
GY BB Seminar Report

開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2020/11/17
インターンシップ報告会

（ADIMA/ブルキナファソ）
野田頭　真永さん

教養学部　4年

（GY9期生)

今回は、ADIMAというブルキナファソでの農業支援を行っている企業にオンラインインターンをされている、野田頭さんのお

話を伺った。元JICA職員でアフリカでの調査活動をしていたというADIMA代表の方の熱意に惹かれた、という経緯があったそ

うで、まさに“途上国での活動の実践”を行っているのだと思うと興味深かった。特に印象に残った点は、以下の3点である。１

点目は、大豆と女性に注目して女性と子供の栄養問題を解決しようと取り組んでいる点である。ブルキナファソでは、主に男性

が農業に従事しており、大豆を換金作物だと捉えている人が多い。基本的に穀物ばかりを食べていて、冬など作物が取れない時

期には、一日2食しか食べていないことも多くあるそうだ。そこで、野田頭さんたちは大豆の加工食品を消費してもらうこと

で、栄養不足を解決しようと活動している。大豆は水が少量でも育つ点でブルキナファソの気候に合っている。女性の雇用を上

げるために、加工・販売には女性が関わるというビジョンは、食料問題とジェンダー問題の同時解決に繋がるという見方が出来

るので、非常に可能性に溢れた計画だと感じた。私にはブルキナファソの農業の知識が全くなかったせいで、初めて知る事ばか

りだった。現地に住む人の食生活を外部の人間が変えていくのは、決して簡単なことではないかもしれないが、一からビジネス

を組み立てる事が出来る分、ものすごくやりがいがありそうだった。

　2点目に、学校給食事業の案についてである。ブルキナファソの学校において大豆の学校菜園を作り、そこで育てた大豆を給

食の材料にするという案は、日本での取り組みと似ていて実現しやすそうだと思った。子供のころから、作物栽培に関わり、自

分たちで栽培したものを自分たちで食べるのは食についての意識を高めることに繋がるのでとても良い取り組みだと思う。メ

ディアでの宣伝と同時に、そのように学校教育で健康意識を高めることは途上国でも先進国でも有効なのではないかと感じた。

　最後に、インターンシップそのものについてである。オンラインであっても、このように綿密な計画を立てて、代表とやり取

りをして進めていける点にこれからの可能性があると思う。自分はもちろん実際に渡航してインターンをしたいと考えている

が、選択肢の一つとして、イメージを掴む良い機会になった。(GY12期生　小川楓香）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2020/11/12
インターンシップ報告会

（HASORA/インド）
神戸　優衣さん

理学部生体制御

4年（GY9期生）

今回のセミナーは、理学部生体制御学科4年、神戸優衣さんによるHASORAへのインターンシップの報告でした。HASORAは、

インドで日本人が経営している企業であり、主にオーガニック食品の販売、デリバリーを行っています。この会社は、安全で安

心な食べものを人々に届けることを理念として抱いています。現在、インドでは、有機農家が少なかったり、関わる仲介業者が

多かったりという現状から、生産者と消費者の繋がりが見えづらいことが課題の一つとして挙げられています。そのような状況

の中、生産者と消費者の距離を縮め、互いに安心、安全な食の営みを実践できるようになることには、実利的側面のみにとどま

らず、持続可能な社会の構築という意味合いからも、大きな意義があると考えられます。一方、有機の作物は手間がかかり、規

模が小さくなることから、価格の面において高くなりがちです(報告会では、外食と同じくらいというようにおっしゃっていま

した)。企業として利益を求める必要があることから、無機的に作られた作物との差別化、すなわち有機作物の付加価値を正し

く伝えることが肝要で、そのために食の安全性や栄養学的な視点を運用しているとのことでした。加えて、現在インド政府が有

機農業を推進していることにも触れており、国内における有機作物の関心は、如実に高まってきているといえるようです。した

がって、有機であることのみにバリューを絞るのではなく、日本にしかない野菜を商品開発する試みなども始めており、市場価

値を高める工夫をしていました。また、今回は新型コロナウイルスの影響で、オンラインでのインターンシップとなりました。

オンラインでのインターンシップのデメリットとして、コミュニケーションが少なくなってしまいがちであること、現地の状況

を正しく把握することが難しいことなどを挙げていました。これらが積み重なると、プロジェクトの進みが遅くなってしまった

り、インドのニーズにそぐわない情報を発信してしまったりする可能性が高まります。したがって、自分から積極的にコミュニ

ケーションをとるように心がけることでインターンシップを円滑に、そして充実したものにしていたとのことでした。このイン

ターンシップを通して、自分のやりたいことが明確化されたとのことで、インターンシップが視野を広げ、思考を整理するのに

有用な体験であることを、報告会を聞いて感じました。最後に、本報告会を聞いた自分の感想を述べていきたいと思います。ま

ず、このHASORAという企業は、利益を上げることと食の安全を高めることを両立していて、希少な価値をもつ会社だなと感じ

ました。大量生産、大量消費を常とする国際的な風潮により、食生活の変化に対してルーズになっているところが世界的にある

と思うのですが、今一度健康な食事の在り方を問い直し、個人の食生活を見直してみることが必要かもしれません。また、オン

ラインでのインターンシップについても触れたいと思います。オンラインでは、なかなか意思疎通を図るのが難しいように思い

ましたが、解決策を講じることでより充実したものにされていた印象を受けました。オンラインでの参加には現地での活動に比

べて制限されることもあると思いますが、柔軟に課題の解決を図ることで、選択肢も広がるように感じられました。ご報告いた

だき、ありがとうございました。

（GY12期生　鴇崎皓紀）

2020/11/4

障害者の働く選択肢をつくるため

の取り組み

～民間企業とNPO・2社における

活動紹介～

加藤　みつき氏

株式会社ゼネラルパー

トナーズ

（GY5期生）

私は、加藤みつきさんのお話を聞いて、障がいや難病に対する意識が以前とは違うものになった。加藤さんが作ってくださった

最後のスライドにあった、「お伝えしたかったこと」に全ての想いが込められているように感じた。例えば、「日本の常識が他

国の常識ではないこともある」という点において、私たちが考えている常識が障がいを持つ人、難病を持つ人にとっては常識で

はない場合がある。それぞれの持つ常識が違うからと言って差別したり、偏見の対象とするのは間違っていると考える。なぜな

ら、障がい、難病を持つ持たないに関係なく、私たち一人ひとり人間である以上、常識の全ては一致しないからである。

また、私が加藤さんのお話の中で一番驚いたことは、私が実際に知らなかった有名な芸能人でも難病を抱え、生活していること

である。また、そのような難病を抱えている人たちは、障がい者手帳が実際に発行されず、保持していないことに驚きを覚え

た。そのため、もし何かあった時などにその人の身体の状態を分かる手段がないことに問題点があると考えた。よって、今後の

障がい者や難病を抱える人に対する支援として、障がい者手帳の発行や、より生活しやすくなるような支援（就職や学問）な

ど、手掛けていかなければならない課題が多くあることに加藤さんのお話を通して気づくことができた。そのため今後の課題と

して、私たちは常識の違いをどのように理解し、どのような接し方で他人に貢献できるのかを難しいことではあるが、考えてい

かなければならないと考える。（GY12期生　中澤　有香）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2020/10/23

海洋問題への取り組み　～多様な

ｾｸﾀｰとの連携によるプロジェクト

推進～

小嶋　早智氏
日本財団　海洋事業部

（GY5期生）

2020/10/23開催のBBセミナーでは、GY5期生の小嶋早智さんに登場していただきました。小嶋さんは、現在は日本財団海洋事

業部に所属されており、「海と日本PROJECT」を中心に国民の意識を海の環境問題へ向ける取り組みを進めています。本レ

ポートでは、今回のセミナーの中で特に印象深かったことを二点述べたいと思います。

　まず一つ目は、小嶋さんが学生時代から現在に至るまで一貫したテーマを持って課題に向かっているという点です。小嶋さん

はかねてより“食”に関心を持っています。一貫したテーマというのは、“食”です。大学時代にアメリカへ留学した際には、ホー

ムレスの方々へ食料を提供するボランティアに自主的に参加なさったそうです。学生時代に興味を持ったこととその後興味を

持ったことが異なることは悪いことではありません。しかし、一貫したテーマを持ち続けることは、自分の行動に意義を見出し

やすくし、目標に向かって真っすぐ努力していくことを可能にすると思います。私も小嶋さんのように、大きなテーマを掲げて

これからの学生生活を送りたいと思いました。

　二つ目は、フードバンクについてです。私は今回のセミナーで、初めてフードバンクについて知りました。私がアルバイトを

している店では、賞味期限切れの食品を全て廃棄しなければならないというルールがあります。日によりますが、小さな店舗に

も関わらず多い時は一つの買い物籠に入りきらないほどの食品が捨てられています。そのため日本でも広くフードバンクのシス

テムが広がってゆくと良いと思いました。それは単に食べ物に困っている人々へ支援をするというだけではなく、ごみを減ら

す、食べ物を粗末にしないということにもなり、様々な面に良い影響を及ぼすと思ったからです。フードバンクの仕組みについ

て自分でも調べてみたいと思います。

　他にも、海洋事業部の活動の広報活動に関することや、GYで学んだことを今後どのように活かしてゆけるかなど、小嶋さん

のスピーチから多くを学ぶことが出来ました。次回以降も楽しみです。（GY12期生　串田　千尋）

2020/6/24
留学報告会

VIA大学
祐川　千紗さん

教育学部　3年（GY10

期生)

教育学部の祐川さんはデンマークのVIA大学に半年間留学し、Social Educatorと訳されるPedadodue養成コースで学んだ。VIA

大学では理論と実践の相互作用を重視しており日本以上に実習を行ない、実習先の保育園で日本とデンマークの違いをたくさん

感じることができたという。日本の保育園では年齢によってクラス分けをすることが多いが、デンマークの保育園では同じクラ

スに0～2歳の子どもがいるというように異年齢の子どもが同じクラスに共存し、一緒に遊んだり学んだりしている。年齢に縛ら

れないという点は小学校入学のタイミングを選ぶことができるというところにも現れているように思う。デンマークでは6歳の

子どもが全員小学校に入学するのではなく、もう1年保育園に通う方が子どもにとってよいと判断すれば1年入学を遅らせること

ができる。実際、早生まれの子とそうではない子では大きな差があるので、デンマークの教育制度は子ども一人一人に合わせた

選択をすることができる柔軟なものであると実感した。また、デンマークの保育園では真冬も外でお昼寝をするそうで、日本で

は考えられないようなお昼寝の仕方でとても驚いた。保育園の他に、Facebookを活用して現地の小学校を訪問するなど、留学

中にできるだけ多くのことを吸収しようとする祐川さんの姿勢は見習うべきものであると感じた。

この他に祐川さんはSDGｓに対する意識の高さについても話していた。持続可能な開発目標はミレニアム開発目標を経て2015

年に採択されたものであり、近年日本でもこのSDGｓに取り組む企業や団体が増加してきた。しかし、デンマークのSDGｓに

対する意識や取り組みは日本と比べものにならないほど高く進んでいる。特に祐川さんは食品ロス改善について触れていた。捨

てるには早すぎるを意味する“To Good To Go”というまだ食べることのできるものを半額ほどで購入できるシステムや、”We

Food”という賞味期限切れの食品のみを扱う専門のスーパーマーケット、貧困層を含めた誰もが利用できる格安大衆食堂など取

り組みは多岐にわたる。この結果25％の食品ロス改善に成功した。食品ロスだけでなく、個室で仕切られている男女共用のトイ

レや、男女を意識しすぎない教育などジェンダーの分野でも対策が見られたという。

このような充実した制度を持つデンマークであっても移民問題を初めとする問題を抱えている。近年日本ではデンマークのよう

な北欧諸国の良さばかりが強調され、参考となるような制度が紹介されることはあっても実際に日本で導入されることは少ない

ように感じる。そのため留学前や留学中はその国の良さだけでなく、その国が抱える問題にも目を向けることが必要であり、留

学を終えた後に大切なことはどのようにすれば日本社会で受け入れられるのかいうことを考え、さらに学びを深めていくことな

のだと思った。（GY11期生　佐藤　千紘）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2020/6/17
留学報告会

マサチューセッツ大学
神戸　優衣さん

理学部生体制御　4年

（GY9期生）

＊はじめに

今回のセミナーでは全体を通して、神戸さんが留学先と留学開始時期を決めるまでの経緯、希望授業を履修するために現地の教

授と直接交渉したこと、実際に受講した講義や実験の中で体験したこと、現地で起こった想定外な出来事、日本とアメリカの違

いなどについてお話を頂いた。理系の学部生が海外留学するには埼玉大学の所属学部の必修科目との両立などが大変である反

面、大学院の研究主体の留学とは異なり、様々な分野を自由に学ぶことができるために視野が広がるという学部生ならではのメ

リットがあることを教えて頂いた。また、新型コロナウイルスの流行で予定していたよりも留学期間が短くなってしまったにも

かかわらず、将来に関する具体的なビジョンを掴むことができたと語られており、これは神戸さんの留学前の入念な下調べと留

学当初からの積極的な姿勢が実を結んだ結果ではないかと感じた。

＊印象に残ったこと

　発表の中で印象的だったことの一つは、神戸さんの興味分野である栄養学と精神医学について留学先で学問として学ぶだけに

はとどまらず、学修した後にご自身で日本とアメリカを比較して分析し、その分析結果を日本とアメリカそれぞれの社会背景を

踏まえて考察されていたということだ。アメリカでは脂質＝悪というイメージが定着しており、脂質への関心が高いのに対して

なぜ糖質にはあまり注意が払われないのかという疑問を持ち、ご自身の見解を示していた。他にも、アメリカでは心理士が医師

と同等の地位を持っており、精神疾患への向き合い方が日本社会とは全く異なっているという話も興味深い内容だった。二つ目

は、骨折というアクシデントをきっかけにアメリカの医療制度をより深く掘り下げていたことだ。日本と違って自由診療国のア

メリカでは民間保険の重要性が高まるが、保険に加入できない貧困層や診療を受けるだけで破産に追い込まれる人々がいるなど

といった格差の存在にも言及されており、一つの出来事から視野を拡大させて物事を捉えている姿勢が本当に素晴らしく私も見

習いたいと思った。最後に、コネクションの重要性についてお話されていたのが印象に残っている。現地の先生からコネをつく

ることが大事だと教わったことをお話してくださり、より良い環境に身を置くにはまず人間関係の構築が必要なのだということ

を知ることができた。辻先生も海外では日本以上にコネが重視されていることをおっしゃっていたので、実力主義ではあるが、

個人主義ではないことを理解して人とのつながりも大事にするべきだと思った。

＊まとめ

　海外留学をする学生は語学力の向上や留学先で提供される学問と経験を目的としていることが多いと思う。しかし、神戸さん

の発表を聞いて、留学によって得られる機会をただ享受するだけでは不十分であり、常に問い、意識的に考え続けることの大切

さに気付かされた。私自身、留学したら積極的に行動することばかりを考えていたが、今回の発表を留学前に聞けたのは幸運

だったと思う。これからは行動を起こすだけでなく、得られた知識や経験をどのように還元していくべきかを考えながら過ごす

ようにしたい。（GY11期生 渡辺菜瑚）

2020/6/12
留学報告会

マンチェスター大学
小宮　廉さん

教養学部　3年（GY10

期生）

マンチェスター大学に留学することに決めたきっかけは、以前から留学するならばイギリスが良いという強い気持ちがあったか

らだそうだ。マンチェスター大学で授業を受けるためには決められた英語のスコアが必要だが、そのために語学研修を受けると

いう選択肢もあり、実際に小宮さんは語学研修を受けたという。驚いたことは、この語学研修を受けている人のほとんどが中国

の方々であったということだ。そのような環境の中ではやはり、おなじ国同士が中国語で話してしまうことがあり、英語を話す

ことがあまりできずにもどかしかったそうだ。それでも、英語を話すためにパブに行って地元の人たちと話すなど、自らチャン

スを作っていっているように感じた。授業に関しては、経済系の授業を多く取っていて最初は授業が難しく全然ついていくこと

ができなかったそうだ。授業では、論文を読むなどの予習が非常に大切であると言っている。授業以外では、ハンドボール部の

活動に参加したり、マンチェスター大学で日本語を学ぶ日本語学部生と交流したりして、人間関係の輪を広げていったというこ

とだ。自分の得意なことや趣味を生かして多くの人と交流していくのは、共通の話題があって仲を深めやすそうだと感じたので

自分も意識していきたい。留学期間中にBrexit やコロナウイルスという普段の生活ではあまり経験できないようなことを経験

し、特にコロナウィルスの感染が広がってきたときに帰国を余儀なくされたことは大変残念であったと思う。

全体を通して、異国の地ではとりあえず飛び込むということが大切だと発表していたことが最も印象に残った。私自身これから

同じ場所に留学するので色々学ぶことができたが、とりあえず飛び込むというのは、どこへ留学する人にとっても大切なことな

のではないかと思う。

（GY11期生　常盤　佳紗音）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2020/6/5
留学報告会

リール政治学院
野田頭　真永さん

教養学部　4年

（GY9期生)

今回は、フランスのリール政治学院に留学された、9期の野田頭真永さんのお話を聞くことができた。リール政治学院はリール

にキャンパスを置く大学で、リールはベルギーとの国境にある。留学生は約200人、やはりヨーロッパの留学生が多いが、アジ

アからの留学生も多くいたという。野田頭さんがフランスを留学先に決めた理由はフランスが大好きだから、ということと食品

ロスについて先進的な取り組みをしている国の一つでもあるため、それについて学習したいということであった。フランスでの

授業のみならず、授業外のことについても話してくださり大変興味深かった。まず、授業についてだが、野田頭さんはヨーロッ

パやフランスの歴史やEU、政治について学び、規模は約30人。授業のスタイルは先生からテーマが与えられ、それをプレゼン

テーションし、フィードバックをしたあとに先生が講義をするというものが多かったそうで、埼玉大学の授業のスタイルとは全

然違うと思った。野田頭さんは授業の中でも環境の授業について詳しく話してくださった。埼玉大学でも環境の授業は取れると

思っていたそうだが、実際授業を受けてみると知らない単語が多く、ヨーロッパからの留学生は単語を知っているというギャッ

プに意識の差を感じたという。また、授業中に日本の捕鯨問題について取り上げられたが、それが環境問題であると知らなかっ

たうえに他の学生からどのように思うか質問されたが、知らないがゆえ答えられずもどかしい思いをしたという。この話を聞い

て私も捕鯨問題が環境問題と関連しているとは知らなかったし、学習する場所で視点は変化するため比較することも面白いと

思った。また、他にEU politics and institutionsという授業について話されていた。それは留学生がそれぞれ各国の背景や問題

を踏まえた上で、先生が授業を進められなくなることがあるほど意見を主張しあったというもので、埼玉大学ではそのような光

景を見たことがないので、その積極性に驚いた。また、授業外では1か月以上続くストライキを直で目にしたり、ゴミのポイ捨

てに疑問を抱いたりし、ストライキは学校や図書館にも影響があり、暴動化してしまうこともあったそうだ。野田頭さんの友人

や先生は、ストライキは政治に対して意見を言う権利のひとつだと言っていたと聞いて、私はそのような考えをしたことがな

かったし、他人事のように思っているところもあったのでそういう面からも政治に対して意識の差があるのかと感じた。野田頭

さんは、本来は2セメスターの留学を予定していたが、新型コロナウイルスの影響で3月末に帰国、留学期間が半分になってし

まった。しかし自己評価は70パーセントという高い達成感で非常に充実した留学生活を送られたようだ。私なりに野田頭さんが

高い達成感を感じていることを分析してみると、留学前にはっきりとした目的を持ち、その目的に対して留学中も取り組む姿勢

が積極的だったから、そしてなにより留学先に愛着心を強く抱いていたからではないかと考えられる。私は、現在新型コロナウ

イルスの影響で留学できるかどうか、将来について不安を抱いていたが、後ろ向きに考えるのではなく、野田頭さんのように有

意義な留学生活を送ることができるよう、時間があるからこそ目標を明確化する時間にし、再び留学する意義について考えよう

と思う。（GY11期生　髙橋　百佳）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2020/5/29
留学報告会

シドニー工科大学
竹ノ山　菜緒さん

経済学部　3年（GY10

期生)

　竹ノ山さんは、2019年の７月から11月までの4ヶ月間、オーストラリアのシドニー工科大学に交換留学生として留学を行っ

た。今回のセミナーでは、彼女が留学先を決めた経緯やオーストラリアでの生活、留学を通じて考えたこと等を紹介して下さっ

た。また、後半の1ヶ月間はホームステイも経験されており、大学生活以外の面でも充実した話を聞くことができた。多国籍で

知られているオーストラリアであるが、実際にシドニー工科大学は120カ国から留学生を受け入れている国際色豊かな学校であ

り、日常のなかで複数の言語が飛び交っている環境は珍しくなかったようである。大学のデザインも先進的であるとのことで、

共同学習スペースや中庭等の写真を見る限りでは日本にはないような色や空間の使い方がされていた。彼女が住んでいたのは大

学が所有する4つの寮のうちの1つで、備え付けの卓球やビリヤードを通じてルームメイトらと親しくなったという。また、サー

クル活動にも積極的に取り組んでおり、日本に興味がある留学生と交流できるサークルでは、お花見等のイベントに参加して自

身の言語能力の向上を図った。そんな中、相手の言っていることが正確に理解できず、コミュニケーションに苦労した場面も多

かったという。竹ノ山さんは、留学前にリスニングをもっと重点的にやっておくべきだったと後悔を述べていた。

10月半ばから11月の後半の1ヶ月間は、交換留学を終えてシドニーの田舎の町でホームステイをされた。ホームステイ先の家族

と共に暮らすことで、現地の生活をより色濃く味わうことができた他、オーストラリアの自然をふんだんに感じる生活など、大

学の寮ではできない経験をすることができたそうだ。オーストラリアはジェンダーや環境の面で日本よりも先進的であり、恋愛

の話において「ボーイフレンドがいるのか？」という聞き方ではなく「パートナーがいるのか？」という聞かれ方をされたこと

や、容器や袋にプラスチックではなく紙や布が用いられていることに新鮮さを感じたそうである。まだまだオーストラリアで感

じた日本との違いはあるはずなので、いずれ個人的に聞いてみたいと感じた。

来年からオーストラリアに留学に行く身の自分にとって、今回のセミナーは非常に興味深いものであった。今回竹ノ山さんがし

てくださったシドニーの話を、自分が行くメルボルンと比較することでも新たな発見があるのかなと感じ、留学がさらに楽しみ

なものとなった。また、セミナーの中で竹ノ山さんが述べた、「自分から動くことを継続することが重要」という点には非常に

共感でき、自分の留学中にも積極性を失わずチャレンジしていきたいと感じた。(GY10期　山田歩）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2020/1/9
インターンシップ報告会

実施先：JICAエジプト事務所
内田　綾香さん

埼玉大学教育学研究科

教職大学院

教職実践専攻1年

流暢なアラビア語の挨拶で始まった今回のGlobal Youthインターンシップ報告会、スピーカーは教育学研究科・教職大学院1年

生でGY7期生の内田綾香さんだ。内田さんのインターンシップ先はJICAエジプト事務所で、業務内容としてはエジプト日本学校

(EJS)において、日本式教育導入の状況を現地にて調査するというものであった。内田さんはEJSに行く前に、現地の公立小学校

を訪れたそうだ。そこで内田さんは、エジプトの公立学校の抱える問題を目の当たりにした。70人もの児童が日本と同じ規模の

教室に詰め込まれており、1つの長机に2～3人が窮屈そうに座っていた。本来であれば1クラス40人以下となっているはずだ

が、近年の人口増加によって規定のおよそ2倍の児童が狭い教室に詰め込まれている状況である。そんなギリギリの教室に通路

などなく、子どもたちは机によじ登ってその上を歩くそうだ。日本ではまず見られない光景だろう。持参したユニホームを身に

まとい、無邪気にボールを追いかける男の子たちと、JICAの事務所の方と一緒に和気あいあいと大繩をする女の子たち。そんな

楽しそうな体育の時間には、先生がいない。エジプトでは公立学校の先生たちの給料は低く、副業をしなければ生活が厳しいの

が現状だ。また先生たちが子どもたちを指導する際、体罰を用いることが日常となってしまっている。騒がしい子がいた際には

他の子が自ら棒を持ってきて、「先生、これであの子を叩いて！」というほどに、体罰が先生にも子どもたちにも浸透してし

まっているそうだ。日本では考えられない状況だが、これが今のエジプトにおける公立学校の現状だ。そんな公立学校とは打っ

て変わり、ESJでの視察は卒業後さいたま市の教員として働く内田さんにとって学びとなることも多かったと言う。日本で掃除

の時間といえば、子どもたちは掃除をしていて先生は何もしていない、こんな光景が多く見受けられるのではないだろうか。そ

んな日本とは対照的に、EJSでの掃除の時間では先生が率先して子どもたちにお手本を見せていた。またEJSの子どもたちは、

歌いながら掃除をしていたのである。「掃除が楽しくないから、歌って楽しくするの！」、そう話した女の子を前に、日本の無

言清掃には何の意味があるのだろうかと、内田さんは疑問に思ったそうだ。クラスで映画を見る際、雑用をさせられるイメージ

のある日直を、先生に「ありがとう」と言われ楽しそうにする女の子を見て、自分も先生になったらやろうと思ったそうだ。

「相手に何かしてあげる」、私たちは支援をする際にこう考えてしまいがちである。しかしそれは本当に、一方方向の関係性な

のだろうか。内田さんは今回のインターンシップを通して、自身の学びとなることが多くあったと言う。本当は支援という活動

は、私たちが普段気づかないようなことに気づかせてくれるものではないのだろうか。日本にとっても世界にとっても、お互い

に良い教育となる取り組みをしたいと話す内田さんの益々のご活躍を祈念して、今回の感想文を締めたいと思う。

（GY11期生　上野楓）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2019/12/16

留学報告会

「ハンガリー留学記

-ヨーロッパ留学のススメ」

留学先：ブダペスト工科経済大学

（ハンガリー）

阿部　淑乃さん
埼玉大学経済学部3年

（GY9期生）

ブタペスト工科経済大学が位置するハンガリーは、世界大戦において２戦２敗したことが背景にあるのか、悲しい文化が感じら

れたという。現在の首相はオルバーン首相であり、花模様の刺繍や、美しい国会議事堂、ユダヤ人の人々が身を投げたとされる

場所などが有名である。また、一番トラムは世界遺産にも登録されており、レトロな雰囲気が特徴であるとされている。この大

学は1782年に設立された大学であり世界ランキングは258位。学生数は20,000人ほどで、特にengineeringに強いとされていた

という。有名出身者には、ルービックキューブを発明したルビク・エルネが挙げられる。端から端まで20分ほどかかるくらい敷

地は広大であり、近くにドナウ川も流れている。次に、留学中の授業や生活について。授業では、講義よりもプレゼンやディス

カッションが多く、様々な学生との各国の事情を踏まえた活動が有意義だったと話されていた。また、埼玉大学とは異なり、講

義の時間数などではなくレポート数で単位を計算しているという。現地に行って1週間ほどは留学生の生活をサポートする学生

と知り合ったり、住む場所を探したりして過ごしたそうだ。ESN(Erasmus　Student　Network)と呼ばれる団体による現地で

のサポート体制は充実しており、約400人の留学生全体に対して、40人の現地学生がサポートしてくださったそうである。彼ら

は月に2～3回イベントを企画しており、スポーツ大会やキャンプなどが含まれていたという。ちなみに、Erasmusとは、EUに

おける留学団体で、ヨーロッパにおける学生交流や交換留学などを推奨する団体だそうだ。食事で特においしかったのは、トカ

イワインであり、フォアグラやスープ、パリンカがハンガリーでは有名であるという。人々は食事の際は必ずスープを飲み、お

なかを満たしてからメインを食べるそうで、戦時中の貧しい環境が影響しているのではないかと話されていた。物価は大変安

く、また、地下鉄、バス、路面電車が一ヶ月、1200円で乗り放題であるなど、交通費もそれほどかからなかったという。タペ

スト工科経済大学での留学やそれに伴う生活は、たくさんの価値観に触れやすい環境であり、さまざまな文化に触れることがで

きたという。アジア人に対する差別は少し存在したが、ハンガリーは親日の国であり、日本人だというと会話が進むような機会

もあったという。公用語はハンガリー語であるが、英語の授業も多く、また、生活においても英語を使うことがほとんどであっ

たため、英語に触れる機会が大変多く、英語に対する考え方が変わったそうである。具体的には、現地で人々は、自分自身の英

語が良いのか悪いのかということよりも、自分の伝えたいことが伝わっているかどうかを重視しており、そうしたことに影響を

受けたと話されていた。こうした、新たな体験やさまざまな価値観が自己の成長につながったと話されていた。これに加えて、

旅行など、多くの選択肢をみるということが自分の生き方を考える良いきっかけとなり、就活を考える際にも役立っていると話

されていた。ここまで、阿部 淑乃さんの留学体験談についてまとめてきたが、こうした執筆や今回のBBを通して、自分の留学

も有意義なものにしたいという気持ちがより一層強くなったと感じた。留学中の学習や生活を充実したものにするのはもちろ

ん、留学終了後にもずっと残るような、学びや気づきをすることも目標であると考えた。（GY11期生　松本未羽）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2019/12/13

留学報告会

「The Life in Denmark」

留学先：VIA大学

（デンマーク）

藤川太一さん
埼玉大学教育学部3年

（GY9期生）

今回のBB留学報告会は、デンマークにあるVIA大学に1人年間留学していた藤川さんによるものだった。まず、VIA大学について

だが、VIA大学はユトランド島にキャンパスが8つあり、アカデミックかつプロフェッショナルな授業が多い。藤川さんは、前

期と後期でキャンパスが変わり、インターンシップが今回の留学プログラムの重要なポイントとなっていた。大学で行われる講

義はディスカッションが多く、少人数で行われた。藤川さんは教育学部ということもあり、デンマークの教育制度など教育につ

いての講義を多く取ったということだった。デンマークの教育制度以外にも、各国の教育について比較する授業や、教師と先生

の関係について学ぶ授業や、実際に学校を訪問し、そこで授業を見学し、自分たちで授業を行うといったものもあったというこ

とだった。私自身、今回の留学報告会を聞くまでデンマークの教育制度について全く知らなかったが、日本の教育制度との間に

大きな違いがあることに驚いた。藤川さんは、デンマークの教育制度で良い点を日本にも取り入れられたらいいと考えていた。

留学期間中に行われたインターンシップでは、実際にデンマーク特有のエフタスコーレという、なりたい職業が明確に決まって

いない学生が通う私立の学校に行き、そこで行われている教育を生で体験したということだった。藤川さんは留学を通して多く

のことを学んだということであったが、勉強はもちろんのことであるが、遊ぶということも同じくらい重要だと仰っていたこと

が印象に残った。沢山の人と会って話すことは非常に大切だということが分かったので、自分が留学に行く際も多くの人と関わ

ろうと思った。また、藤川さんは留学中に多くの国に行き、自分の価値観や考え方が大きく変わったと仰っていたので、ヨー

ロッパに留学する私も多くの国に行ってみたいと思った。　　　　　　　　　　　　　　　　　（GY11期生　常盤　佳紗音）

2019/11/11
インターンシップ報告会

実施先：JICAドミニカ事務所
澤田　明宏さん

埼玉大学経済学部3年

（GY9期生）

このセミナーを聞いて一番印象に残ったのは、現地スタッフの方々が最初にインターン生の澤田さんをJICA職員だと思ってい

た、という話です。このように、あまり事務所同士の連絡が取れていなかったりするなど不安なことがあったけれど、それでも

このような環境に一人赴き、しっかり活動をされてきたとのことです。澤田さんは事務所の広報環境の整備を主に行っていまし

たが、担当者不在・フォルダの散乱・更新の停滞など問題点が多かったとお聞きしました。限られたインターンシップ期間の中

でも、努力の結果、少しでも改善が見られていました。そのままにしておけばまた問題は元通りになってしまうかもしれまん

が、更新担当やテンプレート、マニュアルを決定し作成したことで澤田さんが去ったあとでも上手く運営できるようなしくみを

つくって帰ってこられました。SNSの開設ができなかったことを失敗・課題として挙げていましたが、これもマニュアルを作っ

てきたとのことでしたので、短い期間で集中的に取り組み、大変努力したのだなと感じました。また、現地の方達は写真を撮る

習慣がなかったそうですが、出張に同行しながらすこしずつ写真を教えて、結果的にはスタッフが写真を撮ることが習慣化して

いました。そのように実際に改善が見られたら活動のやりがいも出て、どんどんやる気も出てくると思いました。生活面では、

バスに乗った時など現地の人々から「チャイナ！」と呼ばれたりしたそうですが、日本とは違う文化の中でもそれを楽しみつ

つ、どこへ行くにしても何をするにしても、積極的に行動するなど、「楽しもう、現地に馴染もう」と思うことが重要なことな

のだと澤田さんの発表を聞いて感じました。ありがとうございました。

（GY11期生　穴原遥夏）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2019/11/5

インターンシップ報告会

実施先：東帝モール国立大学

東ティモール国立大学工学部に

おける教育・研究能力強化活動

池田　圭佑さん

埼玉大学工学部

機械工学科3年

（GY9期生）

今回のBBセミナーは東ティモール国立大学工学部でのインターンシップを終えた工学部の池田圭佑さんによるものだった。そ

の中の業務として、まず池田さんは最初に現地の工学部の生徒の数学の習熟度を測るために簡単な中学生レベルのテストを実施

したそうだ。結果、平均点はかなり低く、その上たくさんの生徒がカンニングを行っていたそうだ。その後、池田さんは週に一

回数学の補修を実施したそうだ。しかし、英語で数学が理解できる生徒がほとんどいなかったので池田さんはある工夫をしたそ

うだ。それは生徒自身に回答させた問題を分かる生徒自身に全体の前で解説をさせるというものだった。これによって生徒主体

の授業を展開することができ、生徒の積極性を引き出せる上に、彼らの母国語で授業を行うことができ、非常に有効である。し

かし、補修には多くの生徒が参加したとは言い難い状況だったようだ。実際、すべての回の補修に参加した生徒は2割程度にも

満たなかったようだ。また、発言したり発表したりする生徒が固定されるようになったりと、生徒の授業に対する積極性に明確

な差が出たことにかなり苦労したそうだ。そして最後に、最初に行ったテストと同じようなテストを行ったそうだ。今回はカン

ニング対策に生徒同士の距離を離し、スマートフォンを机の上に出させ、さらに机の前後で問題の文字式も変えたそうだ。それ

でもカンニングを試みた生徒がいたそうだが、全体の平均点は上がったそうだ。その上、全ての回の補修に出席した生徒たちは

全体の平均点よりも数点高かったそうだ。しかし、下は1点や2点の生徒もいたそうなので習熟度にはかなり差があるのだろう。

しかし、彼らの習熟度の低さは彼らのやる気の問題だけではなかったようだ。池田さんが見せてくださった学生寮の部屋の写真

を見て分かったが、とても勉強をする気になるような環境ではなかった。もちろん生徒たちの勉学に対する姿勢も問題ではある

が、彼らが勉強な環境を整えることも必要であるように感じた。池田さんのお話を伺って、このような状況の中で、生徒の能力

強化に取り組むのはとても大変であるように感じた。今回のインターン先は今世紀に独立したばかりの国ということで、大学の

環境も良いとは言えない状態だった。それに加え、英語が現地で通じないということで、これまでに拝聴したインターンシップ

先の中でもかなり厳しそうに思えた。その中でも、臨機応変に対応してインターンシップに臨む必要があると感じた。（GY11

期生　山本健晴）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2019/10/28

インターンシップ報告会

実施先：Deti

フィリピン　ネグロス島

田盛　隆一郎さん
埼玉大学教養学部3年

（GY9期生）

今回のBBセミナーはフィリピンのネグロス島にある語学学校Darwin English Tutorial　international（以下DETi）でのインター

ンを終えた教養学部3年田盛隆一郎さんによるものだった。DETiは日本人向けの語学学校で、コミュニケーションとしての英語

に触れること、子供の自立性を促し、興味関心を引き出すことを目的として教育を行なっている。期間は1週間から2ヶ月ほど

で、3歳の子供から大学生までと幅広い年齢を対象としており、小さな子供は保護者とDETiを訪れ、子供は英語を、保護者は

フィリピンの文化を学んでいる。田盛さんは今回のインターンでマネジメント、広報、ミッションコンテンツ開発の3つに取り

組んだ。マネジメントの仕事は具体的にトイレの利用方法のような細かな広告の作成、お客様へのサービス、掲示板の整理で

あった。掲示板の整理では広告の取捨選択をし、DETiの地図を足すなどより使いやすいものとなるよう工夫をした。広報では

ネグロス島の近くでダイビングスポットのアポ島のチラシ作りに取り組んだ。休日を利用し実際にアポ島を訪れ、観光客や現地

の方にインタビューを行ない、便利な情報、見やすさ、色づかいを重視してチラシをつくった。私はアポ島についてほとんど知

らなかったのだが、たくさんの情報が載っていて、アポ島を訪れてみたいと感じた。そしてミッションコンテンツ開発の仕事は

毎週水曜日にDETiの敷地外で行なわれている子供向けのミッションの企画・実施である。残念ながら時間が足りず、企画の実

施はできなかった。田盛さんは子供の興味や自主性を引き出すこと、体験型であることを重視して、フィリピンで身近な存在で

ある水牛をテーマにしたミッションを企画した。DETiから近く水牛がいる場所の確保が特に大変だったそうだ。今回のイン

ターンを通して、田盛さんはタスクマネジメントの重要さを学んだという。ミッションを実際に実施することができず、マルチ

タスクを行なう必要があったと話していた。また途上国で働くことの大変さを実感したそうだ。途上国では停電が多く、パソコ

ンやスマートフォンが充電できなかったり、マーカーなどの文房具がすぐに手に入らなかったりして仕事が思うように進まない

こともあったそうだ。今回のBBセミナーを通して、短い期間でより多くのことを経験するためには時間をうまく利用すること

が大切だと感じた。田盛さんはタスクマネジメントの大切さについて話していたが、それはインターン期間に限らず普段の生活

においても必要なことである。海外インターンでは慣れない環境で仕事をこなさなければならないので、普段からその点に気を

つけていきたい。

（GY11期生　佐藤千紘）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

 今回10月25日のBBセミナーでは、GY一期生の原さつきさんがGY実習室にいらして講演を行ってくださいました。原さんは、

大学卒業後インターネット広告への興味から株式会社サイバー・コミュニケーションズに就職、その後JICA海外協力隊の一員と

なりエチオピアに渡って現地の人とともに井戸の掘削と普及にお努めになられました。様々な経験をなされてきた原さんが聞か

せてくださったお話の中にはたくさんのドラマがありました。これからの時代を担う存在となるアフリカの国の援助に心を惹か

れた原さんは、周囲の一部の否定的な意見に負けずに広告会社の社員から海外協力隊員へ転身し、水源の改良を使命にエチオピ

アへ渡ります。現地エチオピアの給水事情は劣悪で、ほんの茶こし程度のろ過しかされていない水や、簡単に虫が混入してしま

うような水源を多くの人が生活に利用している状態にありました。原さんは、そんな状況のエチオピアにおいて井戸、特にロー

プポンプという簡易井戸の普及に熱を注ぎます。井戸を作る仕事をする中で原さんが最も苦労なされたのは、意外なことに「現

地の同僚が仕事をしないこと」でした。井戸に使う部品の管理や把握をするような何気ない作業一つをとっても、仕事への熱意

のかなりの温度差から担当の人とのコミュニケーションがうまくいかず、口論になってしまったりもしたようでした。現地の人

たちとの関係に四苦八苦しながらも味方になってくれる同僚にも巡り合い、仕事を進めていた原さんですが、作業に従事してい

たシダマの地で他民族排斥の運動が巻き起こってしまい、現地からの撤退を余儀なくされてしまいました。そんな荒浪のような

環境で多くの変化を体験した原さんは、その体験から多くの気づきを得られたようです。ほとんど働かない現地の人たちとの関

係に悩む中、原さんの気持ちを理解し味方になってくれた同僚は、頑張っていれば見てくれる人はいるんだということを気づか

せてくれ、仕事や井戸の重要性をあまり理解していない人たちには、一人ひとりを訪ねて説明したり、誉めてやる気にさせるな

どの対人的なアプローチが効果的だということも学んだとのことでした。私が原さんの興味深いお話の中で特に心を動かされた

ところが二つあります。一つは、アフリカに渡るという決断です。原さんは渡航を考えていた際、周囲から「聞こえがいいから

やりたいんじゃないか」とか、「海外よりもまず日本のことをどうにかした方がいいんじゃないか」といった反対意見を受け

て、悩みながらも「自分のためでだっていいから、これからの時代を担うアフリカに行ってみよう」と転身を決断しました。昨

今は多くの人が会社や周囲のためといった観念に悪い意味で縛られてしまったり、周囲の意見になんとなく流されてしまい自分

の本当にやりたいことをできずにいます。そんな中しっかりとした芯を自分の中に持ってたくさんの人のための一歩を踏み出せ

た原さんを、私はとても立派に感じます。もう一つは、仕事の成果よりも現地の人と仲良くなることのほうが重要だったのかも

しれないとも感じていると仰っていたことです。私は最近、学生時代からエチオピアと日本を何度も往復している文化人類学者

の方の書いた本を読んだのですが、その方もエチオピアの現地の人との心理的距離の近いコミュニケーションにはとても苦労さ

れたことが著書に書かれていました。ですが、現地の人とのふれあいは、筆者の感情を活性化させ、まるで日本にいるときとは

全く別の自分のようでいられたと語っていました。原さんや筆者の経験された現地の方との生のふれあいはおそらく日本で日本

人とできるふれあいとは全然違うもので、原さんの現地の人との関係の苦労はその点とても特別なものだったのではないかと思

います。エチオピアで生活された原さんは現地のアムハラ語にも堪能でとてもかっこよかったです。原さんは私たちにインジェ

ラという食べ物と豆のお菓子を振る舞ってお話をしてくださったのですが、豆のお菓子の方がとてもおいしかったです。また是

非いつでも遊びにいらしてください。みんなでお待ちしております。今回は本当にありがとうございました。　　　　　(GY11

期生　宇野秀哉)

2019/10/25
「エチオピアに井戸を掘るには

何が大変か」

原　さつき氏

埼玉大学

教養学部卒業

GY1期生

JICA海外協力隊

エチオピア

コミュニティ開発



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2019/10/21

インターンシップ報告会

実施先：Deti

フィリピン　ネグロス島

阿部　淑乃さん
埼玉大学経済学部3年

（GY9期生）

今回、私は阿部淑乃さんのインターン報告を聞いて発展途上地域での商品開発の分野についての興味を持つことができた。淑乃

さんはフィリピンにおいて住民が自分たちの手でお金を稼ぐことができるための方法として商品開発を行ったと仰っていた。一

時的な金銭的援助は短期的にみれば、人々を助けていると言えるかもしれないが、彼らが持続的に生活水準を高く保つことには

繋がらないかもしれない。しかし、技術的な援助をすることは住民をそういった援助に依存させることなく、彼ら自身がその後

も安定して生活することを助けるだろう。また、商品開発を行うにあたって、それらの地域特有である文化を他の国の人々に紹

介するような形で商品を制作することは、それを見た客がその地域の文化に興味を持ったり、その地域の人々の自分の文化への

自信へとも繋がりそうであり面白いと思った。もし、それらの商品を他の場所で見た客が興味を持ったら実際にその場を訪れ

て、観光をしに来るかもしれない。商品が売れることのみの利益だけでなく、また別に利益を得られることはとても良いポイン

トだと思った。しかし、そのためにはやはり他の地域で制作されるものとはひと味変わったものにすることが大切だと思った。

唯一無二のものにすることでインパクトを与え、印象に残りやすくすることができるからである。また、最近よく、伝統文化が

消えかかっているといったような話を聞くが、こういった試みによって伝統的なものも残すことができると思った。お話の中で

は、異文化のなかで育った人々と共に仕事をすることの難しさや楽しさも聞くことができた。文化の違う方々と働くことは本当

に難しいことであり、ストレスにもなりやすいと思ったため、淑乃さんが仰っていたように異文化を広い心で受け入れることが

できる能力が1番に必要だなと考えた。しかし、私はますます自分の肌でそういった異文化を体験してみたいと感じた。そう

いった経験は確実に自分を成長させると思ったからだ。今回こういった話を聞かせていただいて、具体的なインターンシップの

現状や、海外で働くことの楽しさ、大変さを理解することができてとてもよかったと思う。淑乃さん、お忙しい中ほんとうにあ

りがとうございました。

（GY11期生　石井草也）

2019/10/14

インターンシップ報告会

実施先：v-sehsh(社会企業）

インド

高橋　阿惟さん
埼玉大学教養学部3年

（GY9期生）

今回のBBセミナーは,インドの v shesh でのインターンシップを終えた,教養学部 3年 高橋 阿惟さんによるものだった.v shesh

は インド内に 4 つの 支部 があり、 高橋さんは 本部の チェンナイにて インターンシップを行 っ た 。 その業務 内容 は 、 ハ

ンディキャップのある人の 就業 サポート 、 企業の バリアフリー審査 などであ り 、 その功績として 今まで 多くの賞を受賞し

ている 。 高橋さん の 勤務内容 は 主に 広報 で あり、 v shesh の プロモーションビデオ 作りに専念 し た 。 動画を作成する

に あたって、ほかの企業の もの を参考にして構成を考えたり 、外 に 出向いて 撮影 や インタビュー を行 ったり 、 動画を編

集し たり して その作業は 大変だったそうだ 。 実際に セミナーの途中で その 動画を見せてくださったが 、 字幕 がついてい

た りBGM が流れたり 、 様々 な工夫が 凝らしてあ っ た 。 そのほかにも 、 高橋さんは バリアフリー審査 や 顧客リストをま

とめる など の業務の手伝いを 行った 。高橋さんが 今回のインターンシップ で学んだこと をいくつか あげたい 。 まず、 同じ

英語でも 地域 特有の なまり があったり 、 スピード が 違 ったりす る ということだ 。 アメリ カ で 約 1 年間 留学をし 、 英

語には自信があった 高橋さんだったが、インドにおいてはその発音の違いのためコミュニケーションが少し困だったという。

目が見えない人と会話した際は、よく英語が通じない上、相手の表情もくみ取れないため、意思疎通に苦戦したそうだ 。世界

で働くためには 様々な地域の英語を知らなければならないということだ。また、今回のインターンシップは高橋さんにとって

日本のバリアフリーを見直すきっかけになった という。交通量が多く横断歩道を渡るのすら難しいインドと比べれば、日本は

まだ 発達している方だが、それでも車椅子の人や目が不自由な人の視点に立つと、段差や 急なスロープがあるということに気

づいたそうだ。実際、学校の近くでもそのような危険な場所がいくつかある。現地の人と関わるなかで、 高橋さんは、彼らの

仕事や 勉強への熱心さに驚かされたという。その モチベーションの高さの根底には、「 生きていくためには勉学に励まなけれ

ばならない 」という途上国に住んでいるからこそ生まれてくる野心があり、そのため生徒たちは将来の目標などが明確だそう

だ。先進国である日本 では、若者は豊かな現状に満足しているため、そのようなチャレンジ精神は 生まれにくいのかもしれな

い。今回のセミナーを通して、私は、障害のある方たちはけっして健常者より劣っているのでは なく、彼らには彼らにしかな

い強みを持っているということに気づかされ た。今 、日本では障害のある人を雇用することに 積極的ではない企業もあるが、

それらは、 障害者が持っている 強みを生かし、 健常者とともに働くことで仕事の効率がよくなるということを知るべきだ 。

(GY11 期生 青木由奈）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2019/6/24

留学報告会

「Cial! Come va?」

留学先：トリノ大学

（イタリア）

谷本　成星さん

澤田　明宏さん

埼玉大学教育学部3年

埼玉大学経済学部3年

（GY9期生）

今回は、イタリアのトリノ大学に留学していたGY9期生の澤田さんと谷本さんによる留学を報告会だった。まず、2人がそれぞ

れトリノ大学を留学先に選んだ理由を話してくれた。澤田さんは、スペイン語を話すことができ、ヨーロッパに行きたかった、

イタリアに興味を持ったと話す。谷本さんはサッカーが好きということや、移民について関心を持っていたと話す。今回の報告

会で特に印象に残っている話が2つある。1つ目は、少子高齢化と移民についての話、もうひとつは差別の問題の話である。イタ

リアの出生率は、日本と同じくらいだと話していた。つまり、イタリアも日本と同じく少子高齢化が進んでいると言える。その

中で今、イタリアの人口が保たれているのは、アフリカや中東からの移民のおかげであるようだ。移民だけではなく難民もい

る。しかし、その移民や難民を受け入れる制度は整っていたとしても、それらの人々にとって暮らしやすい環境が整っているか

どうか。実際、移民や難民に対する差別があるらしい。例えば、移民・難民としてイタリアに来た人が、イタリアでアルバイト

をしようとしたとき、しっかりと身分を証明できるものを持っているにも関わらず、受け入れを拒否されたということがあった

そうだ。現在、日本では移民や難民を受け入れる制度は整っていない。しかし、少子高齢化と人口減少にともなう労働力不足に

より、受け入れる日がくるかもしれない。そのとき、日本よりも移民政策において、進んでいるイタリアから学ぶことがある

と、今回の報告を聞いて、感じた。澤田さんが話していたように、日本の街の中心に外国人が沢山移住してきたらどう思うか考

えた。私は、もちろん労働力不足を補ってくれるという点では大変ありがたいことだと思うが、やはり、日本が他国の人に支配

されていくような感じがして嫌だと思った。日本人と外国人という風に分けて考えるのは差別的だし、みんな1人の人間だから

同じであると考えるべきだと思う。でも、日本が他国から移住してきた人ばかりで成り立ったとして、何も思わないかという

と、そうは思えない。私はこの点で、人の移動という面でのグローバル化と移民・難民の受け入れの難しさを感じた。澤田さん

と谷本さんは、それぞれ、イタリアの移民・難民について考えたり、経済について考えたりしながら、留学生活を大いに楽しん

だようである。とにかくおいしそうでしかないイタリアの料理やスイーツ、お酒を堪能したり、他国から来た留学生との交流を

楽しんだり、現地の学生と一緒にコーヒーを楽しんだり、魅力的としか言いようがない留学生活を送っていたようだ。また、

ヨーロッパ留学の良い点として、色々な国に旅行に行きやすいことが挙げられる。様々な国への旅行も楽しんだようだった。最

後に、「留学は旅行ではない。」という谷本さんの言葉が印象に残った。私は9月からトリノ大学に留学する予定である。ただ

行くのではなく、その場所に住むことで何を知ることができるのか、何を学びたいのか、今一度、自分の中で目的をはっきりさ

せたい。そして、現地の学生や他国からの留学生とも交流しながら、生の声を聴き、見て感じながら、有意義な留学にしたいと

思う。もちろん日本のことや、自分の声も積極的に発していきたいと思う。澤田さんと谷本さんの留学報告から考えさせられる

ことが沢山あり、とても貴重な時間だった。　　　(GY9期生　 宮澤真理）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2019/6/13

留学報告会

「アメリカで学ぶ機械工学」

留学先：アーカンソー州立大学

（アメリカ）

池田　圭佑さん

埼玉大学工学部

機械工学科3年

（GY9期生）

今回は、アメリカのアーカンソー州立大学に留学された、９期の池田圭佑さんのお話を聞くことができた。アーカンソー州立大

学は、ジョーンズボロの自然豊かな地域にキャンパスを置く大学で、ジョーンズボロの人口は7.6万人、面積は埼玉県とほぼ同

じであるそうだ。池田さんは工学部の機械工学科に所属されており、留学生活では実践的なスキルの向上と新しい視点の獲得を

目標とされていた。理系の授業についても詳しく話して下さり、工学部である自分としては非常に参考になるお話であった。ま

ず、池田さんは流体力学を専門とし、アーカンソー州立大学では現地の学生とグループを組み様々な実験を行った様子であっ

た。授業については、教科書を事前に読んで予習をした上、与えられた課題をきちんとこなして復習しないとついていけないと

おっしゃっていた。アーカンソー州立大学では授業の進みが早く、教科書に書いてあることは十分な説明がされないそうであ

る。また、課題の量も埼玉大学と比べて多いそうだ。実験の授業においても、埼玉大学とは大きな差があった。埼玉大学では、

実験の説明に多くの時間を割き、生徒は言われたことを言われた手順で行うため、受動的な姿勢となる。一方アーカンソー州立

大学では、細かい説明は特になく、学生がそれぞれ考えながら自主的に実験を進めていた。その上、ソフトウェアの利用も進ん

でいたそうだ。池田さんは、埼玉大学は研究を中心とした講義内容であるので対し、アーカンソー州立大学は社会に学生を送り

出すことを意識した授業であると感じたとおっしゃっていた。次に生活面であるが、池田さんはスポーツを通じて人間の輪を広

げていくことを目標としていた。アーカンソー州立大学ではバドミントンとテニスのサークルに所属し、他にも卓球を楽しむな

どして、現地の学生と交流を深めたそうである。自分もスポーツは好きなので、留学中にスポーツを通じての友達作りができた

ら良いなと感じた。また、池田さんはチューター制度を利用して、日本にいる間から現地出身の学生と友達になり、留学生が帰

るタイミングで留学に行ったことで初めから留学先に友達がいる状況を作られた。非常に参考になるアイデアであった。冬休み

には、メキシコのグアナファトに1ヶ月ほど滞在し、うち2週間はスペイン語学校に通われたそうだ。メキシコとアメリカ（アー

カンソー州）では多くの違いがあり、その1つに、アメリカ人は初対面では自分から話しかけないとコミュニケーションが始ま

らないのに対し、メキシコ人は相手から話しかけてくれる点がある。また、メキシコ人は家族愛が非常に強い傾向にあったそう

だ。池田さんのように、長期休みを利用して留学中に異なった地域に行くことはとても魅力的なことだと感じた。池田さんは留

学を通じて、エンジニアに求められる能力を学び、これまでとは異なった視野を得られた他、環境適応能力を向上させることが

できたとおっしゃっていた。学ぶことの多い充実した留学生活を過ごされたようで、自分も入念に準備をし、池田さんのような

目標を持った留学生活を送ろうと考えた。　（GY10期生　山田　歩）



開催日 講演タイトル 講演者 所属 等 セミナーの感想（GY生）

2019/5/14

留学報告会

「We became true bule」

留学先：ミドルテネシー州立大学

（アメリカ）

田盛　隆一郎さん

高橋　阿惟さん

埼玉大学教養学部3年

（GY9期生）

今回お話してくださったのは、アメリカミドルテネシー州立大学に留学していらっしゃった、田盛隆一郎さんと高橋阿惟さんで

す。お二人の留学報告会のテーマは “We became true blue”、日本語で意訳すると“自分の信念に忠実に”という意味でミドルテ

ネシー州立大学が掲げている目標です。お二人の留学報告を聞いて、この信念を大切に１０カ月という限られた期間を精いっぱ

い使い、充実した留学期間にすることができたのであろうことが想像できました。今回は私なりに、お二人がどのようにして留

学を充実させたかを分析し、自分の今後の留学にどのように生かすかを考えていきたいと思います。まず第一に、留学で学びた

いことと身に付けたいと考えていることが大学を選ぶ段階から明確化されており、留学してからも気になったことに向き合い、

積極的に学びにむかっていることが大切だとわかりました。お二人は自分たちが日本で学んでいる専門分野を学ぶということ以

外にも、アメリカ南部に今もまだ残っている人種差別の問題について学ぶために、自ら南部のミドルテネシー州立大学への留学

を決め、日々の生活の中からも様々なことを感じ、学ぼうとしていたことが伝わってきました。さらに勉強面以外でも現地の人

とのかかわりを増やして行くために、スポーツや音楽など様々な活動に参加し、留学生同士のコミュニティを増やしていたこと

など、自ら積極的に行動していて、そこも留学を充実させるために重要なことだと感じました。次に、文化や生活、慣習の違い

について柔軟に対応する力をつけて、自分の夢や将来に向けて自己分析をしっかりと行うことも非常に重要なことだと感じまし

た。伝統や宗教による生活の違いはもちろんですが、時間に対する感覚の違いや基準の違いによってルームメイトと対立したこ

ともあったとお話しされていましたが、人間関係の構築の仕方も関わり方も日本と異なっていて戸惑ったというお話でした。し

かしお二人は、ルームメイトと話し合いしっかりと基準点を確認することで対立を解消し、留学生同士の交流会などにも自発的

に参加することで自分の人間関係の輪を広げ、学びの可能性を増やしていっていました。育った環境によっての違いは海外に行

く上で必ず実感するものだとは思いますが、そこでひるまずに柔軟性をもって受け入れていくことが自らの文化を受け入れても

らうという点においても大切なことだと思いました。私は今年の夏から留学が決まっていて今まさに準備段階にあります。たく

さんの不安はもちろんありますが、このように実際に留学を経験された先輩から聞く生のお話はとても貴重であると感じていま

す。先輩たちからのアドバイスのように、能動的に学ぶ姿勢と違いを受け入れることのできる柔軟性を持ち、自分の留学目的と

プランについてじっくりと向き合いながら、過ごしていきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（GY10期生　祐川　千紗）


