのほかにもお土産屋のデボータ、

しかしドゥラはたまたま私と出会いたまたまそれらの話題に

耳に障害があり筆談で仲良くなりヘナタトゥーをしてくれた

ついて話したのに、こんなに語れて自分自身の考えがあり語

おばあちゃんジャミラなど再会することができた。

れることに驚かされた。もしも日本人と街で出会い話すこと
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つむ

ですらほぼあり得ないことだが、さらに家族、夢、幸せ、人

海外といっても代表的な観光地にしか行ったことがなかった

生について出会ったばかりの人と話すことはないだろう。私

ので、現地での生活や食事など少し心配な面もあった。出発

がたまたま話したのはドゥラだったが、ザンジバルではこれ

当日まではあっという間だった。

は特別なことではない。そこにザンジバルらしさを感じた。

4. 結び

2．ザンジバルでの出来事
2019年8月19日、集合時間に無事全員が揃い、誰一人欠

今回のフィールドワークでは前回の課題であった2年前に

けることなく成田国際空港から出発することができた。目的

出会った人達との再会や英語力はまだまだ未熟だが前回より

地であるタンザニア・ザンジバル島には飛行機の乗り換えも

も上がったことにより家族、夢、幸せ、人生について語るこ

含め約24時間かかった。今までで一番長い移動時間だった

とができたと感じる。そして2回目であってもザンジバルの

が、楽しみな気持ちもあり思っていたよりも到着まではすぐ

人たちから刺激を受けることは沢山ある。私は何カ国か海外

だった。ザンジバル島の空港に着き、ホテルに向かうバスの

に旅行や留学で行ったことあるが短期間でこんなに現地の人

車中から街を見てザンジバルに自分が来たことを実感した。

と関わりを持つことはほとんどない。私はフィールドワーク

着いた日はホテルの近くを少し散歩した。私たち日本人が歩

としてザンジバルに行けるのは今回が最後であったが何度行っ

いているだけで現地の人々は「你好」「アニョハセヨ」「こん

てもまたここに戻って来たいと思えるのはザンジバルの人の

にちは」と挨拶をしてくれた。日本では絶対に有り得ないこ

人間味にあると再確認した2回目のザンジバルのフィールド

とに戸惑いながらもザンジバルの人たちの良さを感じた。

ワークだった。

現地に着き3日目から班ごとの活動が始まった。この日は
子供たちと遊ぶ予定だったが、まだ自分たちから現地の人に
話しかける勇気が出ず、先生の力を少し借りて関われるきっ

日本ではできない経験をして
－多くの人と関わった10日間－
醍醐萌未

かけをつくってもらった。数人の子供と折り紙やシャボン玉
を使って遊んでいるとたくさんの子供が寄ってきて、最終的
には10人以上集まっていた。2歳くらいの子から10歳くら
いの子まで様々な年齢の子供と遊ぶことができた。一緒に遊
んでいて学んだこと、驚いたことがある。私たちが遊んだ子

1．現地に行くまで

供たちは学校に通っていなかったためスワヒリ語しか話せず、
会話はほとんどできなかった。だが、遊び道具や歌を通して

私がアフリカに位置するタンザニア・ザンジバル島のフィー

お互いに楽しむことができた。このことから、意思疎通は言

ルドワークに参加したいと思ったのは、明星大学入学前のオー

語だけではないことを実際に体験し、学んだ。そして、異国

プンキャンパスで貰った資料がきっかけである。アフリカは

の知らない私たちと遊ぶときに子供たちの親は一人もいない

「治安が悪い」「貧しい」といったイメージだが、そこには現

という日本では考えられない状況に私は驚いた。だが、ザン

地の人々と学生が笑顔で写っている写真と「想像とは真逆の

ジバルの子供たちは一人一人がしっかりしているため、その

世界が広がっていた」という言葉が載っていた。その写真と

ような状況でも平気だということがわかった。一緒に遊んで

言葉がとても印象的だった。入学したら、あまり旅行では行

いて気付いたことがある。それは、全力で遊びながらも年上

くことのないアフリカへのフィールドワークに参加し、自分

の子が年下の子を常に気にして面倒を見ているということで

の目で確かめたいと強く思うようになった。

ある。自分の兄弟でなくても自分より年齢が下の子がいれば、

明星大学に入学し、4月には実際にザンジバルに行けるこ

自転車やバイクが通るときに声をかけたり手を引いてあげた

とになった。8月の現地に行くまでの授業では、ザンジバル

りして安全を守っていた。小さい頃から同じ空間にいる人を

の歴史や産物、ゴーストストーリーについて学んだ。また、

家族のように気にして過ごしているからこそ、ザンジバルの

現地の人たちと何をしたいか、どんな話をしたいかも班で計

人たちは温かくとても優しい人が多いのではないかと思った。

画し、子供から大人までそれぞれに聞きたいことを英語で聞

現地では、私と同世代の人と関わることのできる大学や女

けるように準備を進めていった。私は特に、違う環境で暮ら

子高、男子校を訪問した。私はそこで事前に日本から準備し

している自分と同世代の人と話す機会はあまりないのでたく

ていた「何をしているときが一番楽しいか」
「将来の夢は何か」

さん話をして、「何をしているときが一番楽しいのか」
「将来

という質問をした。大学ではコンピューターサイエンスにつ

の夢は何か」を聞きたいと考えていた。

いて学んでいる二人の女の子と話をした。私が質問すると、

ザンジバルのことを知り、準備を進めていくに連れて楽し

一人は「アプリを作る仕事に就きたい」と答え、もう一人は「IT

みで行きたい気持ちは高まっていった。その一方で、今まで

系の仕事に就きたい」と答えてくれた。そして二人とも勉強

Zanzibar

25

しているときが一番楽しいと言っていた。女子校や男子校で

な人と関わってみると町の人全員が家族のようで、人を思い

も同様に質問してみると、女子校ではほとんどが将来、医者

やる優しさや温かさは日本よりも豊かに感じた。今まで行っ

になりたくて勉強しているときが一番楽しいと答えてくれた。

たことのある海外とは環境や暮らしなどが違い、このフィー

男子校では将来、フットボールプレイヤーになりたくて、フッ

ルドワークは自分にとってとても刺激的で良い経験となった。

トボールをしているときが一番楽しいと答えてくれた。

人から聞いたり、資料や写真などを見たりして知識を増やす

質問して驚いたことが2つある。1つ目は、一人も「将来
の夢はまだ決まってない」と答える人がいなかったことだ。
日本の同世代の人にこの質問をすると、
「まだ決まってない」

ことも大切だが、実際に現地に行って自分の目で見て体験す
るということ以上にいい方法はないと感じた。
今回のフィールドワークでは初めての体験が多く、得るも

と答える人が多いと思う。実際、私も決まっていないし、私

のもたくさんあったが課題もある。それは、自分の語学力の

の周りにもそのような人は多くいる。2つ目は、今一番楽し

低さである。現地の人と英語でコミュニケーションをとる機

いと思っていることが将来に繋がっているということだ。3

会が多くあったが、聴き取れなかったり理解できなかったり

校で質問してみて、3校ともに共通していることに驚いた。

と自分の英語力のなさを痛感した。また、自分がもっと英語

ザンジバルの私と同世代の人たちは、私よりもとてもしっか

を話せればより深い話ができるのにと悔しく思った。私は2

りしていて自分の考えや意思を強く持っていると感じた。ま

年生の前期にオーストラリアへの留学が決まっているため、

た、将来の夢が決まっているからこそ、将来に繋がることを

英語力を伸ばして2年後のザンジバル島フィールドワークに

楽しいと思い頑張れるのだと思った。

また参加したい。そこでは、今回よりも様々な話をして、疑

班活動をしている中で一番多く訪れたのは、現地の子供か

問に思ったことを英語で質問できるようにして、リベンジし

ら大人まで多くの人が何気なく集まる「ジョーズコーナー」

たいと考えている。今回は悔しさが残るフィールドワークに

というところである。ここでは何人かの大人と話すことがで

なってしまったので次回までに確実に語学力を伸ばし、次の

きた。その中でも一番長い時間話をしたのが Said という男

参加では悔しさのないフィールドワークにしたいと考えている。

性である。彼は4人の子供のお父さんであり、畑をやりなが
らバスケットボールチームのコーチもしている。彼とはバス
ケットボールチームのことやお互いの家族について話すこと
ができた。だが、もっと聞きたいことや話したいことはあっ
たが、私の英語力不足で聴き取れなかったり理解できなかっ
たりと悔しく思うことが多々あった。それでも、ゆっくり話
してくれて、時には簡単な単語に言い換えてくれたためなん
とか会話をすることができた。このようなことは Said だけ
でなく現地の多くの人がしてくれて、ザンジバルの人の良さ

一緒に遊んだ現地の子供

や温かさを感じられた。そして、何回か話しているうちに仲
良くなり、ジョーズコーナーで会うたびに笑顔で挨拶してく
れるようになった。さらに、私が帰国する前日には帰国当日
も仕事の前にお別れを言うために会う約束してくれた。帰国
当日になると本当に約束していた時間に来てくれて、そこで

幸せの扉
～ザンジバル10日間の旅～
落合

はまた二年後に会うことを約束した。何日か少しの時間だけ

柊子

話をした、しかも全然英語も話せない日本人にこんなに親切
にしてくれることに私はとても感動した。

3．得たこと、感じたこと
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1．はじめに
私は、2019年8月19日から28日にかけて、菊地先生率い

入学前から行きたいと思っていたタンザニア・ザンジバル

るザンジバルのフィールドワークに参加した。私が明星大学

島に実際に行き、自分の目で現地の人や生活を見てみるとア

国際コミュニケーション学科を志望したひとつの理由が、ザ

フリカは私が想像していたものとはかなり違っていた。
「治

ンジバルのフィールドワークであり、一度この足でアフリカ

安が悪い」
「貧しい」という今までのイメージは大きく変わっ

に立ち、この目でアフリカを見て、この耳でアフリカの声を

た。私たちが訪れた地域は治安が良く、美味しいレストラン

聴きたいと強く思っていた。

やアイス屋さんなどもたくさんあった。機械的には日本より

私は、参加メンバーに選ばれた際には、その夢がかなった

貧しいかもしれないが、このフィールドワークを通して様々

喜びで一杯だった。しかし、フィールドワークへの出発まで
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の間は、自信の無さから来る不安と緊張で、何度も参加をキャ

明るく言われ、心の底から嬉しく思った。

ンセルしようと思うこともあった。しかし、
「異文化理解論 C」

ストーンタウンのお土産屋さんで、みのると名乗る現地の

を履修して異文化に関する授業やレポートで知識を深めたり、

男性と出会った。彼はマサイ族出身でブレスレッドなどの装

中国へ海外旅行に出掛け海外での生活を体験したりと、やれ

飾品を販売している。私が気に入ったブレスレッドをみのる

る限りのことをやって準備をしてきた。出発の日の朝は、期

が手首に着けてくれたのだが、その際に、障害のある私の右

待と楽しみの晴れやかな気持ちで迎えることができた。

手に気づき “no problem ！ ” と何度も言って手を握ってくれ

２．フィールドワークの目標

たことがとても新鮮で嬉しかった。しかも20代～30代の若
い男性から言われたことに驚かされた。日本では、障害のこ

私は、右上下肢麻痺でリハビリテーション中の身であるた

とを気づかれたり話したりすると、やさしくはしてくれるが

め、菊地先生にフィールドワークの参加について相談をした。

笑顔でなぐさめてくれることはあまり経験がない。ましてや

その際に、ケニアにいる口と耳に障害を持つ男の子がいて、

若い人だと「何て言っていいかわからない」などと戸惑われ

周りは酪農の仕事は「この子に任せておけば大丈夫」と特別

ることもある。ザンジバルの若者は、“no problem ！ ” とす

扱いをしていなかったという話を伺った。ザンジバルでは、

べてのことを明るくとらえて、障害のことなど気にせず人と

障害者に対してどのような感覚を持っているのかに興味を持

接することができる。これは単にすごいことだと思う。

ち、私自身の身をもって体験してみたいと思った。そして、
日本で暮らしてきた価値観とは別の、ザンジバルの価値観を
知るために、さまざまな世代のザンジバルの人達とコミュニ
ケーションを取りたいと思った。
このような背景から私は、フィールドワークの目標を３つ
立てた。
❶東京とは違った時間の過ごし方を体験し、いろいろな考
え方を知る。
❷人に壁を作ってしまう自分をザンジバルという環境で、
少しでも改善したい。

４．ジョーズコーナーの建築家
ジョーズコーナーで、30代の男性とお互いの将来の夢に
ついて語りあった。彼は、自分の今までの経験、そしてこれ
からのことについて熱く語ってくれた。彼は建築家で、ひと
りで家の設計から建築まで行っているそうである。いろいろ
な国のお客様に対応するために英語、スワヒリ語、スペイン
語、アラビア語の4か国語が堪能である。なぜ4か国も話せ
るのか聞くと、学校での授業や教科書で覚えたそうである。
ザンジバルの教育環境は、日本より決して勝るわけではない

❸自分の生き方に自信を持つ。

のに、彼のように習得できたのは、将来の夢が明確にありそ

まずは、ザンジバルの多くの人達と言葉だけでなく、体や

れに向かって真剣に学んできたからではないだろうか。私は、

ジェスチャーも使った全身でのコミュニケーションを取るこ

彼に習って、興味のあることからその国の言葉を学ぶことに

とで、いろいろな考え方を知ること。そして、その中で、私

挑戦してみようと思った。私は中国の若者達の生活に興味が

は他人に壁を作ってしまうという弱点を克服する。最後には、

あり、その生活を通じて中国語を習得することを目指したい。

自分の生き方に自信を持てるようになりたいと願い、３つの

彼は、付き合っている女性がいて将来の結婚についても語っ

目標を立てフィールドワークを実践した。

３．ストーンタウンのお土産売り
ザンジバルに到着して間もなくして、ストーンタウンを散
策した。街行く人は、私達に気さくに「ジャンボ！」や「マ
ンボ！」( 挨拶の言葉 ) と声を掛けてくれた。初めての土地で
緊張している私達は、その挨拶のおかげから一瞬でその緊張

てくれた。私の将来の夢は彼のように具体化はしていない。
彼は、そんな私に “pole、pole” と言って去っていった。後で
意味を調べたところ「ゆっくり、ゆっくり」だった。私の将
来について、彼からのあせらずにゆっくりと考えるようにと
のアドバイスだったと思う。

５．大家族のふたり姉妹

から解かれた。東京では、日本人から知らない人や外国人に

ザンジバルに滞在した8日間のうちで、毎日のように訪問

気さくに挨拶をするという習慣がない。日本人は、挨拶とい

して5度も繰り返し会った大家族がいた。大家族の皆さんは、

う最も基本的なコミュニケーション能力に欠けているのも知

私達日本人を快く受け入れ、家の中に招いてくれた。その中

れない。また、単に他人に関心すらないのかもしれない。す

でも16歳のワヒダと18歳のマリアムのふたり姉妹とは、私

ぐにでも改めるべき行動であると感じた。

達に年齢が近いこともありたくさんのことを語り合った。ワ

２日目は、１日中ストーンタウンを散策した。自分から現

ヒダとマリアムの他にも、23歳の兄、1歳から7歳くらい多

地の人に声を掛けて質問をすることを心掛けた。ザンジバル

くの子供達、そして、その母、祖母といろいろな人達がいた。

の人達は、挨拶だけでなくハイタッチや握手を求めてくる。

初めて会った日は、私は英語が全然言葉にならず会話がで

握手をするときに、私の障害に気づき、
「No Problem ！」と

きない歯がゆさと焦りを感じ、次の日は更に自信をなくしお

Zanzibar
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おきく落ち込んだ。この日ほど、日ごろから英語をもっと学

現在は、家族はもちろんのこと、病気をした時に私を助けて

んでおけばよかったと後悔した日はない。3日目からはザン

くれた、医師、友人、患者仲間、先生と本当にいろいろな人

ジバルでのお勧めの音楽などを教えてもらうなど少しではあ

が浮かぶ。では、なぜザンジバルの時は家族で、現在では多

るが話すことができてきた。最終日には、彼女たちは私達に

くの人が浮かぶのだろう。ザンジバルでは、家族と離れた寂

ブレスレッドのプレゼントを用意してくれるなどお互いの友

しさから、家族が第一優先に私の頭に浮かんだ。帰国後は、

情が深まり、私も別れが寂しくて涙ぐみそうになった。そん

ある私の考え方が変わったことで、家族以外の多くの人が頭

な私に彼女たちは “don’t cry!” と声を掛けてくれ、笑って別

に浮かぶようになったのだと思う。ザンジバルに行く前は、

れることができた。

みんなが病気のことを心配してくれてあたりまえと思ってい

ザンジバルで一度きりの出会いでなく、繰り返し会うこと

た。だがザンジバルに行って、ザンジバルの人達から私は普

ができて会話をしンジバルのファッションにも触れることが

通の人を同じよう接してもらったことで、病気をしたとして

できた。これらの経験は大変貴重であり、これまでの私の人

も、周りは私のことを普通の人として接してくれると気づか

生においては奇跡といえる出来事である。

されたためだ。

７．おわりに
私が立てたフィールドワークの３つの目標に関して考察する。
❶東京とは違った時間の過ごし方を体験し、いろいろな考
え方を知る。
❷人に壁を作ってしまう自分をザンジバルという環境で、
少しでも改善したい。
❸自分の生き方に自信を持つ。
ザンジバルの気さくな人柄に触れ、年齢に関係なく本当に
多くの人達とコミュニケーションを取ることができた。報告
書では書ききれなかったが、足の不自由な明るいおじさんは、
私の名前を覚え毎日のように名前で声を掛けてくれた。また、
You are my hero.( あなたは私のヒーロー )

６．ザンジバル夜の報告会
ザンジバルの夜は、毎日参加者22人全員で、昼食よりも

なと踊りだしたこともあった。目標の❶を実体験できたと同
時に、目標の❷は自然と達成できていた。
しかし、目標は達成できたが満足のいく内容ではなかった。

値段の高いレストランで、夕食とその日の報告会が開催された。

それは、言葉の壁である。ザンジバルの人達は英語でたくさ

私達は、地元の料理を食べながら、たわいもない話をして

ん話しかけてくれたが、私はそれに答えるだけの英語力が不

毎晩大いに盛り上がった。ある夜のレストランでは、猫が2、

足していることを実感した。涙が出るくらい悔しくて申し訳

3匹、椅子や机の下に入り込み、まったりとくつろいでいた。

ない気持ちになった。外国人の人達と壁をつくらないために

私は日本では動物が苦手なのだが、不思議なことにザンジバ

は、まずは挨拶から始まる言葉のコミュニケーション能力を

ルでは猫が大丈夫だった。ザンジバルの猫は、日本の猫のよ

養うことである。その第一歩として、私は明星大学のランゲー

うに癇癪を起さず、まるでザンジバルの人のように、私達を

ジラウンジに通い英語でのコミュニケーションの機会を増や

包み込む心を持っているのではないかと思うと、とても素敵

す努力を始めた。

だなと思った。
皆が夕食を食べ終えたところで、報告会が始まる。報告は、

最後に、目標の❸であるが、ザンジバルの人達から、自分
を否定しないこと、自分を責めないことを学んだ。私は、他

５つあるグループの代表者が、日により変わりながら報告を

人の意見や視線を気にするが余り自分に自信を持てずにいる

する。その中で私の心に残った報告をした人がいた。それは、

ことが多々あったが、ザンジバルの人達が言ってくれた「No

3年生のある先輩だ。現地の人と深い話をした時、不意にこ

Problem ！」に救われた気がしている。そして、こころは

んな質問をしたそうだ。“What is the happiness for you?” こ

「Pole、Pole」である。これからの私はゆっくりと焦らずに

れは「あなたにとって幸せとはなんですか？」という意味だ。
そうしたら現地の人は「目を閉じた時に頭に浮かぶものが、
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伝統音楽を聴きに行ったときには、現地の音楽に乗ってみん

自分の将来をしっかりと歩んでいける気がしている。
今回のザンジバルのフィールドワークの機会を与えてくだ

本当の幸せだよ。
」と言っていたそうだ。私はそれを聞いた時、

さった菊地先生はじめ関係者の皆に、そして一緒にフィール

目を閉じてみた。ザンジバルでは家族が浮かんだ。帰国した

ドワークを体験した仲間達に、心から感謝する。
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後、全体で１回目のリハーサルを行った。その後、各チーム

2019年度カンボジア・
フィールドワーク
毛利聡子（担当教員）

にフィードバックを行い、その反省から実験内容や使用する
材料に修正を加えた。その後、残りの時間でこれらの準備を
再度行い、修正後にもう一度リハーサルを行い、各チーム準
備を終了させた。以上が、Science Show の当日までの準備
期間の流れである。

2019年12月14日～23日、カンボジア FW を実施しました。

次に本番を迎えるまでに苦労した点を述べる。まず、私た

7回目となる今年は、シェムリアップから約200キロ離れた

ちのグループで苦労した点は、実際に行う実験内容の決定

バッタンバン州にある Thon Thean Phnom Sampov 小学校で

だ。本来であれば、日本でのカンボジアフィールドワークの

サイエンスショーを行いました。バッタンバン州は国内有数

授業内で私たちが決めた２つの実験案を現地の学生と共有

の稲作地帯で、シェムリアップから5時間、のどかな田園風

し、それを修正、改善するはずだった。しかし、私たちのグ

景を眺めながらのバス移動でした。今回の FW で特記すべき

ループでは、実験案の１つであったアルミホイルを使用する

ことは、パンニャサストラ大学バッタンバン校 (PUCBB) の学

実験を変更しなければならなくなった。本番までにあまり時

生たちとの急接近です。明星大学の学生が、初めて出会った

間がない中、新たに変更した実験に必要な材料を買いに行か

PUCBB の学生と数時間後に、一緒にマーケットに買い出し

なければならなくなり、実験の準備やリハーサルに充分な時

に行くというのは、今までにないスピードでした。共通の話

間をかけることができなくなってしまった。次に苦労した点

題を見つけて仲良くなる姿を見ていると、言葉を超える音楽

は、台本作りだ。自分自身が英語の台本を作成し、それを覚

やダンスの力に驚かされました。

え Science Show をするのであれば、誰にでもできる、難し

学生たちが準備した6種類のサイエンスショーは、どれも

いことではないと思うかもしれない。しかし、現地の小学生

子どもたちに人気でした。個々のサイエンスショーの内容に

はほとんど英語がわからないので、私たちが英語で話し、そ

ついては、学生のレポートをお読みいただければと思います。

れを現地の学生がクメール語に訳しながら Science Show を

今回のサイエンスショーが成功裡に終わったのは、一緒に盛

進行していかなければならなかった。そのため私たちは、実

り上げてくれた PUCBB のボランティア学生、そして適格な

際に翻訳をしてくれる現地の学生が混乱しないように、でき

アドバイスをしてくださった松岡先生のお蔭です。この場を

るだけ簡潔に説明する文章を心掛けた。普段あまり意識しな

借りて、感謝申し上げます。

いことだったので、その台本作りに長い時間を費やしてしまっ
た。以上が、私たちが今回のカンボジアフィールドワークで
苦労した体験である。

Science Show について
4 年 宮下清光・２年 海野浩一朗

これらの体験から、私たちは冷静な計画力が大切であるこ
とを学んだ。上記で述べたように、Science Show 本番まで
の準備期間は短かった。その上、私たちのチームは実験内容
を変更したため、他のグループよりも進行が遅れてしまった。

本稿ではカンボジアフィールドワークで行った Science

しかし、変更が加えられたことに対してチームで冷静に話し

Show について、初めにその目的や本番までの流れを説明し、

合い、実験の順番を変更し、時間ごとにチームメンバーの役

後半では現地の学生とどのように協力し、Science Show を

割を決めていくことによって、本番までに準備を終えること

成功させたのかについて述べる。

ができた。このような計画力は、日本に戻った後でも就活や、

Science Show の目的は、現地の小学生に英語で理科実験
を見せ、楽しませることと共に現地で子供たちだけでも集め
られる材料を用意し、実際に彼らだけで行える実験を成功さ
せることである。Science Show 本番までの流れは、現地の
学生とのコミュニケーションを図ることから始まった。初め
に日本のことを理解してもらうために、お互いの大学の日常
や日本の文化などのプレゼンテーションから交流は始まっ
た。プレゼン後に、チームとして活動していく現地の学生た
ちと自己紹介やフリートークを行い、1日目は終了した。次
の日は午前中にチームごとに材料の買い出しと、実験用具の
作成と企画案の確認を行い、下準備を済ませた。そして、午
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就職後のスケジュール管理に役立つと思う。

サイエンスショー
～Ice Candy & Magic Power～
4 年 永井健太・２年 一ノ宮大輔

強すぎると、縄と carpet が引きちぎれてしまう事である。
練習中に私たち大学生の引く力が強すぎるあまりに、縄と
carpet が引きちぎれてしまった。私たちがサイエンスショー
を見せる学年は小学校高学年の生徒であり、引く力は私たち
とは違う、しかし私たちは万が一を考えてどうしたら縄と
carpet が引きちぎれないかを考えた。現地の先生、PUCBB

私たちのチームは、サイエンスショーで、Ice Candy と

の学生とも試行錯誤した結果、穴に縄を通した箇所の上から、

Magic Power に挑戦した。実験の準備、実践を通して、学ぶ

切った段ボールを重ね補強をした。補強したおかげで carpet

ことがたくさんあった。まずは Ice Candy だ。この実験は、

は頑丈になり、サイエンスショー本番でも生徒たちが引っ張っ

正直に言うと、日本で準備している段階では実際に行うこと

ても縄と Magic carpet が引きちぎれる事はなかった。

ができるか分からなかった。なぜなら、氷が必要だったから

サイエンスショー本番は , Ice Candy から Magic Power の

だ。現地には冷凍庫がないので、小学校の近くで氷が手に入

順番で行った。Ice Candy が長引いてしまったが、チーム全

らないと実験ができないのだ。そのため、実験前に小学校に

員の協力もありスムーズに Magic Power が始まった。まず、

下見に行った時にグループで学校の近くの店を探し、氷があ

私たちが上述の通りに Magic Power のデモンストレーショ

ることを確認した。

ンを行い、次に生徒たちが行った。その後に Magic Power

現地での準備の段階では、１人ひとりが PUCBB の学生と

の理論も説明をし、最後にレースバトルを行った。レースバ

協力して取り組むことができた。PUCBB の学生は、英語の

トルでは、生徒たちが中心になって繰り広げられた。また

レベルが高く、英語を使ったやり取りに慣れていたので、そ

最後には、私たちがレースに加わり生徒たちと一緒に Magic

れに刺激され明星のメンバーも徐々に英語を使うことへの抵

Power を盛り上げることができた。

抗が無くなっていった。それもあり、実験に向けての細かい
ことまでも適当にせずしっかり話し合うことができた。

サイエンスショーが終わった後に、PUCBB の学生たちと
反省会をした。私たちの失敗は Ice Candy のクオリティーが

実際に子供たちの前でサイエンスショーを行ってみて、しっ

下がった事だと思っていたが、PUCBB の学生が「Ice Candy

かり準備をしていてよかったと改めて感じた。１つのボック

のクオリティーは下がったが、それはサイエンスショー全体

スだけでアイスを作るのではなく、子供たちを5つのグルー

の失敗ではない。
」と言ってくれた。その言葉を聞いた私達

プに分けてそれぞれの机で行うというアイディアにしたおか

はとても嬉しく感じた。不安から一転、喜びの感情が出て、

げで、子供たち１人１人が参加することができて、退屈しな

私たちのチームのサイエンスショーは成功したと確信した。

いサイエンスショーになった。ただ、使う材料を正確に測ら
ず目分量で入れていたので、本番で作ったアイスは味のクオ
リティーが練習の時よりも落ちてしまった。これは反省点だ。
味のことまで事前にしっかり考えられるとより良いショーに
なると思った。
もう１つの実験は Magic Power だ。Magic Power に必要な
材料は段ボール、縄、軍手、ガムテープの4つである。まず
段ボールに穴を開け、その穴に縄を通してガムテープで止め
れば carpet が完成する。Magic Power は引っ張る人と座る人
が必要であり、まず3人ほど carpet に座って貰い、1人で引っ

美味しいアイス、できた？

張る。ここで引っ張る人がcarpetを引くが出来なければ、引っ
張る人が1人をおんぶし carpet を引っ張る。結果、引っ張る
人の体重が2倍になり、地面を押す力と摩擦力も増えて段ボー
ルを引っ張る事が可能になる。１人で引くことが出来なかっ
た carpet を科学の力を利用して引くことが出来るようにな
るサイエンスショーだ。
私達は日本でも Magic Power の練習を何度も行い、成功
していた。またカンボジアに行き、材料は現地のスーパー
などで調達できたが、カンボジアでの練習中に Magic Power
の問題点が見つかった。それは、縄を引っ張る人の引く力が

Magic Power は子どもたちも一緒に体験した
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るくてとてもスマートで、初めて会った時は誰もが少しは緊

悔しかった 1 年目、笑顔の 2 年目
2 年 佐内伽帆

張してしまうが、そのフレンドリーさのおかげで会ったその
日からとても仲良くなる事ができた。1年生の時はお互いが
とてもシャイになってしまい、さらに英語で会話することに
自信がなかった私は打ち解けるまで時間がかかってしまった

私は大学1年生と2年生でカンボジアフィールドワークを
履修した。他のフィールドワークで行く国のことも気になっ

が、今回は積極的にカンボジアの学生とコミュニケーション
をとることできた。

ていたため2年連続で同じフィールドワークに行くことを決

今年、私のチームは氷と塩、牛乳などを使って数分で “ ア

めた自分自身に驚いていた。それはやはり1年生の時の体験

イスクリーム ” を作る実験と “ マジックパワー ” という段ボー

が自分にとってとても貴重なものになったと感じていたから

ルとひもを使い摩擦の力を利用して自分より重いものを引っ

だと思う。今回わたしは2年連続でカンボジアへ行き、サイ

張るという2つの実験を行った。準備期間から通して感じた

エンスショーを行ったので１年目と2年目を比べてみて感じ

ことはコミュニケーションを十分に取れていたことが、サイ

たことを書いていく。

エンスショーの成功に繋がったということである。

カンボジアフィールドワークはカンボジアの大学生と明星

2年生の時のフィールドワークを振り返ってみると、私は

の大学生が一緒に現地の小学校へ行き、サイエンスショーを

たくさんの時間カンボジアの学生と英語でコミュニケーショ

通して子供たちに理科や科学の面白さを伝えることを目的と

ンをとっていた。私の意見を聞いたみんなが私のアイデアに

している。準備期間から全て英語で行うプロジェクトである。

賛同してくれて、実験準備が進んでいると感じた時、とても

私は留学経験もなく、英語も十分に話せない。

嬉しかった。1年生の時にうまく伝えることのできなかった

1年目、大学1年生の時の私のチームは先輩2人と同期2人

思いを2年生になって伝えることができ、2年連続で参加で

に PUC の学生2人を入れて計７人だった。日本にいるうちに

きたことにとても感謝している。私にとってこのカンボジア

ある程度のサイエンスショーの計画を立て、カンボジアに向

フィールドワークで経験したことは一生忘れない大切な思い

かったが、現地の大学生に自分たちの計画を伝え意見を出し

出になった。

合うという作業を全て英語で行うのは自分が想像していた以
上にとてもハードだった。1年生の時のわたしは先輩に頼りっ

この経験を、これから先の留学やボランティア活動などに
活かしていきたい。

きりになってしまい、自分もなんとか伝えようとトライして
みるものの上手く伝わらずとても悔しい思いをした。サイエ
ンスショー当日、私のチームの実験は成功し、子供達の喜ぶ
笑顔を見ることができてとても感動した。しかし、どこか悔
しさも残ったフィールドワークになった。
そんな思いもあり、私は1年生の時に感じた悔しさを晴ら
すために2年生で再びカンボジアフィールドワークを履修し
た。今回のチームは先輩1人、同期1人、後輩2人に PUCBB
の学生2人を入れて計８人だった。先輩はいるものの、今回
は唯一の経験者という立場になりみんなを引っ張っていける
よう頑張った。去年と同じ失敗をしないよう、２つのことを
意識した。１つは、はじめから積極的に発言すること。もう

サイエンスショー後、私のチームが担当した小学 4 年生の
クラスの子供たちとの集合写真

１つは、みんなの会話にフォーカスし、サイエンスショーを
進める上で必要な情報をきちんと頭にインプットしておくこ
とだ。
そして今回と前回で1番大きく異なったのは、一緒にサイ
エンスショーを行うカンボジアの大学のキャンパスが変わり、
メンバーが1年生の時と比べてガラッと変わった所である。

コミュニケーションの
取り方について
１年 齋藤穂乃花・蓮見光兵

今回一緒にサイエンスショーを行った PUC バッタンバン校
の学生達はみんなフレンドリーでとても優しくて明星の学生
達はすぐに打ち解けた。
私と同じチームになった PUC の学生 Pech と Rithxx は、明
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私達は10日間のカンボジアフィールドワークで、コミュ
ニケーションの取り方を深く学んだ。コミュニケーション
を向上させるには、相手を知る事と積極的にコミュニケー

ションを図る意思が重要なのではないかと考えるようになっ
た。カンボジアフィールドワークは、私達にとって初めて
の海外経験だったが、最終的な目標であるサイエンスショー
を成功させるには、現地のパンニャサストラ大学（PUC）
の学生とのコミュニケーションが欠かせなかったため、そ
れぞれの方法でコミュニケーションを図った。
齋藤は、日本にいるときには、PUC の学生とは英語でし
かコミュニケーションが取れないと考えていた。そして、
カンボジアに到着して３日目、初対面で緊張して自ら話し
かける事ができなかった。チームの上級生に PUC の学生と
の交流を任せてしまい、何もチームに貢献できていないの
ではないかと感じ、自分はどうしたら良いのか悩んだ。し
かし、すぐに趣味である音楽で PUC の学生と共感し合える
事に気づいた。それからは、移動のバスの中で歌を歌うこ
とや、一緒に観光することでコミュニケーションを取るこ
とができた。その結果、グループ活動にも積極的に参加で
きるようになった。
また、蓮見も PUC の学生とは英語でコミュニケーション
をとるしかないと考えていた。そして、バス移動で隣に座っ
た PUC の学生と交流を深めたい、会話を続けたいと強く思っ
たが、会話を始めるための話題が少なくコミュニケーション
に困難を感じた。しかし、チーム全体の雰囲気を協力的にす
るため、自ら積極的に質問を繰り返すことを意識した。何度
もいろいろな質問をすることに対して、PUC の学生は嫌な顔
一つせずに応答してくれた。たくさん話しかけることで、共
感できる話題を見つけることができ、それをきっかけに PUC
の学生との会話がはずむようになった。
2人とも積極的にいろいろな話題で話しかけることで、お
互いに共感できる話題を見つけることができ、コミュニケー
ションを円滑に進めることができるようになった。そして、
齋藤は、コミュニケーションには、まず相手を理解する事が
重要だと感じた。齋藤は2020年9月からカナダに半年留学
するが、その時は、正しい英文法で話そうとするのではなく、
カンボジアの学生と交流した時のように、自分の伝えたいこ
とを単語だけでも伝え、趣味や特技の話をすることでお互い
に理解し合いながらコミュニケーションを図っていきたいと
考えている。一方、蓮見はこのカンボジアフィールドワーク
で、コミュニケーションのツールが少ない状態でも自らの言
動、行動によってコミュニ
ケーションができ、そのこ

パンニャサストラ大学の
学生との関わり
２年 吉村美玲・１年 中野美咲希

国境を越えた繋がりは、互いに理解し合おうとする姿勢で、
相手を尊重し、歩み寄らなければ築くことはできない。なぜ
なら、根付いている文化や日頃から使用している言語が違う
からだ。カンボジアフィールドワークへ行く前に参加したサ
マースクールでは、私は緊張し、チームのメンバーも積極的
に話すタイプではなかったためコミュニケーションは円滑と
は言えず、重たい空気が流れることも少なくなかった。しか
し今回のフィールドワークでは、サマースクールでの成功と
失敗を共に活かし、関わったパンニャサストラ大学（PUC）
の学生たち全員と良い関係を築くことができたと感じている。
まず、PUC の学生たちは初日から私たちを温かく迎えて
くれた。プレゼンも真剣に聞いてくれ、反応してくれたり
メモを取ったりする姿を見て、彼らはとても誠実なのだと
すぐに分かった。チームでの自己紹介とミーティングの時
も、日本が好きだということや、日本の紹介のプレゼンの
内容が興味深くて面白かったこと、私たちがプレゼンを用
意したことに対する感謝などを伝えてくれ、胸がいっぱい
になったのを今でも覚えている。それからは幸いなことに、
大きなトラブルもなくサイエンスショーの準備は順調に進
んだ。先生方や他のチームのみんなから指摘されたことは
全員で話し合って改善し、誰かが孤立することもなく協力
し合うことができた。そして何よりも、一緒に過ごす時間
が楽しかった。私が体調を崩して病院にいた時も PUC の学
生たちがお見舞いに来てくれ、サイエンスショーの成功を
約束してくれた。それまで私は本番に参加できないことへ
の申し訳なさと悔しさが募っていたが、心が軽くなり、皆
にならば安心して任せられると強く感じた。結果、サイエ
ンスショーは成功を収めた。
一緒に過ごせたのは数日間だけだったにもかかわらず、同
じ目標に向けて切磋琢磨し、信頼できる友人達ができたこと
が私にとって何よりの財産になった。今回の経験を単なる思
い出として終わらせるのではなく、春からのイギリス留学で
も活かして、さらに成長していきたいと思う。
（吉村美玲）
私は、12月14日から23日、カンボジアに行った。PUC の

とによってお互いの異文化

学生との交流の前に自分たちの国や学校のプレゼンテーショ

を分かち合う事ができた。

ンを行った。学生達の反応が良く、発表が終わった後、様々

そして、異文化コミュニケー

な質問をされた。その後、各チームにかれて自己紹介を行う

ションについて深く知るこ

前に PUC の女の子が飴をくれた。ミントの味がした。Wi-Fi

とができたと感じている。
チームメンバーのリー
（右）と

のパスワードを教えてくれ、つなげてもらった。そこで交友
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関係が生まれ、みんなで写真を撮った。自己紹介の後、私の
チームはサイエンスショーの買い出しに行った。
道中で様々な話をした。その時、気をつけたのはサマー
スクールで学んだ、孤立する人を出さないことだ。積極的
に話しかけ日本人同士で固まらず交流を進んでした。その

ローカルなバッタンバンと
グローバルなシェムリアップ
2 年 杉岡奏豊・臼井翔悟

結果、PUC の人とさらに仲良くなることができた。コミュ
ニケーションの取り方はいろいろあるが私は、好き好きオー

私たちはカンボジアフィールドワークでシェムリアップと

ラを出しまくった。歳が近いこともあり共通の趣味や流行

バッタンバンの２つの都市に滞在した。同じカンボジア内で

りもので心の距離を縮めた。例えば、日本でも流行ったタ

あったが大きな違いがあり、興味を持った。その違いを大き

ピオカやケ～ポップが主な会話だったと思う。そして、チー

く３項目に分け考察してみた。

ム関係なしに PUC のみんなと関わった。その時役に立った

まず初めに、マーケットの違いについて考察する。シェム

のが音楽とダンスだ。音楽の力は国境を越えて通じるのだ

リアップには「オールドマーケット」でバッタンバンには「ナ・

と改めて実感した。一緒にダンスやカラオケをして、とて

マーケット」という大きなマーケットがある。どちらも多く

も楽しい時間を過ごした。

の人が集まっていて活気があったが、客層やニーズが異なっ

サイエンスショーの準備では、共通語の英語も理解でき

ていると感じた。まずシェムリアップの「オールドマーケッ

ないことが多々あった。しかし、ジェスチャーをフルに活

ト」はターゲットが完全に旅行客むけだった。シェルリアッ

用したり、図や文章を書いたりしたので大きなトラブルは

プには世界遺産アンコールワットがあることから、カンボジ

起きなかった。誰かが話題についていけず孤立することも

アを象徴するようなお土産やヘナタトゥーなどの旅の記念に

なかった。分からないとこがあれば皆で理解するまで話し

なるようなものやインスタ映えする商品がたくさん並んでい

合い、助け合った。私たちのチームは、PUC の学生とペアー

た。一方バッタンバンの「ナ・マーケット」では生活必需品

になることで、サイエンスショーの練習が効率よくできた。

や食品が多く扱われており、地元の人のニーズに答えるよう

空気砲をどう見せると子どもたちが楽しんでくれるかとい

なマーケットで、よりこちらの方がローカル色を強くに感じた。

う工夫の仕方がとても難しかったが、PUC の学生のアイディ

次に、飲食店について考察する。シェムリアップには「パ

アでとてもいいショーを完成することができた。

ブ・ストリート」と呼ばれる通りがある。昼は飲食店で夜に

私は、このフィールドワークを通じて、国や環境が違って

なるとクラブや飲み屋になるお店がぎっしり並んでいて、ほ

も仲良く楽しむやり方は無限にあると学んだ。来年度、留学

ぼ全てのお店で万人ウケするような料理、洋食などがメニュー

を考えているが、今回のフィールドワークで学んだことを活

に載っていた。「パブ・ストリート」に来ているお客は８割、

かし、多くの人と交流したい。（中野美咲希）

観光客であった。一方、バッタンバンでは、洋食を扱ってい
るお店もあったが、シェムリアップに比べると圧倒的に数が
少なく、カンボジアの伝統であるクメール料理などの現地の
人が好むメニューのお店が多かった。
最後にお店の人について考察する。シェムリアップではお
店の前を通るだけで店の人が腕を引っ張ったりして、無理や
り物を買わせようとしてくる。さらに店員の多くが日本語で
交渉できるほど上手な日本語で話しかけてきた。しかし、バッ
タンバンではお店の人は全く日本語が通じず、英語も通じな
かった。さらに、お店の人は態度が悪く冷たいように感じた。
以上のことから、観光地として確立されているかいないか
が、シェムリアップとバッタンバンの違いだということがわ
かった。観光地として確立されているシェムリアップには観
光客が好むカンボジア限定の服やお土産などが多くあり、ま
た誰もが慣れひたしんでいるような料理が提供できるお店が
多くあった。このように確立されているからこそ、お店の人
は、日本語や英語を覚え、少しでもお店の売り上げを増やそ
うとしているのだ。言葉を話さなければ売り上げにつながら
ないので、英語や日本語を覚えているのだ。
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今回、私たちは表面的な部分に目を向けたが、次に訪れた
時には、さらに深く掘り下げていきたいと思う。

ヘナタトゥーの女性店主はインド人
ナ・マーケットには食材があふれている

私たちは、10日間のカンボジアフィールドワークの中で、マー

マーケット調査をして

ケット調査を行った。2、3 人のグループで、シェムリアップ

２年 高橋夏音・１年 三田和輝

の人々だ。マーケットの人々は、
「買ってくれ」と言って放し

のマーケットを周った。ターゲットはマーケットにいる現地
てくれない厄介な人もいたが、ほとんどの人が優しく、笑顔

2019年、私はカンボジアの都市、シェムリアップのオー

の方ばかりだった。中には、日本語を話す人もいた。私は外

ルドマーケットを調査した。調査内容は、主に「近年の市場

国人には誰にでも英語で声をかけたほうがいいと思っていた

の客層の変化」と「価格の変化とその背景」である。

が、英語よりも日本語をよく知っている人がいて、とても驚

一つ目の質問については昨年も訪れたインド土産とヘナタ

いた。
「かわいい」、
「きれい」などの簡単な言葉を使い、コミュ

トゥーを扱うお店の人に尋ねた。店主はインド出身で、ビジ

ニケーションをとりながらマーケットを楽しむことが出来た。

ネスのためにカンボジアに移住した40代の女性で、インド

調査の内容は、1つ目はマーケットのこと、2つ目は現地

人のご主人と夫婦でお店を営んでいるという。客層の変化に

の人が思う日本の印象だ。まず1つ目は、店で一番売れてい

ついては「中国人のツアー観光客が減少し欧米人が増えた印

る商品は何か、である。マーケットは衣服の店が多かったが、

象がある」と言っていた。また、市場全体の活気は昨年より

ほとんどの店で、T シャツが売れているとのことだった。カ

盛り下がり、お店としてもあまり儲かっていないと嘆いてい

ンボジアやシェムリアップと書かれたものや、カンボジアな

た。私個人の肌感覚としては、売上減少により商品の回転が

らではの柄が描かれたものなどが広く売られていて、お土産

悪いのか、全体的に去年より埃っぽく品数も少ない印象があっ

として買っていく人が多いようだ。ちなみに、マーケットを

た。価格も倍近く高くなっていた。

訪れる観光客は、アジアの方が多いとのことだった。次に2

価格について現地の学生に聞くと、カンボジアの国内政治

つ目の現地の人が思う日本の印象は、ほとんどの人が、日本

が不安定で景気が悪くなっていて物価が若干上がっていると

が好き、日本に行ってみたいと言っていた。しかし、「寿司

言っていた。私は昨年、ベトナムを訪れた際、同じようなマー

が食べたい」「桜が見たい」「留学に行きたい」など、これも

ケットで買い物をした。そこではカンボジアと似た商品でもお

あれもやってみたいという人がいるけれど、日本へ行くのに

よそ３倍も値段が高い印象を受けたが、それはカンボジアよ

お金がかかるから行けないと答える人もいた。

りベトナムの方が経済的に発展しているためだと考えた。し

私はマーケット調査を行って、現地のその場で出会った人

たがって、今回訪れて感じた価格の高騰もカンボジアが少し

と身近に会話ができ、こんなにも日本を知っている人がいて、

経済的に発展したのかと嬉しく思ったが、実際は国内の景気

カンボジアがより良い印象になった。私も、日本に来る観光

が悪くなっているからだと知り、少し心配になった。私たちは

客や住んでいる外国人に優しくしたい。
（三田和輝）

ゲーム感覚で値切り、価格交渉を楽しんでいたが、マーケッ
トの人々にとってはその日の売り上げが生活に大きな影響を与
える。佐内さんの調査では、洋服屋さんで「あなたが今日初
めてのお客さんなの。だから買ってもらえないと困る。」と言
われたそうだ。よくある商売文句のように聞こえるが、それが
嘘ではないとわかるくらいにマーケットは閑散としていた。世
界遺産があり、観光収入に大きく頼った町でどうしたら今後マー
ケットや町は活気を取り戻せるか、また来年はどのように変化
をしているのかを継続的に調査したいと考えた。
（高橋夏音）
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トに到着後、ウズベクネフテガスの所有する私立大学である、

ウズベキスタン・伊東・
フィールドワーク

田中宏昌（担当教員）
・川又孝徳（担当教員）

グブキン大学タシケントキャンパスに訪問し、グブキン大学
の学生と2日間にわたる観光アプリのためのデータ収集のディ
スカッションと実際のデータ収集活動が行われた。タシケン
トでの活動の後は新幹線でブハラに向かい、ウズベクネフテ
ガス社の所有するもう一つの単科大学であるブハラオイルア

学生が就職する、多くの日本の企業にとってマーケットの

ンドガスカレッジの学生との文化交流を行った。ここではウ

国際化、調達、製造などのサプライチェーンの国際化によ

ズベキスタンの歌、ダンス、またオイルアンドガスカレッジ

り、海外企業との提携、取引が重要になっている。その中で

で学生がクラブ活動で行っている、実験、開発などの状況が

ICT、クラウド、それに伴うプログラミングの必要が高まっ

提供された。さらに学生とのブハラの観光資源の探索を行っ

ている。学生たちは、世界の人々との外国語のコミュニケー

た。ブハラではオイルアンドガスカレッジの寮での滞在となっ

ションだけではなく、国内のエンジニア、さまざま地域の住

た。ブハラからサマルカンドに移動し、サマルカンド文化交

民などさまざま人たちとコミュニケーションをとる業務にか

差路として世界遺産にも認定されているレギスタン広場や3

かわる能力を要求される。ウズベキスタン・伊東・フィール

つのメドレセ（神学校）のデータ収集を行った。タシケント

ドワークは ICT とグローバル、さらに世界の様々な地域（ロー

に戻った後は、ウズベキスタン科学大学や世界経済外交大学

カル）を視点に置いた多重構造をもったプロジェクトとして

にも訪れ、明星大学生によるプレゼンテーションや VR 体験

構成されている。国際コミュニケーション学部だけではなく

を行った。VR 体験では、
「太平洋を見たことがありますか？」

情報学部の学生の参加、留学生の参加にともない、多様なメ

という問いかけから始まり、VR で初めての太平洋を見ても

ンバーによって構成されたグループによって、最終的な目標

らう事ができた。

である国際協力に基づいたアプリケーションソフトの作成と、
クライアントへのプレゼンテーションを実施した。

後期のフィールドワーク II/V の授業では、ウズベキスタ
ンで収集したデータからアプリケーションソフトの開発と発

履修時の選考においては、教員は、多くの留学生を含むと

表を中心に行った。もっともインパクトのあった公的行事と

いう活動の特色から、小さなグループの中に閉じこもらずに、

してウズベキスタン大使館の教育担当外交官アジゾフ博士を

境界線を乗り越えていく活動を志向する学生に受講をしても

招待した英語によるアプリケーションソフトのプレゼンテー

らえるようなグループ構成とした。結果的に参加学生は1年

ションが挙げられる。情報学部の学生とのコラボレーション

生から4年生にまたがり、また留学生や情報学部の学生との

によるプレゼンテーションは、グローバル化された環境にお

ディスカッションにも英語と日本語を状況や参加者に合わせ

ける IT 技術の特色を十分に表したものであった。

て使い分けながら積極的に参加した。
前 期 の フ ィ ー ル ド ワ ー ク I/IV の 授 業 で は、 静 岡 県 伊
東市のディスティネーションマーケティングをテーマに
Augmented Reality, Virtual Reality, Projection Mapping とい
う IT 技術を適用した伊東市の観光プロモーションに特化し
たアプリケーションの作成を行った。ターゲットとなる人物
像を洗い出したうえで、それぞれのアプリケーションの特性
を情報学部の学生からプレゼンテーションが行われ、自由な
アイデアを企画する事と技術的・時間的な制約という2つの
相反する要素をディスカッションしながら、アプリケーショ
ンの作成を行った。2020年2月6日には伊東市長へのアプリ
ケーションのプレゼンテーションを情報学部の学生と国際コ
ミュニケーションの学生の混成チームにより実施した。
伊東市での経験を元に、10月末から11月にフィールドワー
クの実習がウズベキスタンで行われた。ウズベキスタンの滞
在に関しては、タシケントに本社を持つウズベクネフテガス
に全面的な支援をいただいた。滞在中の食事、ブハラまでの
新幹線を使った国内交通、市内でのバス移動などすべてをウ
ズベクネフテガスのご厚意により提供された。首都タシケン
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が二個も運ばれてきた。このお肉の味がかなり濃く、美味し

伊東・ウズベキスタン
フィールドワーク
古木亮

かったが食べるのがつらかった。
3日目（10月31日）：3日目になり、段々とウズベキスタ
ンに慣れてきた。元々日本との時差が４時間しかないが、時
差に慣れ、白いご飯がないことも違和感を持たなくなってき
た。しかし不便だと感じることもある。それはコンビニがな

0日目（前書き）
：今回のこのフィールドワークでは、

いことだ。軽食を買えず、ドリンクが気軽に買えない。そん

情報学部と現地の学生と協力し、ウズベキスタンのプロ

なことを考えていたが、今日プレゼンテーションをしなけれ

モーションをすることを目標としている。そのために、VR

ばならないのを思い出し、慌てて練習をしたが、結果プレゼ

（Virtual Reality）
、AR（Augmented Reality）
、PM（Projection

ンテーションはあまりうまくいかなかった。田中先生の助け

Mapping）
、PV（Promotion Video）を活用することにした。

舟がなければ、目も当てられないほど悲惨なものだっただろ

自分たち国際コミュニケーション学科が現地の学生と協力し

う。なんとかなるだろうと高を括って練習不足だったことが

て集めてきた写真や情報をもとに、VR・AR・PM のアプリ

今回のプレゼンテーションがうまくいかなかった原因だろう

を情報学部の方たちに作成していただく。PV は国際コミュ

４日目（11月1日）：この日は Cultural Scavenger Hunt を

ニケーション学科の方が作成する。そのための前準備として、

やる予定だ。これは普段であれば見落としてしまうゴミを探

ウズベキスタンの行く前に静岡県の伊東市へ行き、パイロッ

すように、見逃しがちな文化的事象の情報を集めるという意

トテストをした。伊東市での経験をもとに、より必要な情報

味だ。それらを分析することで、文化的傾向を見つけられる。

を見極めてからウズベキスタンに行くことができる。

今回はこれに関する課題があるので、ウズベキスタンの学生

1日目（10月29日）
：この日は早朝に成田空港に集合した。

とグループを組み、タシケントを周る予定だった。しかし、

その後、韓国を経由し、ウズベキスタンの首都であるタシケ

これに行く前に自分が体調を崩してしまい、残念ながら行く

ントに向かった。ウズベキスタンの空港内には、飛行機に乗

ことができなかった。

る人しか入ることができないらしく、飛行機に乗っていた人

５日目（11月2日）
：無事体調が回復し、この日はほかの

と待っている人が集合できるのは空港の建物を出てすぐのと

人と行動することができた。今日は Afrosiyob という新幹線

ころだった。自分たちはそこで田中先生の友人であるエルミ

のようなものを使い、ブハラまで移動した。ここではオイル

ルザさんと会い、その後ホテルへ向かった。自分たちが泊まっ

アンドガスカレッジの訪問とブハラ観光をする。ここでの訪

たホテルウズベキスタンは、15階以上あり、とても立派な

問先であり宿泊地でもあるオイルアンドガスカレッジに着く

建物に見えた。そして部屋も広くてきれいだった。しかし、

と、そこでも彼らのおもてなしを受けた。大きなパンをもらっ

シャワーのお湯が出ない、Wi － Fi が安定しないなど、正直

た。それはフリスビーの円盤くらいのサイズがあった。そし

不満な点も多かった。それでも、部屋はオートロックでしっ

て彼らは着物を着て歓迎してくれたのだ。この日のために用

かりしていたので良かった。

意してくれたのだろうか、着こなしていたので感心した。そ

2日目（10月30日）
：今日は一日グブキン大学でグブキン

う思いながら歩いていくと、一面に日本とウズベキスタンの

の学生とともに講義を受ける予定だ。今日と明日の講義の途

両方を意識している絵と書道で書かれた漢字の作品が並んで

中で、学生がプレゼンテーションをしなければならない。

いるボードがあった。彼らは日本に強い興味を持っているだ

私は明日やる予定だ。午前中の講義がひと段落したときに

ろう。その後、この学校とオイルなどについて様々なことを

ティーブレイクをすることになった。みんなで少し小さな部

教えてくれたが、機械の仕組みや役割など、自分には難しす

屋に移動し、話をしているとそこに大きなお皿が運ばれてき

ぎて理解するのが大変だった。

た。そこには大量のお菓子や果物が乗っていた。話を聞くと、

６日目（11月3日）：1日を観光に使える日だった。日本語

こんな風にもてなしをする文化があるらしい。コーヒーや紅

話すことができるブハラの学生の案内で、モスクや市場に行っ

茶を飲み、お菓子などを食べながら、自分の拙い英語力で何

た。彼はその建物や土地の歴史を日本語で説明しながら案内

回も聞き直しながら会話をした。その後、昼食を食べにレス

してくれた。モスクはたくさんあり、どれも高くて大きいも

トランへ向かった。ここでウズベキスタンの凄さを知った。

のばかりだ。市場には、お皿やカバン、マグネットなど様々

ウズベキスタンはお皿に乗っているものをみんなで分ける文

なものが売っていた。そして、それらのもの全てがカラフル

化があるようで、野菜や果物をそれぞれ好きなものを取って

なものだ。お土産として欲しくなるようなものばかりが売ら

食べた。そうして食べていると、大きなプレートのようなも

れていた。

のが運ばれてきた。ノートを三枚、縦に並べたくらいの大き

７日目（11月4日）
：この日はアプリに使う写真を撮るた

さだ。そこには山のようにお肉が乗っていた。しかも、それ

めに、ブハラの学生におすすめの場所を教えてもらいながら、
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ブハラを周った。昨日がみんなで行動したことに対し、今日

てもしきれない気持ちだ。そして、田中先生の友人であるエ

は４人ぐらいのウズベキスタン人と日本人が両方いるグルー

ルミルザさんとその友人であるデニスさんにもとても感謝し

プを作って行動した。ブハラの学生のことについて聞きなが

ている。迷惑をかけたフィールドワークのメンバーに申し訳

ら周れたのはよかったが、残念ながら昨日とほぼ同じところ

ない気持ちでいっぱいだ。このフィールドワークを通して、

ばかり周ってしまった。前の日に行ったところの名称を正確

様々な人と関わり、人との関わり方を学ぶとともに、自分の

に覚えていなかったので、そこが反省点だ。その後、バスと

欠点を気付くことができるフィールドワークだ。

徒歩を使い学校まで戻ってきたが、この徒歩がかなりきつかっ
たのだ。なぜなら、この日の気温が5℃くらいしかなかった、
しかも、ホテルウズベキスタンにほとんどの荷物をおいて
きており、寒さ対策できるものをブハラに持ってきていなかっ
たのもつらかった。そんな中１時間も歩いたので死ぬかと
思った。
８日目（11月5日）：早朝から Afrosiyob でサマルカンドに
移動し、観光する。サマルカンドの駅でガイドの方と集合と
する予定だったらしいが、結局朝食をとったレストランで集
合した。その方は前に日本に住んでいたことがあるらしく、
かなり日本語が流暢だった。この人が時間に厳しく、また計
画もしっかりと組んでくれていたので、サマルカンドの有名
な天文台やモスクを１日で周れた。その後、Afrosiyob でタ
シケントまで行き、ホテルウズベキスタンに泊まった。
９日目（11月6日）
：この日はナヴォイ劇場に行った。ナ
ヴォイ劇場の建設には、捕虜となった日本人なども貢献して
いる。このナヴォイ劇場の壁には、日本語でもこれに関する
文章が書かれている。そんなナヴォイ劇場の中を案内してく
れていた時に、一緒に男の子がいた。小学生くらいに見える
その子は英語が理解できないらしく、一緒にはいたが退屈そ
うだった。そんな時に自分が持っているカメラを見て「action
camera ？」と興味を示してくれて、それで交流することが
できた。言葉が通じなくてもコミュニケーションをとること
ができて、貴重な体験をすることができただろう。
10日目（11月7日）：この日は２か所の大学を訪れた。１
か所目の大学では、主に田中先生の講義が中心の活動をし
た。２か所目の大学は、日本語を勉強している学生がいて、
日本語と英語の両方を使いながら学校を案内してくれた。そ
こには日本人教師がいたことが印象的だ。なぜ日本語を勉強
しようと思ったのかなど、自分が気になる質問を聞く機会が
あってよかった。その後、最初お世話になったグブキン大学
の学生とともに KFC に行き、夕食を食べた。あまり長い間関
わってはいないが、しかしそれでも思い出に残った。
11日目（11月8日）最終日なのでウズベキスタンらしさ
を感じられるチョルスーバザールに行こうとしたが、途中で
昼ご飯を食べるために寄ったデパートで結局１日を過ごして
しまった。ここには日本でも有名な KFC やサーティワンなど
有名なお店が多く入っていた。
（後書き）：今回、Uzbek Neftegas さんの協力もあり、滅
多に体験できないことを体験させていただいたことは感謝し
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1. 初体験者から見た中国
私は今回のフィールドワークで初めて中国を訪れた。この

しかなかった私がこの言葉を聞いて、こんなにも貧富の差が
激しいものかと感じた。
二つ目は車の量の多さ、頻繁にクラクションを鳴らすこと

フィールドワークを機に、行く前に抱いていた不安や「中国」

に驚かされた。中国の車の量の多さは人口や面積の関係もあ

という国に対する固定観念を打破することができたと考える。

り、日本よりは多いと思っていたが、思っていた以上の何倍

まず初めに現地の人々の生活様式や習慣についてだ。現地

もの車の多さだった。中国人はちょっとしたことでクラクショ

で過ごしてみて日本と違うと感じる点がいくつかあった。食

ンを鳴らし注意する。だが日本ではクラクションをちょっと

事の面でいうと、丸いテーブルなどで向き合って食べること

したことで鳴らしてしまうと相手を怒らせる場合もあり、あ

が多く、大皿の料理をみんなで取り分けて食べるというとこ

おり運転と感じる人もいて危険な行為だと思う。中国ではク

ろだ。また、静かに食べるというよりも会話をしながらにぎ

ラクションを鳴らされるとどのような気持ちになるのか、怒

やかに食べているという印象を受けた。そして現地の学生が

るのかなど現地の人に聞けなかったことが心残りになった。

食事をする際に、
「いただきます」は言わないと教えてくれた。

これらのことから日本と近くの国でもたくさん文化が違い、

これは中国に限ったことではないが、普段意識していない母

驚かされることが多々あり、貧富の差や車の量の多さなど現

国の日本の習慣を、違った角度から見ることで、異なる視点

地に行かないと知る、経験することができないことを学ぶこ

からの日本を知るきっかけとなった。

とができた。さらに授業で海外に行けること、異文化を体験

次に、交通機関について考えていきたい。中国は日本と違っ

できることがどんなに幸せかと改めて感じた。
（鈴木希永）

て、車が優先されるというが、実際に中国にも信号機はある
ものの、守っている人は少なく、あまり信号機を気にしてい

私は今回中国フィールドワークを通じて、日本人と中国人

ないように感じた。また、日本に比べ信号機や横断歩道自体

のコミュニケーションの違いについて考えた。私は今まで中

が少ないという印象を持った。そうした違いは地下鉄にもあっ

国に行った経験はなく、知識も無かった。そのため中国人は

た。日本では普段電車に乗る際、改札を通りすぐに電車に乗

話すのが速いし怖い人が多いといった悪いイメージを勝手に

ることができるが、中国では、その前に荷物検査をしてから

持っていた。しかし中国フィールドワークに行ってから中国

でなければ乗車することができないのだ。

人に対するイメージが変わった。大連・呼和浩特の人々との

街を歩いていて関心を持ったものがある。それは「北京ビ

交流を通じて一番感じたことはフレンドリーな人が多いこと

キニ」だ。このようにお腹を出して歩く人の姿を何度か見るこ

だ。特に呼和浩特の学生は積極的に話しかけてくれる人が多

とがあった。現地で生活していて、順番待ちという決まりのよ

い気がした。人見知りの私でも話しやすくとても楽しい時間

うなものはなく、細かいことはあまり気にしない人が多いのだ

だった。また中国の学生はみんな壁がなく仲がいい印象だっ

と感じたが、気づけば慣れてしまい気にならなくなっていた。

た。積極性に関しては学生だけでなく、店員にもあると感じ

日本は島国ということもあるせいか、中国に行って新鮮だ

た。私がお土産のお店に行ったときに店員がお客さんに話し

と感じることが多くあった。中国が大きな国 ( 面積は日本の

かけている場面を何度か見た。それは日本のお店でも見る場

25倍あまり ) ということもあり、国内であっても地域によっ

面だが、中国の店員の方がお客さんとの距離が近く、積極的

て異なる部分が多いため、モンゴルの学生から実際に方言が

だと感じた。店員の商品を売るという心構えは中国の方が

あって聞き取れないことや通じないことがあるという話を聞

しっかりしているのかもしれない。

いた。日本にも方言はあるが、それ以上に広い中国はより地
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今回のフィールドワークで中国人に対するイメージががら

域によって違いがあるのだろうと感じ、とても興味を持った。

りと変わった。それ以外にも実際に行って学んだことがたく

今回のフィールドワークを終えて現地だけでなく帰ってきて

さんあったので、その学んだことや経験を今後に活かしてい

からも多くの発見をすることができたように思う。（常政萌）

きたい。
（斎藤慶）

私が中国に行って感じたことは二つある。一つ目は貧富の

私は今回のフィールドワークで初めて中国 ( 大連・呼和浩

差が激しいということだ。私は日本に来る爆買い中国人をテ

特 ) に足を運んだ。私の中の勝手な中国人へのイメージは、

レビなどで見て、中国は今経済が発展していてお金持ちとい

マナーが悪く声が大きいというあまり良い印象ではなかった

うイメージがあった。だが今回の中国フィールドワークで考

のだが、大連・呼和浩特に実際に行き、中国人のイメージは

え方が変わった。現地の日本語学科の学生に日本に来たこと

180度変わった。大連・呼和浩特の人々は優しい印象であっ

はあるのかと聞いたところ「金銭面で行くことができない、

た。特に子供は人懐っこく中国語が全く分からない私でも交

だから今中国で日本語を勉強してお金を貯めて日本に行きた

流することができた。大連の現地の人々が集まる公園に行っ

い」と言っていた。爆買いのお金持ち中国人というイメージ

た時に子供たちがたくさんいたので少し一緒に遊んだ。ここ
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で、日本の子供との違いに気がついたのだ。それは、中国の

て、日本と中国の物価の違いについて紹介する。売っている

子供は警戒心がないということだ。日本の子供は「こんにち

ものの価格をコンビニエンスストアで見た時に、特に食べ物

は」などと声をかけると警戒心を抱かれるのだが、中国の子

の価格には大きな違いがあった。また、中国の学生食堂では、

供は警戒されることなく一緒に遊ぶことができた。以前ザン

スープ等の汁物、ごはん、おかず２，３種類のセットは、日

ジバルフィールドワークでザンジバルに行った際にも現地の

本で言うような定食のような形で売っていて、学生たちに人

子供たちと交流したのだが、ザンジバルの子供たちも警戒心

気があり、9元～10元といった価格帯で、日本円にすると大

なく初めて会ったにも関わらず一緒に遊んでくれた。人懐っ

体200円以内で食べることができるため、とても安い印象を

こいのは海外の子供の共通点なのではないかとこの事から私

受けた。日本よりも、量も多く、学生にとってはとてもいい

は考えた。

ように感じた。また、特に安いと感じたのは、果物である。

トイレの鍵を閉めず間違えて開けてしまうと怒るおばさん、

量り売りでの販売をしているという点は日本と異なる。果物

夜にみんなで集まりダンスをしているおばさん、信号がある

の種類によって異なり、500ｇでいくらというように計算さ

のに赤信号で渡り信号の意味がなかったり、痰壷があったり、

れる。私が、バナナを２本購入した際、1.5元（25円ほど）

北京ビキニといい、暑いからという理由で T シャツをお腹ま

であった。日本では、バナナ1本でも100円することも普通

で捲り上げお腹を出しているおじさん、などといった文化は

であり、中国の方がずっと安い。ほかの果物であっても、日

日本と全く違い面白いと感じた。それと同時に、なぜ日本に

本の価格の半分以下である。

これらの文化がないのか疑問に感じた。

同じアジアだが、物価の面では日本とは大きな差が見られ

中国で食事をする際に料理の量がとても多く、食べきれず

た。また、中国には、大人数で大きなテーブルで食事をする

残してしまうことが多かった。しかし、日本の感覚だと「ご飯

食文化がある。よって、たくさんの料理を注文し、シェアし

を残すのは失礼」とされるが中国は「残すくらいがちょうどい

て食事することができる。大人数で食事をするため、一人当

い」とされ失礼に当たらないので、皆ご飯を当然のように残し

たりの金額が安くなるし、いろいろな話で盛り上がって楽し

ていた。ここの違いに驚き、日本と違う習慣なのだと感じた。

いと思う。これは、日本にはない中国の食文化であると考える。

このフィールドワークを通して貴重な経験をし、文化の違

( 虻川桃香 )

いなどを学ぶことができた。大学生活の最後の良い思い出に
なり、中国フィールドワークを履修して心から良かったと感
じた。（矢口真央）

2. 日本と中国の生活における違い
❶日本と中国の食文化の違い
今回、初めて中国に行ってみて、料理の味や食材などが日
本とは違うところが多いことを学んだ。日本で食べる中華料
理ももちろん辛いが、本場中国で食べた料理は、香辛料的な
辛さがあり、舌が痺れた。
また、中国で白米を食べた時、日本の米とは味が違うよう
に感じた。それは、軟水・硬水の水質の問題なのではないか
と思った。また、日本の米は、粘り気があり柔らかいため、
おにぎりを作るのに適しており、それに比べて中国の米は、
コメの粒が長く、お互いがくっ付きにくくパサパサしている
ため、炒飯を作るのに適していると感じた。そして、一番驚
いたのは、日本で食べる中華料理が中国にはないものがある
ことだ。例えば、エビチリや天津飯などは中国では見られな
い料理のようだ。また、日本では焼き餃子だが、中国では水

❸中国に行く前と行った後の印象の変化
中国フィールドワークに行く前は、中国料理は辛いものしか

餃子が一般的だった。（清水美咲）

なく、脂っこいものしかないからお腹を壊すのではないかとい

❷日本と中国の物価の違い

う印象だった。

私が中国に行って、最初に感じた日本と中国の違いは、売っ

しかし、実際に行ってみると辛いものも沢山あったが、辛

ているものの値段だった。それで、今回商品の価格に注目し

くないものもあり、辛いものが苦手な人が行っても食べるも
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のには困ることはなかった。そして、辛いものも想像してい
たよりは辛くなく、唐辛子の辛さではなく、香辛料系のピリ
ピリする辛さの料理が多かったのが印象的だった。また、パ
クチーといえば東南アジアの料理の印象だが、中国でもパク
チーが入った料理も多かった。そして、何より油がギタギタ
ではなくて、適量に入っていたから油で胃もたれになること
もなかった。
食事量に関してだが、出された料理は、日本人からしては
量がとても多かった。中国人にとっても多いものらしいが、
中国では外食する際に料理を少し残すことがマナーであるた
め、注文する品数が多い上、一つ一つの料理の量も多く、残っ
てしまう場合が多い。もっとも近年は、“ 光皿計画 ” といって、
浪費しないように、食べられる分だけ注文して、そして、注
文したら食べきるようにということが提唱されているようで
ある。（高橋史）
❹おすすめの食べ物
今回初めて中国に行って様々な料理を食べた。その中でも

3. 現地の言葉とコミュニケーション
スタイルについて

❶交流先の両大学の学生に聞いた

特に美味しいと感じたものは「羊肉」
「ロバ肉」
「土豆丝」で

ネット用語・若者言葉

ある。

まず、私がこのテーマで調査しようと思った理由は、日本

「羊肉」は串焼きを食べることが多く様々な香辛料が使わ

語と中国語の若者言葉が生まれる過程にはどのような背景が

れていた。
「ロバ肉」は思っていたよりも臭みがなく、とて

あるのか気になったからである。この報告書では、調査した

も食べやすかった。食感は鴨肉に近いが脂が少し鴨肉より多

中国の流行語を様々な観点から分析する。

い感じであった。水餃子と蒸餃子で肉の食感が変わり、蒸餃
子のほうが肉に歯ごたえがあった。

実際に私がフィールドワークで学生に聞いた中国語の若者
言葉の「我太难了」を取り上げる。2019年に流行ったとさ

「土豆丝」は細長く切ったジャガイモを炒めたもので、日

れる「我太难了」は、直訳すると「私はとても難しい」とい

本人でも食べやすい味付けだった。辛いものが多いイメージ

う意味であり、「もう無理、私出来ない！何もしたくない！」

の中国の料理だが、土豆丝は辛くなく、苦手な人でも食べや

という感情を表す際に使うようだ。フィールドワークで学生

すかった。（秋元紗羅）

と交流した際に、驚くほど多くの学生が口々に「我太难了」
と口にしていた。また、この言葉は中国の SNS 上でも頻繁に
見られる。
社会背景や流行語が生まれた理由などを分析する。まず、
中国は学歴社会、難易度の高い就職活動、技術の進歩が速く
淘汰が激しい社会であるため、学生たちに「諦める」という
概念を教えず、苦しい環境の中でも耐え抜くことを教えてき
たのである。
「好好学习，天天向上（よく学び、毎日向上し
よう。）」という言葉が今でも掲げられているように、学生た
ちは常に勉強や訓練に勤しんでいる。
このような環境下で、なぜネガティブな「我太难了」が流
行しだしたのだろうか。その理由の一つに、SNS の発達が関
係していると考えられる。中国人学生たちの多くは、
「Weibo」
という SNS を使っている。匿名で投稿できる SNS には、政治
に関わる内容や不適切な内容以外であれば何を投稿しても良
いだろうという風潮があるため、日々のストレスや不満を
SNS 上につぶやくことに抵抗はないのである。SNS の中には
ネガティブな感情に共感する人が多く存在するため、ネガティ
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ブな言葉が多用され流行されるようになっていく。そのうち、

ルグ・ブリャード方言などの三つの方言に分かれる。以下東

ネガティブな言葉を面白おかしく表現する者も現れ、若者は

北地方の方言をいくつか例示する。

軽い困難にぶつかるとすぐに流行語を口にするようになるの
ではないかと思われる。フィールドワーク中に関わった学生

例）喜欢（好き） シーフアン⇒シーハン

たちがこのようなネガティブな流行語を口にするときには決

难看（見にくい）ナンカン⇒クゥチェン

まって笑顔であることからも、冗談で使い、ストレスを軽減

没精神（力が出ない） メイジンシェン⇒ネンバ

させるために言っているのではないかと推察される。このよ

脏（汚い） ザン⇒マイタイ

うな流行語があっても、学生たちは流されることなく「諦め

聊天（おしゃべりする） リャオティエン⇒ラオクゥ

ずに」厳しい生活を送っている。（三本さや）

我打你（殴るぞ） ウォーダーニー⇒ウォーショウニー
ここで注意してほしいのは、ここでの解説はあくまで現地

❷現地学生に聞いた方言
今回のフィールドワークで大連と内モンゴルへ行き、両地
方にある方言について調べた。以下に書く文章は一部文献を

の学生に聞いたもので、この情報のほかにももちろん違うも
のがあるので、参考程度に思っていただければ幸いだ。
（猿
田直志）

参考にした箇所もあるが、多くは実際に訪問した現地の大学
生にインタビューして得たもので、よってより日常で使う言

❸中国人学習者の副詞の使用について

葉を知ることができると思う。

―日本語母語話者との比較から―

1. 大連の方言

今回の中国フィールドワークで多くの日本語学習者と交

大連では中国語の北方方言をベースにした標準語である

流した。そこで、適切な使用の難しいとされる副詞の産出

普通話が通常使われています。町では大連方言が話される

を現地学生3名、中国フィールドワーク参加者3名を対象に

場合も多い。大連方言は北方方言の一種である「膠遼官話

調査した。4コマからなるストーリーを書くことを課題とし、

（こうりょうかんわ）
」に属し、大連人の多くが19世紀後半

特に制限は課さずに行った。以下にストーリーと調査結果

から20世紀前半におもに山東省から「闖関東（ちんかんと

を述べる。

う）」と呼ばれる人口移動現象で渡ってきた貧しい農民・魚

調査の結果、日本人学生は「も

民なので、適度の山東省方言の影響を受けている。（https://

う」
「まだ」
「すぐ」「だんだん」

kaihosangyo.jp/oversea/post_182/）

「まったく」
「ちゃんと」
「ちょっ
と」を産出し、同じ副詞が産出

例）再见

ザイジエン⇒ミアージエン

我喜欢你

されることはなかった。一方中

ウォーシーフアンニー

国人学生は、「はっきり」「まっ

⇒ウォーシーハイニー

たく」
「むかむか」
「もう」
「そう」

真的吗？

ジェンダマ？⇒真假？ジェンジア？

干杯！

ガンベイ！⇒ガンラ！

我们一起去吧

「とても」
「よく」「すぐ」を産出
し、2人の学生で共通した産出が

ウォーメンイーチーチューバ

あった。副詞という品詞一つを

⇒ザンメンイーコァチュバ

取り上げても、母語や個人によっ

衬衣⇒晚霞子（日本から来た言葉）ワイシャツ

て共通点もあれば相違点も観察

你

できる。そこが言葉の面白いと

ニー⇒喃

ナン（あなた）

回家⇒走家（家へ帰る）

ころであり、調査から改めて学

非常苦⇒八苦八苦（とても苦しい）

んだことである。
今回のフィールドワークで、

2. 中国語の方言・内モンゴルの方言
一言で内モンゴルといっても、面積が広く、日本国土の約

現地学生の実際の学習状況だけ
でなく、言葉を通じて文化も窺

ストーリーに用いたイラスト

3倍もの広さである。その内モンゴルで話されている言葉に

うことができた。学びの多いフィールドワークであったと思

は、中国語とモンゴル語で分かれている。さらにその中で細

う。
（那花侑香）

かく分類される。
中国語だと主に西部と東部で方言が分かれている。西部は

❹偏見と先入観

中原官語と東北語がそれぞれ使われている。内モンゴルの方

私が中国フィールドワーク中に研究した内容は、親とのコ

言は大きく分類すれば、内モンゴル方言、オイラド方言、バ

ミュニケーションスタイルの差異である。これを調べるきっ
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かけは、昨年一年間留学をしていた際に、親への感謝の表現

そらく私は今まで中国＝北京の印象が強く、中国という国の

が留学以前とは異なると感じたため、何故なのか興味を抱き、

中での地域コミュニティや生活様式をしっかりと見られてい

現在「海外渡航が親とのコミュニケーションスタイルにどの

なかったのだと感じた。だからこそ大連で体験した些細な出

ように変化を与えるのか」というテーマで論文を書いている。

来事一つ一つに心を動かされたのだと思う。

その研究の延長線上で海外の学生はどのように感謝の気持ち

このように私は今回のフィールドワークを通じて、現地の

を表現しているのか、また同じアジア圏の国同士でどのよう

人々の温かさを感じ、中国人というフィルターを通してでは

な違いがあるのか知りたくて、今回中国でインタビューを行っ

なく、人としての交流をすることができた。また、現地の人々

てきた。

の生活様式や習慣を経験することによって、新しいことをた

インタビューした遼寧師範大学の女子学生は、普段からあ
まり「ありがとう」を言うことはできないと言っていた。彼

くさん知ることができ、自らの学びに結びつけることができ
ると感じた。
（あべ松花穂）

女は親から時々お金を送ってもらうこともあり、経済面でも
非常に支援をしてもらっているという。また、寮生活で親と
会う機会が少ないため、SNS でよく連絡を取っていると言っ
ていた。このようなことから、彼女は親に何らかの形で親孝
行がしたいと考えており、今現在できる最大の親孝行は大学
で一生懸命勉強することだと語っていた。また内モンゴル師
範大学の学生は、遠方から学びに来ている学生が多く、列車
を利用しても一日かかるような学生が多数を占めている。彼
らは連休や長期休暇で実家に帰省した際に両親と自分の大学
生活で起こった話をし、親への心配を軽減させていると語っ
ていた。今回、調査してわかったことは、日本人と中国人の
親へのコミュニケーションスタイルは非常に近いということ
だ。海外だから、中国だからという偏見や先入観は自分の学
びの幅を狭めるだろう。（國定篤志）
❺台湾留学の経験から見た
大陸のコミュニケーション
私は中国語を学習しており、一年間台湾で留学した経験が
ある。その経験をもとに今回の中国フィールドワークで私が
見た、現地の人々の生活様式などを述べていく。

4. 日本人、
中国人がお互いに抱くイメージの変化

まず始めに私が感じたのは現地の人が意外と優しく、フレ

中国側が日本、日本人にどのようなイメージ持っているの

ンドリーな点である。というのも私は中国語を勉強している

か、相互に持つイメージがどのように構築されたのか、また

とはいえ、今まで中国は北京しか行ったことがない。その当

どのように変化していったのかに興味を持ったことがこの調

時、私が感じた中国、中国人の第一印象は “ なんか怒ってい

査のきっかけである。

る”、“ 私の喋る中国語を全く聞こうとしてくれない”、“ 冷たい”
であった。そのような経験から私は中国で中国語を使うのに
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❶現地の学生との交流を通して

ごく僅かだが苦手意識を持っていた。しかし今回のフィール

現地学生との交流の場で日本のイメージについて聞いてみ

ドワークでその印象が180度変わった。大連での出来事であ

たところ、真面目・優しいなど比較的私たちが想像できるよ

る。大連で私たちは海鮮レストランへ行った。そして、そこ

うな返答が返ってきた。しかし交流していくうちに打ち解け

での料理がとても美味しく最終日に再びそこで食事をした。

て、もとからあるものとはまた少し違ったイメージを持った

その際、彼らは私たちに大きな貝の料理をサービスしてくれ

学生も多くいたという。現地に訪れた学生たちは皆、中国に

た。たった2回しかそこで食事をしていないのにサービスを

ついてどんなイメージを持っていたとしても帰国する際には

してくれるレストランの人の優しさや寛大さに感動を覚えた。

笑顔で帰ってきた。それは現地を訪れたからこそ、中国の雰

それに加え、大連に滞在中私たちは公園で遊んでいる子供た

囲気や人々の優しさ・古くから続く歴史を感じたからだろう。

ちと交流をたくさんした。彼らはとても人懐っこく、言語が

今日 SNS の普及により、いつでもどこでも世界中の情報を

通じないのにも関わらずとても仲良くなることができた。お

リアルタイムで得ることができる。これにより、あたかも自
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分が世界の情報を知れているかのように錯覚してしまう。し

がある。

かしそこには、その情報の発信者による意図も含まれている

初めに、日本にいると歩行者優先が当たり前だが、中国だ

ことを忘れてはならない。自分の苦手な相手をとてもよく評

と車両優先が当たり前の文化だった。クラクションが飛び交

価できる人が少ないように、その情報に対する発信者側の主

い、横入りなど当たり前、事故を起こさなければそれでよし

観も表現の細部に表れているのだ。中国の情報も同様であ

の危険極まりない交通網だった。日本の交通ルールのまま中

る。環境問題や経済情勢など、あまり良い印象は SNS からは

国に行くと命に関わるのではないかと感じたほどだった。

見つけることができない。しかし、その情報があの世界三位

次に食文化に対するイメージが一つ増えた。日本だと定食

を誇る面積を持つ中国全土に当てはまるわけではないだろ

など一人一人分が当たり前だが、中国だと毎日が懐石料理の

う。人に関しても同じことが言える。ニュースに映る人間が

ようだった。毎日食べきれないほどの料理が様々出され、日

中国人のすべてではないのだ。このことを理解したうえでも、

本人にはなかなか考えられないような食生活だった。

SNS から植えつけられた情報が先入観に影響することもまた
事実である。
私もその中の一人で、観光や政治の問題がニュースで流れ

以上のことから、日本にいた時より中国への好感度は上り
理解が深まった。現地に行かずにこの国はこうと不確かな知
識を過信しすぎるのはよくないと思った。
（江川慧桜）

る中で幼いころから植え付けられた中国へのイメージがあっ
た。しかし、その先入観は中国に行ってみるという些細なきっ

❸中国人が持つ日本への先入観

かけで壊すことができるようなものだった。SNS を通して知っ

フィールドワーク中に出来た内モンゴル師範大学の友達に

た気になっていた中国は、人とのふれあいによりその温かさ

聞いたところ、日本への先入観は年配の人は先の大戦の影響

を知り、自分自身で見聞きし体験することで情報に惑わされ

もあり、日本に対して悪いイメージを持っている。悪いイメー

ずにテレビの中の世界と現地とは切り離して考えられるよう

ジに関しては、日本人を侮辱しているのではなく、悲しい歴

になったのだ。情報を取捨選択し、良い面と悪い面の二面性

史を忘れない為である。若者は良いイメージを持っており、

がある、そのどちらにも偏ることないイメージに変わっていった。

日本人と仲良くなりたいという意見をもらった。若者も教育

今回フィールドワークに行ったメンバーたちも、現地の人

で日本との戦争の歴史を学んでいるが、悪いイメージは持っ

と関わったことで個人の印象が中国自体の印象に変わったの
だろう。つまり、SNS の情報と自分のイメージが必ずしも一
致しない考えを学べたのではないかと感じた。（宮前香里）

ていない。
今回、初めて中国に行ったときは「日本のことをどう思っ
ているか」と不安だったが、インタビューを通して、日本の
イメージを聞くことが出来て良かった。
（長利脩平）

❷日本人が持つ中国への先入観
私たちは日本で暮らしている中で日本以外の国に漠然とし

❹お互いの国を知ることが歩み寄る第一歩

たイメージや先入観がある。実際に中国フィールドワークに

以上のことから、こういった経験でそれぞれの国に訪れる

行く前までは、私たちも中国に対して様々なイメージを持っ

ことが大事だと分かった。今回の体験は事前学習でとどまら

ていた。まず良いイメージでは『料理がおいしい』
、
『物価が

ず、その国に実際に訪れて、目、耳、口、肌で文化の違いな

安い』、『赤いものがたくさんある』などのイメージや先入観

どを体験できた。事前学習だけでは私たちは先入観だけで終

があった。悪いイメージでは『汚そう』
、
『声が大きくてうる

わってしまうが、その国に訪れることによって、もともとの

さそう』、『怖い』などマイナス的なイメージのほうが強かっ

イメージが変わったり、変わらなかったりすることが確認で

た。しかし、実際に赴いてみて、イメージが変わった点や新

きる。これは私たちだけではなく相手の国の人達にも当ては

しく知った中国の良い点や悪い点を知ることができた。

まり、中国という国だけではなくすべての文化が違う国に当

まず、イメージが変わった点について、街並みはきれいな

てはまると思う。このフィールドワークで行動することが大

ところもあれば歩道がきれいに舗装されていないところなど

事であることを学んだ。ただその国に行くことは簡単だが、

あったが、一概にすべての場所が汚いというわけではなくき

お互い交流を通して知ることまでが大事である。そこで終わ

れいに整備されているところもあった。しかし、トイレなど

らずその国で理解したものをしっかりもち帰ってまとめるこ

は日本に比べてきれいとは言えない場所が多くあった。他に

とによって理解も深まる。イメージや文化の違いが理解でき

は中国人の方は怖そうというイメージを持っていたが、実際

れば、勝手な偏見なしにお互いに歩み寄ることができると私

はかなりフレンドリーな方が多かった。買い物に手間取って

は思う。今後日本人も中国人もメディアや自分が持っている

いると助けてくれ、現地の学生も皆優しくしてくれた。日本

勝手な偏見にとどまらず、自分の足で臆せず積極的にそれぞ

だと内気な人間が多いためそこから文化の差も感じられた。

れの国の人と交流していくべきだと、この経験を通して思っ

他にも文化の違いが感じられる中国について新しく知れた点

た。
（藤谷洋孝）

China・Dalian & Hohhot
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日系人に出会う

2019年度アメリカ・ロサンゼルス・
フィールドワーク
張暁瑞

大上：アメリカ・フィールドワークへ行く前に授業で日系人
について勉強していたが、「日系人は違う国の人である」と
いう認識が私の中であった。しかし、実際にインタビューし
てみると、すごく上手に日本語を話す人もいれば、日系人と

2019年度のアメリカ・ロサンゼルス・フィールドワーク

知らなければ日本人ではないかと思ってしまうような人もい

は日系人のデジタル・ストーリーを作るというテーマで行っ

た。インタビューを通じて私は彼らの事をとても近い存在に

た。国際コミュニケーション学科13名の学生が参加し、8月

感じた。そして、接していくうちに日系人である彼らを少し

29日から9月6日まで9日間実施した。このフィールドワー

羨ましく思うようになった。その理由は一人の人間なのに二

クの目的は下記三つである。一つ目は、在米日系人の生活を

つの国籍と関係があること、彼らにしか経験できないことだ

理解し、発信する。二つ目は、英語を使って実際のコミュニ

からだ。

ケーションを行う。三つ目は、デジタル・ストーリーの概念
を理解し、実際にムービーを作るスキルを身につける。

そして今回のアメリカ・フィールドワークで印象に残った
ことがある。それは日系人の歴史についてだ。第二次世界大

具体的な活動としては、日本映像翻訳アカデミーの協力を

戦で日本がアメリカに負け、たくさんの人が亡くなり原爆が

得て、ロサンゼルスにて２０名の在米日系人に合計２０時間

落ち街中が燃え荒れ日本人のほとんどが住む家に困り食料も

以上のインタビューを行った。それと同時に、日系人博物館

衣類も満足に得られない状態で暮らしていた。そんな時に、

を見学し、在米日系人の歴史についての知識を得た。そして、

日本国民に大量の救援物資を送って大きな手助けをしたのが

生きている日本文化が溢れている「リトル東京」エリアを歩

日系人だったということだ。日本がまた１つの日本国として

き、アメリカにある「Nippon」を味わってきた。

立て直すことができたのは日系人のおかげであるともいえる

今回のフィールドワークを通じて、参加した学生たちはど

ことを私は知らなかった。こんなことを知らなかったという

のような経験を得て、どのようなものを獲得したのか、下記

驚きと同時に、とても申し訳ない気持ちになった。日本では

に学生の声をまとめる。

この日系人の歴史を知らない人がまだたくさんいると思う。
だから私は知らない人にこの歴史について伝えていきたいと

アメリカに行く前の不安

思った。

大上：私は今回のアメリカ・フィールドワークが人生初めて

木下：今回のアメリカ・フィールドワークで一番印象に残っ

の海外に行くという経験であった。正直、日本出発のギリギ

ているのは日系アメリカ人が強制収容所に住んでいた時のこ

リまで不安に思うことがたくさんあった。英語を話す自信が

とである。日系アメリカ人の話を聞くまでは、ボロボロの家

ないので思っていることは伝えられるだろうか、銃を所持

の中でずっと何も出来ずに暮らし続けるのかと思っていた。

できるアメリカの治安は実際どのくらい危険なのだろうか、

しかし、話を聞いたら全然そんな事はなかった。強制収容所

長時間のフライトを経験したことがなかったから大丈夫だ

には陸上競技場がありそこでスポーツして暮らしていた人も

ろうか。

いれば、強制収容所の中だけでボーイスカウトをしながら暮

初めてのインタビュー

らしている人もいた。それ以外にも映画館とかもあり映画を
見に行く人もいることがわかった。話を聞いているととても

指田：今回私は 4 人の日系人の方にインタビューを行った。

楽しく暮らしているように思うが何度かボールで遊んでいた

話すテーマが 4 人それぞれ違っていた。人によって話の細

子供が強制収容所の柵の外側に飛んでしまったボールを取ろ

かさや話すスピードもそれぞれだと感じた。一つの質問に対

うとして監視しているアメリカ兵士に撃ち殺されたと言う事

して日系人全体の歴史を含めて話してくれた人や、自分自身

故も起きていたことがわかった。この事について話していた

の経験だけに基づいて話した人もいる。また、インタビュー

日系アメリカ人は事故と言っていたが私は事故じゃなく殺人

の中で事前に用意したものとは別でアドリブの質問を考えな

事件ではないかと思った。割と楽しく暮らしていたことを聞

くてはいけなかった時も、アドリブの質問を考えやすい人と

いたが生活する上での不便な事についてもたくさん聞いた。

考えづらい人がいて、インタビュアーの私もインタビュー中

不便な事についての話を聞いた時、私は絶対そんなところで

に考えながら進めないといけなかったためとても苦労した。

は暮らしたくないなと思った。なぜなら話してくれた人は大

なれない英語でのインタビューだったが回数をやるごとに私

家族だったが住んでいた家がとても小さくて寝る時がとても

自身が成長できていると感じられた。

窮屈だったと言っていた。さらにトイレは家の中にはなく別
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の場所にあり、トイレの個室は、ドアがなく座っている人の

見た目が日本人ぽいところがあるだけで英語しか話すことは

真正面が完全に丸見えの状態でトイレをしなければいけない

できないと思っていた。しかし、実際に会った日系人は日本

と言った。トイレは男女関係なく同じ作りだと言った。見ら

語も話せる人も多く、翻訳の仕事をしている人も多かった。

れながらだと簡単にトイレができないからとても不便だなと

彼らはインタビューの時も、日本語を少しだけ混ぜながら答

思った。今回のフィールドワークでは日系アメリカ人につい

えてくれた。あまり英語の出来ない私にもわかりやすいよう

ても学ぶことができたのでとてもいい経験をしたと思う。

に英語で話してくれたお陰でインタビューを無事終えること
ができた。今回、インタビュー活動が出来たのは彼らの手助

橋本：私は 4 人の日系アメリカ人にインタビューをした。

けのおかげだと思った。

実際にインタビューをしたところ、驚くことが多く、興味深
いことも多かった。特に、１人目の方は日系アメリカ人のバ

山奥：私が今回のロサンゼルスでのフィールドワークにおい

スケットボールチームを応援している人だった。その人の背

て印象に残っていることは、何よりもインタビュー対象者の

景には過去に受けた差別があった。スポーツをやる際に日系

話してくれた内容です。彼らは私がとても想像しきれないよ

アメリカ人は他の人種の人たちと比べると、能力が劣るとさ

うな様々なことを語り、悲しくて涙も流したし、彼らが日系

れている。具体的な能力というのはスキルやスピード、体格

アメリカ人として１つの人生を生きていることにとても嬉し

などのことを言うと思う。その日系アメリカ人は、他のアメ

くもなった。自分と同じ日本人の血が通っていても、育った

リカ人よりも能力が低いという偏見により、チームの一員と

周りの環境が違えばやはり考え方も話し方も違うのだなと改

見なされないため試合ではパスが来なかったりするという事

めて気づくことができた。それでもどこか日本人を思わせ

を聞いた。そのため、彼らは、日系アメリカ人だけのコミュ

るような考え方だったり、彼ら自身日本人からインスピレー

ニティを作りそのチームを応援している。私はその話を聞い

ションを受けている部分や、日本人と同じ血が通っているこ

て、まだ差別ということが残っているのかという印象を受け

とを誇りに思っていたり、日本人よりも日本人としての精神

た。同時に、彼は差別の事実をしっかり受け止めて次に進み、

を持って生きていたりと、とても感動した。今回のアメリカ・

日系アメリカ人だけのチームを作るという行動に移している

フィルドワークがきっかけで日系アメリカ人のアイデンティ

ことを尊敬する。また、日系アメリカ人博物館に行ったとき

ティーについて興味を持ち、今回の動画をもとにプレゼン

には、全く想像していたこととは違う話を聞いた。第二次世

テーションを作成し、ルーマニアで発表する機会も得ること

界対戦の際に、日系アメリカ人が受けた差別のことや、それ

ができた。卒論にも活かしていけたらいいなと思っている。

でも前向きに生きた日系アメリカ人のことについて学ぶこと
ができた。

フィールドワークによる自分の変化
指田：今回人生初の海外だったが、行く前はインタビューを

田原：私は、今回のアメリカ・ロサンゼルス・フィールドワー

することの不安、現地の人に自分の英語が伝わるのかという

クを通して日系人の事について深く知ることができた。特に

思い、自由時間はどうするのかといった不安があった。しか

印象に残ったのは、日本語が喋れると言うことと、日系人の

し、現地の人がとても温かい方ばかりだったので私が伝えよ

歴史だ。日系 2 世や 3 世の方ほとんどの方が単語をいくつ

うとしていることを一生懸命考えてくれて、買い物なども問

か話す事が出来ても会話が出来るほどは話す事が出来なかっ

題なく行うことができた。インタビューの時も先生からほめ

た。彼らの両親は英語を話せない人も多く、家では日本語の

ていただけたりして自分の中で少しでも自信がついた。この

環境で育ってきた。しかし、彼ら自身は日本語を話せないと

フィールドワークを通して新しい発見がたくさんできたので

いう事がとても印象に残った。第二次世界大戦の最中、日本

はないかと感じた。

人は長期間強制収容所に入れられ、家を壊された者もいたそ
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うだ。それらのアメリカでの日系人の扱いに衝撃を受けた。

木下：アメリカに行く前と行った後で自分の中で変化したこ

日系人の歴史は壮絶的なものだった。しかし、日本人が快く

とは，物事に挑戦することである。私は、最初何かに挑戦し

受け入れてもらえるのは日系人達の働きが評価されたからだ

ようと思ったとき「もし失敗したらどうしようと」と考えて

という。第二次世界大戦中には理不尽な扱いを受けたにも関

しまい、挑戦することを諦めてしまうことがたくさんあった。

わらず、アメリカの為に戦う人もいたそうだ。そういった人

しかし、アメリカに行ってお昼ごはんや夜ご飯を買うとき、

達の働きが今の日本人に対するアメリカ人の印象に繋がって

自分なりに英文を考え「失敗してもいいからとりあえず注文

いるんだと思った。この話はとても印象に残った。今回のロ

しよう」と思いながら注文してみたら意外とすんなりと注文

サンゼルス・フィールドワークで日系人に対するイメージが

ができた。それからは自信もって注文できるようになり、わ

大きく変わった。フィールドワークに行く前は、日系人とは

からないことを現地の人に聞けるようにもなった。そして物
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事に挑戦することができるようになった。

小野寺：初めてのアメリカだったのできちんと目標が達成で
きるのかなどの不安が大きかったけど、現地に着くと気軽に

宮崎：フィールドワークを経て私は自分の変化を感じた。一

話しかけてくれたり、英語がわからなくても嫌な顔しなかっ

つ目は周りの人のことを考えるようになった。私はずっと時

たり、片言の英語を汲み取ってくれたりして嬉しかった。英

間やルールにルーズだった。今回 9 日間のアメリカフィー

語が完璧じゃなくてもいいんだなと思った。レストランで食

ルドワークに参加する際に集団行動をしていると私のルーズ

事をするときも声かけてくれたり自分のおすすめを紹介して

さは他人にとても迷惑をかけてしまうものだと感じ、そこか

くれたりフレンドリーで居心地がよかった。チップや交通な

らは何をするのにも人に迷惑が掛からないことを考えてき

ど、日本とは違う文化に戸惑うことはあったが日本とは違う

た。まだまだ未熟だがそれに気づけたことや、直そうと努力

雰囲気を体験できてよかったと思う。

しているのでそれは大きな一歩だと感じた。二つ目は何でも
一人でやるということである。大学生だから当たり前なこと

山奥：研修に行く前と行った後で自分の中で変化したことは、

だが私にはそれができていなかった。自分はなんでも人に聞

自分の思っていることは伝えなければ意味がないのだという

かないと行動できないような人と感じた。今回アメリカに

こと、他文化の中では特に、自分の思ったことは口に出すこ

行って今後留学することも考えると何でも一人でできなくて

とが大切なのだと学び、自分に自信を持ち、前よりもはっき

はいけないなと感じ、アメリカに滞在中も英語でルームサー

りと物事を伝えられるようになれた気がする。人に迷惑をか

ビスを頼んでみたり、帰国して新学期が始まってから家にい

けない程度だったら自分のしたいことはするべきなのだと学

る時、授業の時、部活の時などに一人で進んで行動したりす

んだ。言いたかったら言う、自分のために行動を起こさなけ

ることができるようになった。

ればいけないのだったら起こす。誰に何を言われても自分の
考えをはっきり持った上でそれを伝え、行動し、証明する。

杉原： アメリカにフィールドワークに行く前は英語を話す
のも聞き取るのも大変で相手に伝わるか、聞き取れるかがと

フィールドワークを経て

ても不安だった。私が英語を話すのは授業中だけで、友達や

李：今回の研修を通して自分自身の英語に対する自信はつい

先生としか話さないので、学校の中や生活のほんの一部でし

たのはもちろん、集団行動の重要さ、チームの協力の大切さ

かなかった。アメリカについたらもちろん周りは英語ばかり

などを学べたと思う。全学年の参加者がいる中、二年生とい

だった。周りにいる人も看板も商品もすべて英語なのでアメ

う立場で後輩たちにしっかりフィールドワークについて教え

リカに着いた当初は毎日英語を見て、考えて話すということ

てあげれたと思う。私自身、先輩というのもあり責任感や使

がとても大変だった。しかし、現地で過ごしていくうちに環

命感を持てたと思う。上手くいかないことやすれ違いもある

境に慣れ、英語だけで生活することにも段々と慣れていっ

中みんなで一生懸命になって今回の研修を無事成功させられ

た。日本に帰ってきてから英語の授業を受けた時には英語を

たのではないのかと思う。また先生方の助けもありみんなで

聞き取れなくてわからなくても頑張ってフィジカルランゲー

楽しくインタビューやフィールド調査が出来たと思う。

ジを交えて話すということを行い、前より活発にできるよう
になった。
李： アメリカ現地での調査だったので現地での生活には日本
と違う点がたくさんあると思った。トイレやチップ制度、文
化、性格など戸惑うことがたくさんあった。はじめての地と
いうこともあり英語で食べ物を注文するとなると初めはとて
も緊張していた。自分の英語力で相手にしっかりと伝わるの
か、間違えたらどうすればいいのかなど戸惑いがあった。し
かし日数を重ねるうち自分自身何事にも恥ずかしがらずに挑
戦しようという気持ちになっていた。後半では一人でお店に
行き注文できるまでになった。また街であった人と話をかわ
したりできるようになった。その中でこの体験を踏まえ自分自
身聞く能力や会話力が高まったのだと思う。現地についた時
は何を話しているのかいまいち聞き取れなかったことが多かっ
たのだが、今では聞いて理解するまで出来るようになった。

USA・Los Angeles
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い授業を作り上げていこうとする授業の雰囲気で、お互いを

夏＆冬の英語教室
細谷等（担当教員）

高め合える授業だなと感じました。
学生のうちに出来る経験をたくさんすることは大切なこと
だとわかりました。来年も頑張りたいと思います。

今年度も、夏期と冬期に「夏の英語教室」
、
「冬の英語教室」
をそれぞれ開講した。
「夏の英語教室」の開催期間は8月5日～9日、対象は中学
1年生、be 動詞・一般動詞の区別を中心に否定文・疑問文な
ど英文の基本的な組み立て方を教えた。
「冬の英語教室」は12月14日に1日限定で開講、対象は中
学1・2年生、助動詞、受動態、不定詞などの作り方をでき
るだけわかりやすく、パフォーマティブに教えた。
「夏の英語教室」は先生が11名、生徒20名、
「冬の英語教
室」は先生が6名、生徒7名であった。授業の詳細については、
下記の報告書を参照のこと。

「夏の英語教室」
を通して
水谷真衣
私は今年初めて英語教室の FW を取った。将来英語の教師
になりたいという夢がある為1度教壇に立って実際に子ども
達に英語を教えるという経験をしたかったからだ。
実際にフィールドワークで子ども達に教える前の期間模擬
授業を授業の中で多くやった。模擬授業をやる中で最初は
中々上手くいかないことも多かったが、多く模擬授業をやっ
たことで少しずつ上手く授業を進めることができるように
なった。

「夏の英語教室」
と
「冬の英語教室」を終えて
半田菜々子

本番を迎え実際に子ども達の前に立って一般動詞の授業を
した時、練習通りの時間配分で進まなかったことが多くあっ
た。しかし、同じフィールドワークのメンバーや S.A（スチュー
デント・アシスタント）の先輩に助けてもらいながら進める
ことが出来た。また子ども達が分からないといっていた所を

私は、将来英語の教員になるために明星大学を選びました。
国際コミュニケーション学科には、様々なフィールドワーク

私はこの夏の英語教室を通して臨機応変に授業の中で対応

（以下 FW）を通して実践的で、自分の大きな経験になる授

しなくてはいけないということを学んだ。私にとってとても

業があります。
その中でも、私が履修した夏の英語教室フィールドワーク
は、初めて教壇に立ち、授業計画をして実際の中学生を前に
授業を行うという教員志望の私にとって有意義な経験となっ
た授業です。この環境は、とても貴重なもので、ここでしか
手に入らないものだと思います。
英文法を主に扱っていく中で、自分が生徒側では気付けな
かった教師側の工夫や苦労、教えることの楽しさや達成感を
味わうことができました。そして、生徒の英語学習に少しで
も貢献できたことは、今後のモチベーションにつながりまし
た。授業内で模擬授業を重ねながら先輩、後輩、友達、先生
と共に工夫、改善、新たなアイデアなどを話し合い、より良
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分かったと言って貰えたのはとても嬉しく思った。

Fieldworks Report 2020

良い経験になったと考える。実際に教壇に立ち、子ども達に
教えるという機会は本当に少ない。この夏の英語教室で学ん
だ事をこれからの教育実習に活かして行きたいと思う。

初めての経験を経て
清水璃子

私は今回 ｢冬の英語教室｣ の SA を担当すると共に助動詞
を中学生に教えました。
今回は初めての SA ということで自分が1年生で受けたこの
授業の経験を活かしてサポートしていくつもりでした。実際
の授業では他の人たちの模擬授業を見てアドバイスをできる
限りしてきました。一方で昨年では見られなかった新しい授
業の工夫、教具・教材の工夫が見られ、さらに勉強すること

「冬の英語教室」
で学んだこと
中野凛

ができました。
またそれらを吸収しながら助動詞の授業案を考えることが
出来た為、昨年より有意義なものに出来たと思います。

この授業は自分たちで教案を考えて、実際に中学生に英語
の授業を行うというとても実践的なものです。私は教員を目
指しているので教育実習以外でこうした経験をすることは難
しいので、色々な経験を積みたいと思いこの授業をとりました。
まずは教案を作るところから始まりますが、この時どのよう
にすれば生徒たちが理解できるか、どのように教えれば楽しく
分かりやすく学べるのかを考えるのはとても難しかったです。
冬の英語教室では夏に比べて文法もレベルが上がっていた
ので教え方を工夫するために当日ギリギリまで教案を考えて
練習をしました。授業中、生徒が私の教え方で理解してくれ
た時はしっかり考えて練習もしてよかったと思いました。

「夏の英語教室」の思い出
落合里咲

この授業を通して、教える側の責任や、教える側の方が学
ぶことが多いということを実感し、自分の教員の可能性が広
がったことを感じました。

私は、夏の英語教室を通して自分の将来について具体的に
想像することができました。
英語教室をする前は、私は授業をする機会を持っていなく、
本当に中学生に英語を教えられるか不安でした。ですが、夏
の本番の授業に向けて4月から模擬授業を何回も繰り返し、
先生や先輩方からたくさんのアドバイスをもらいました。
どうしたら見やすい板書になるか、板書を書いている時は
半身になり中学生を見ながら書くようにする、チョークの色
づかい、例文や練習問題では覚えにくい単語を使う、ギミッ
クで絵を使いながら視覚に訴える授業を展開するなど、実際
に自分が想像していたことより細かいところまで配慮しなく
てはいけないことを知りました。
夏の英語教室を終えて、達成感を得ることができ、また将
来自分が実際に教師になった時にどんな授業を展開したいか
構想することができました。私は、この授業を受けなくては
授業の作り方を経験することができなかったため、とても貴
重な経験になり、自分の成長へつなげることができました。

Meisei English Class
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にしわ寄せが行くため、学生たちは常に連携を取りながら忙

学生が主体となる
「映像翻訳」の授業
横見彪太

しい日々を送る。また、上映会は１年間の学習の集大成にな
るイベントであり、手を抜くことは許されない。そのため上
映会当日は、開場は12時だが学生たちは朝９時頃には集合
し、会場の準備などを行う。そしておよそ３時間にわたる特
別上映会を終え、この講義は一度、区切りを迎える。

「映像翻訳」は、半期で終わる通常の講義とは異なり、通

上映会が終わった後は、残された約２カ月の講義を通じて

年で行われる。また、１年間を通じて同じ内容を繰り返し学

日本語の映像作品に英語字幕をつける、いわゆる「日英字幕

ぶのではなく、前期・夏期集中講義・後期それぞれで異なる

翻訳」を学ぶ。この頃には履修生は英語から日本語への翻訳

学習を行う。そして、後期の11月頃に大学で特別上映会を

は比較的早く終えられるようになっているが、その逆をやる

開催し、それを成功させることが大きな目標として設定され

となるとかなり難しく、苦戦する学生が多く見られる。

ている。そのため、ただ映像翻訳の技術を学ぶだけではなく、
上映会を行うことを前提に学んでいくことになる。

以上が「映像翻訳」の１年間の流れである。この講義の特
徴として、座学、実習、上映会と、段階を踏みながら学生が

前期は、翻訳のノウハウや字幕翻訳のために使うソフトウェ

主体となって動く頻度が徐々に増す点が挙げられる。教員と

アの使い方などを学ぶ。いわば映像翻訳のスキルを身に着け

学生とのやり取りや外部との関わりが求められる場面などで

るための期間となっていて、ディスカッションや教員の指導

はビジネスマナーも求められ、社会に出てから役に立つスキ

のもとに、ただ英語を日本語に直訳するのではなく、適切に

ルも並行して学べるため、この講義からは映像翻訳のスキル

「翻訳」するための考え方を学んでいく。例えば “Step one.”

以外にも学習できる要素が多いと考える。

というフレーズを直訳するのであれば「ステップ１」や「そ
の１」といった日本語がまず考えられる。しかし、字幕とし
て表示される際の自然さや、字幕が表示されている間に読み
切れる文字数（「制限文字数」という）などを考慮するので
あれば、「まずは」や「最初に」といった言葉も使うことが

グループでの活動を
通して得たもの
阿部涼雅

できる。このように原文をそのまま訳すだけでなく、時には
読み手により伝わりやすい言葉に置き換えながら日本語にし
ていくのが「翻訳」である。

２年目となった「映像翻訳」の履修。グループで学んで

８月～９月の約２週間で行われる夏期集中講義では、11

いく形態で、上映会の開催などもあって一人一人に役割が

月に大学で行われる特別上映会で上映する難民についてのド

あることから、昨年度よりも履修人数が少ない今年度は各

キュメンタリー映画の字幕を作成する。今年度は『ミッドナ

自の責任や仕事量はより増していたと感じた。その中で、

イト・トラベラー』という、故郷であるアフガニスタンを追

自分が普段の講義や活動を通して感じたこと、反省点など

われて難民になってしまった一家を撮影したドキュメンタリー

を記していく。

映画の字幕作成を行った。90分にも及ぶ映画の字幕を完成

講義の中で感じたのは、この講義はどんな場面においても

させるため、約２週間のあいだ、教員の指導のもとで学生た

「自分一人だけがやれていればよい」というものではない、

ちは毎日６時間ほど翻訳作業を行い、映像・原文・翻訳した

ということだ。履修生はそれぞれで英語のセリフを読み取っ

字幕を何度も比較し、推敲する日々を送った。

て日本語に訳すので、人によって使う表現が異なっているこ

後期は上映会に向けての準備期間として使われる。前期の

とや解釈が異なることもある。だからその場で学べることも

ような講義から一変し、履修生は運営班・ＰＲ班・制作班の

あるし、さらに何人かのアイデアを聞いた上でその中から最

３班に分けられ、班ごとに異なる作業を行っていく。

もその場面にしっくりくる表現や口調を使うことで、よりよ

運営班は、スケジュール管理、上映会当日の段取り、映画

い翻訳をすることができる。グループでの活動は、人と協力

で描かれている難民問題などを解説してくれる外部ゲストの

することと同時に自分の知識を育てることのできるとてもよ

招聘といった仕事を担う。ＰＲ班は、一人でも多くの観客を

い機会だった。

上映会に招くために、主にＳＮＳを通じて情報を発信してい

その一方で、グループワークだからこそ気にかけなくて

く役割を担っている。制作班は、学内・学外に貼る宣伝用の

はいけないこともあった。最初に述べたように、グループ

ポスターや、配布用のチラシ、当日のパンフレットといった

ごとの作業でも一人一人の責任はしっかりと発生しており、

制作物の作成を行う。

自分一人の都合で欠席したり翻訳をしないでいたりすると、

３つの班のいずれかが機能しなくなってしまえば必ず他班

自分だけでなくグループのメンバーにも迷惑をかけること
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になる。そうした点から、社会に出た時にも役に立つ講義
であると感じた。

一方で、前日および当日の会場準備で、指示待ちをしてし
まったことが自身の反省点である。指示が出されるまで、後

講義での学びを通して自分の成長につながったと感じるこ

ろの方に立ち、周りを呆然と見ることしかできなかった時間

ともあったが、反省すべき点が見つかることもあった。翻訳

があったため、目の前で何が起きているのかを的確に判断し、

をするには、制作者が作品やセリフに込めた考えを理解しな

自分が今何をすべきなのか考え、行動に移すべきだったと後

くてはいけない。そのため、作品をあらかじめ視聴してくる

悔している。

必要があるが、それを省いていい加減な翻訳をしてしまい、

『ミッドナイト・トラベラー』を翻訳するまで、私は本当

解釈がまったく違ってしまうことがあった。同じような意味

の難民を知らなかった。幼い頃は、公園でブランコに乗った

でも、細かいニュアンスによって適した表現は異なってくる。

り自転車に乗ったりと、毎日遊んでいることが当たり前だっ

ところが深く考えずに直訳してしまったことで、本来伝えた

た。だが映画に出てくる、難民となった一家の娘ナルギスと

かったニュアンスからはそれてしまい、講師に直してもらう

ザフラは、安住の地を目指して冷たい野原を駆け回っている。

こともあった。だがそうしたことも、自分ができていないこ

彼女たちは明日の生活が見えないだけでなく、１時間先のこ

とやだらしない面を再確認することができるよい機会だった。

とも分からない。安全だと思う場所に辿り着くことができて

「映像翻訳」という講義は、責任感が求められるが、しっ

も、その先でまた迫害や差別を受ける。当たり前が当たり前

かりと取り組めば取り組むほどやりがいを感じる講義だ。ま

でない人がいるということを知ると同時に、贅沢な生活をし

た、他の講義とは違って外部から来てくださる講師の方から

ている自分を反省した。今の私にできることは、１日１日を

教わることのできるので、より社会に出た時に近い体験がで

大切に、無駄のないように精一杯生きることだと実感した。

きる講義だと感じた。

『ミッドナイト・トラベラー』を翻訳して、難民を知り、
理解を深めるきっかけができたこと。ゲストトークを行って
自分に自信がついたこと。１年生のうちからこのような経験

自信につながった
「ゲストトーク」
柴尾桃佳

ができ、よかったと心から思っている。今回の経験と気持ち
を忘れず、今後の大学生活に生かしていきたい。

夏休みの翻訳作業。私は先輩方と比べるとまだまだ単語力
や文法力、日本語の語彙力が少ないため、翻訳作業はグルー
プ内で一番時間がかかった。そんな私を見て、先輩方は嫌な
顔ひとつせず、訳す上でのヒントをくれたり、時には一緒に
訳を考えてくれたりもした。次第に私は、
「先輩方が助けて
くれたのだから、自分も誰かの役に立ちたい」と考えるよう
になっていた。
今までの私は苦手なことに対して、目を背けがちで一歩を
なかなか踏み出せずにいた。しかし、私が所属する運営班の
中で募られた「ゲストトーク担当」
（外部から招聘したゲス
トと対談する役割）に誰も挙手しない様子を見て、自分が何
とかしなくてはならないと思った。そして、
「自分でいいの

反省も多かったＰＲ班での仕事
吉田蓮

だろうか」と疑問を感じつつも、いつの間にか手を挙げていた。
ゲストトークの台本製作や、ゲストである難民支援協会の

今回の上映会準備で、私はＰＲ班に所属してインスタグラ

伏見和子さんとのメールのやり取りなど、私には初めてかつ

ムの投稿を担当した。その中での反省点には、投稿頻度が少

慣れない作業に戸惑うことが多々あった。しかし、そんな時

なかったことや、決められた曜日に投稿を忘れてしまい、夜

にも周りの声が支えとなり、時には投げ出したくなるような

中に先生に添削をお願いしてしまったり、次の日に投稿した

作業も乗り切ることができた。上映会当日は緊張から質問が

りしたことなどがあった。また、インスタグラムの投稿は２

飛んだり、何度も噛んでしまったりしたが、自分のすべきこ

名で担当したが、どちらが水曜でどちらが日曜日の担当なの

とに最後まで責任を持ち、自分自身の力を最大限に発揮する

かがあやふやになってしまい、連携がうまく取れなかったこ

ことができたため、とても満足している。私のために最後ま

とも反省点として挙げられる。

で協力してくれた先輩や先生には本当に感謝している。
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ポスターなどを学内に貼るための許可を取ったり、実際に

貼ったりする作業は先輩たちが休み時間に行ってくれたため、

失敗があったな」と過去を振り返って笑い話にできるくらい、

任せきりになってしまった。その代わりに、自分は当日の看

将来は成長していたい。

板作りや上映会当日にスクリーンに投影するパワーポイント
の操作などを担当した。でも正直なところ、他の班の人に比
べたら仕事量は少なかった。当日、登壇していた人は本当に
頑張っていたと思う。事前に話す内容を決め、本番前には何
回も練習を繰り返していた。そして本番では緊張している中、
言葉に詰まることもなく話していて、相当練習したことが伝
わってきた。そう考えると、私にはまだまだやれることはあっ
たのかなと思う。
逆によかった点は、トラブルなどもなくスムーズに上映が
できたこと、登壇した学生が頑張ってくれたおかげでゲスト
との応答も自然で、見ていて楽しく、興味が持てたこと。上
映会自体は成功だったと思う。だが、せっかくこんなに成功
したからこそ、もっと多くの人に見てほしかった。来年はもっ

上映会で学んだ「チームワーク」
菊間量亮

と人を呼び込めるようにしたい。

運営班に所属していた私は、上映会準備期間には上映会前

将来につながる経験ができた

日・当日の履修生の役割を決めて表にしたり、当日のスケ

森口将希

や「受付」といった言葉に矢印を加えた、会場内に貼る案内

ジュールを作成したりした。また上映会前日には、「化粧室」
表示を作成。そして当日は受付を担当し、来場いただいた方々

私が今回の特別上映会で感じた反省点は２つある。１つめ

を笑顔で迎えた。周りに看板やポスターを貼ったり、プログ

は、同じグループの学生が、与えられた仕事をきちんと実行

ラムにチラシやアンケートを挟む作業を担ったりと、何か自

しなかったことだ。グループで何かをするということは、誰

分にできることがあるかと考えながら行動していた。

かがやらなければその人の代わりにやらなくてはならない人

そんな上映会について私が思う反省点は、上映会開催の告

が出てくるのは当たり前である。一人一人が責任を持って行

知をしっかりやらない人が多かったことである。私は50人

動しなければいけないということを、身をもって体験するこ

に声をかけ、通っていた高校や塾、アルバイト先にもチラシ

とができた。その反省点を踏まえてやるべきことをしっかり

を設置した。高校では全校生徒にアナウンスもしてくれた。

とやれば、もっと自分としても学生や先生たちとして満足が

私一人の力でさえ50人に声をかけることができた。履修生

いく、納得のできる上映会になったはずだ。

全員にも同じ力があるはずだから、もっと声をかけてもらい

もう１つの反省点は、来場した観客の数が少なかったこと

たかった。

だ。私も友人を何人も誘ったのだが、実際に来場した人数は

そして上映会のよかったところは、とにかく楽しかったこ

とても少なかった。私は埼玉から通っているので、地元の友

とだ。大学生になって忘れてしまっていた、いろいろな人と

達が明星大学まで来るのに抵抗があるのは当然だが、それで

同じ時間を過ごし、同じ目的を達成することの素晴らしさを

も来てくれた人数は思った以上に少なかった。来場者の人数

思い出させてくれた。また上映会準備期間には、同じ運営班

がもっと多かったら、さらに達成感のある上映会になったは

のメンバーがいればどんな難しいことも達成できると思えた。

ずである。

特に、当日のスケジュールや名簿リスト、役割分担表の作成

私にとって集団で何かをやり遂げるということを行った

では同じ班のメンバーに大きく助けられた。時に仕事を投げ

のは初めてだった。だから、その難しさを感じることがで

出したいと思ってしまった私をサポートしてくれたし、アン

きたのはよい経験だったと感じる。集団で１つのものを作

ケートの作成で気になった文字の位置のズレを直してくれた

り上げるというのは、今後、社会人になったら当たり前の

りもした。互いに足りないものを補いながら上映会に必要な

ことだと思う。社会人になれば失敗も多いとは思うが、私

ものを完璧に作ることができ、チームワークの大切さも学ぶ

は「一度犯したミスは二度としない」ということを目標と

ことができた。この授業では、字幕翻訳を習う以上の大切な

して掲げているので、今回の反省点は必ず次回に生かした

ことを教わった。履修できてよかったと心から思う。

い。そして同じ失敗をせず、むしろ改善して、「前はこんな
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不安でいっぱいだった
「司会」の役目

先を見越して行動することの大切さ
島村美柚葵

馬場海渡
運営班に所属していた私の上映会準備期間の仕事は、当日
私は今回の上映会で司会を務めた。最初はなぜ自分が選ば
れたのかと思い、正直嫌だった。人前に立って話すと早口に

の流れや誰がどの仕事を担当するか決めるものだった。そし
て当日は受付を担当した。

なってしまったり顔が真っ赤になってしまったりする時もあ

準備期間は、班のメンバーが一人一人自分の仕事に取り組

り、また原稿を考えるのも苦手というのも相まって、これま

んでいて、早く仕事が終わったら他の人を手伝うなど、協力

でずっとこういう役目は避けてきていた。しかし、選ばれた

することがよくできていたのではないかと思った。リハーサ

からにはしっかりこなそうと思った。

ルを行った前日も、特に登壇する人は何回も練習を重ねてい

まず原稿を作るにあたっては、何を基にすればいいのかが

て、結果として素晴らしい上映会にすることができたと感じる。

わからず、どうすべきかと悩んだ。しかし、横見先輩が去年

一方で反省点もいくつかある。１つは、自分自身が当日の

の上映会の資料を渡してくれたこともあり、その問題は解決

流れや履修生の作業分担を考えたせいで他の人もある程度わ

した。だがそこから自分の原稿に仕上げるのにも苦労した。

かっているような気でいたが、「何をすればいいかあんまり

自分の中で尊敬語と謙譲語がごちゃごちゃになっていて、最

わからない」という声を聞いた時に、前もってもう少し説明

初はまともな原稿にならなかったのだ。そこで、家で尊敬語

ができていればよかったかなと思ったことだ。

や原稿の書き方などを調べたりし、さらに学校で先生にも修

それから、当日受付をやる時に名簿に載っていない人の

正してもらい、少しずつ直していった。それでも直しても直

名前を別にメモする欄を用意するのを忘れてしまっていて、

してもミスが見つかったりして、結局、自分が納得できた原

最終チェックをもっとしっかり行っていれば防げたことだ

稿が完成したのは上映会の１週間前だった。

と思った。

そして、もう一つ大変だったのが原稿を覚えることだった。

他には、全体的に細かいところまで気を配れていなかっ

家などで暗記している時は完璧に覚えたと思えたが、実際に

たと感じたこともある。例えば受付に置く看板の準備を忘

会場でのリハーサルでマイクを持って話すと頭の中が真っ白

れていて、前日に慌てて作った。授業中に手が空いている

になり、話すことができなかった。不安を打ち消すためにお

こともあったので、その時に作業できていればその分の余

客さんが会場入りする直前まで練習を重ねた。だがその甲斐

裕ができて細かいところまで目をやることができたのでは

あって、上映会本番では最初はとても緊張したものの、後半

ないかと思った。

はあまり緊張することなく、司会をすることができた。

だが、これらの出来事のおかげで、先を見越して行動する
ことの大切さを痛感できたので、これからみんなで何かを作
り上げる時には、最後まで気を抜かず、最終確認もきちんと
行うことが欠かせないとわかった。今回の上映会は、翻訳か
ら当日の上映までを履修者のみんなで協力して作り上げるこ
とができ、私たちにとっても、また見に来てくれた人たちに
とっても良いものとなったと言えると強く思う。
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