目次
プロジェクト概要 ·························································

1

来日研修（６月）
概要 ··········································································································

3

米国学生の PPT ···············································

5

本学学生の PPT ···············································

9

本学学生の感想文 ··············································

15

発表資料

訪米研修（11 月）
概要 ··········································································································

38

発表資料

Ａグループ····················································

43

Ｂグループ····················································

49

Ｃグループ····················································

55

Ｄグループ····················································

60

課題レポート ·····························································

65

総評
渡辺紀子 ······························································· 109
森山新 ································································· 110

プロジェクト概要
森山新（お茶の水女子大学）
1．目的
本プロジェクト「KAKEHASHI Project -The Bridge for Tomorrow-北米地域との青少年交
流」は独立行政法人、国際交流基金が主催、米国側のローラシアン協会の全面的な協力の
もと、「日本全国から選抜された大学生が米国において日本の魅力等についての情報を発信
し、国際的な視野を持った次世代の人材として成長するための経験を培う」ことを目的と
して実施された。研修に参加した学生に求められた目標は、第一に、国際的議論と国際交
流経験を得て、社会人として、研究者として、広い視野を持ち、国際的に発信していく実
力を養うこと、そして第二に、多文化共生の現実と挑戦について学ぶことであった。
2．日程
2.1．来日研修
日程：平成 26 年６月 26 日（木）9：00～17：00
場所：お茶の水女子大学 本館 103 号室
担当：渡辺紀子（グローバル教育センター特任講師）
参加者：
・米国側
学生：西マサチューセッツ五大学連合 23 名（男子６名、女子 17 名）
アマースト大学３名、スミス大学４名、マウント・ホリヨーク大学５名、マサ
チューセッツ大学・アマースト校 11 名
指導：曽野鈴子先生（マサチューセッツ大学・アマースト校）１名、ＴＡ１名、通訳１名
・日本側（本学）
学生：本学プロジェクト参加者 23 名
2.2．訪米研修
日程：平成 26 年 11 月５日（水）〜15 日（土）
場所：ニューヨーク、アマースト、シカゴ
担当：森山新（お茶の水女子大学大学院教授）
渡辺紀子（お茶の水女子大学グローバル教育センター特任講師）
参加者（日本側）：25 名（本学学生：23 名、本学教員２名）
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3．本学参加者一覧（23 名）

氏名

学年

学籍番号

グループ

荒井 瑞希

文教育学部・人間社会科学科（教育） ４年

1010403

Ａ

佐野

生活科学部・人間・環境科学科

４年

1130215

Ａ

文教育学部・言語文化学科（英文）

３年

1210245

Ａ

３年

1210275

Ａ

３年

1230210

Ａ

文教育学部・人間社会科学科（心理） ２年

1310439

Ａ

あゆみ 文教育学部・人間社会科学科（教育） ４年

1110422

Ｂ

片山 珠

文教育学部・言語文化学科（英文）

３年

1210219

Ｂ

高須 万由

文教育学部・言語文化学科（仏文）

２年

1310241

Ｂ

２年

1310284

Ｂ

早希

鈴木 香緒里
八ツ本
金子

真衣

はるひ

三上 奈緒子
佐々木

学部・学科

文教育学部・言語文化学科
（グローバル文化学環）
生活科学部・人間・環境科学科

文教育学部・言語文化学科

横川

和花

保坂

玲

理学部・物理学科

２年

1320218

Ｂ

小山

未空

文教育学部・言語文化学科

１年

1410235

Ｂ

石川

文絵

生活科学部・人間生活学科・生活社会科学講座 ２年

1330404

Ｃ

斉藤

美沙季

文教育学部・人文科学科（地理）

２年

1310123

Ｃ

内山

みどり

２年

1310209

Ｃ

松下

華菜

２年

1310272

Ｃ

篠崎

奈都

生活科学部・食物栄養学科

１年

1430120

Ｃ

（グローバル文化学環）

文教育学部・言語文化学科
（グローバル文化学環）
文教育学部・言語文化学科
（グローバル文化学環）

一ノ瀬

霞

文教育学部・人文科学科（哲学）

３年

1212101

Ｄ

小保内

瞳

文教育学部・言語文化学科（仏文）

３年

1210215

Ｄ

吉田 真央

文教育学部・言語文化学科（英文）

３年

1210283

Ｄ

２年

1310234

Ｄ

文教育学部・言語文化学科

１年

1410229

Ｄ

文教育学部・言語文化学科

１年

1410250

Ｄ

佐藤

文香

北野

奏子

冨岡 志寿子

文教育学部・言語文化学科
（グローバル文化学環）
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来日研修（６月）概要
渡辺紀子（お茶の水女子大学）
1．概要
日程：平成 26 年６月 26 日（木）9：00～17：00
場所：お茶の水女子大学 本館 103 室
担当：渡辺紀子（お茶の水女子大学グローバル教育センター特任講師）
参加者：
・米国側
学生：西マサチューセッツ五大学連合 23 名（男子６名、女子 17 名）
アマースト大学３名、スミス大学４名、マウント・ホリヨーク大学５名、マサ
チューセッツ大学・アマースト校 11 名
指導：曽野鈴子先生１名、ＴＡ１名、通訳１名
・日本側（本学）
学生：本学プロジェクト参加者 23 名
平成 26 年６月 26 日、本プロジェクトの米国側参加者が本学を来訪。前半研修として、
訪米予定者が来訪対応ならびにプレゼンテーション・討論に参加した。当日の設営、しお
り作り、キャンパスツアー、懇親会におけるエンターテイメントは全て学生の手で作成、
実施された。キャンパスツアーでは、学内の茶室にて、茶道の疑似体験が行われたり、ラ
ンチ懇親会で学生による商品付のクイズゲームが行われたりするなど、様々な交流が実施
された。
キャンパスツアーと懇親会により和やかな雰囲気づくりがなされた後、午後のプレゼン
テーションならびに討論会が始まった。米国側のプレゼンテーションについては、渡航前
の同イベント摺合せの段階で、既に夏季休業に入っていたため、個々人がウェブ上に「多
文化共生」に関する見解を載せ、それをまとめたものを発表する形で行われた。米国側 23
名のスライド発表では、地域から国レベルに至る多文化共生（人種、移民と社会的効果、
法的問題など様々）に関して行われ、１時間にも及んだ。続く本学側 23 名の発表では、
「多
文化共生」に関して、４つのグループがそれぞれ「アイヌ」、
「日本人のアイデンティティ」、
「外国人の日本居住とその課題」、「外国人教育の課題」をテーマに発表した。結論として
は、
「多文化共生に関する若年層の啓蒙活動の重要性」、
「メディアによる多文化理解の効果」、
「多様な文化に触れる環境の整備」
、「交流プログラムの重要性」などが挙げられた。
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2．プログラム
9：00～9：45

オリエンテーション

9：45～11：00

「西マサチューセッツ五大学連合」の紹介

挨拶（羽入佐和子本学学長、河村哲也本学副学長）
プレゼント贈呈式
各学生の自己紹介
お茶の水女子大学大学紹介（石井クンツ昌子本学国際評議員）
11：00～12：00

キャンパスツアー

12：00～13：30

ランチイベント（クイズゲーム、懇親会）

13：30～13：50

休憩

13：50～14：00

プレゼンテーション・討論に関する説明

14：00～15：00

プレゼンテーション「多文化共生に関する見解」（米国側学生）

15：00～15：20

プレゼンテーション「多文化共生に関する見解」（本学学生）

15：20～16：00

グループ別討論会

16：00～16：20

全体会議・総括

16：20～16：30

閉会の辞（石井クンツ昌子本学国際評議員）
写真撮影

3．成果
来日２日目に、早朝から夕方まで、１日をかけ本学における様々な催しに参加してもら
うことには疲労が懸念されたが、米国側の来訪者は終始興味をもち、意欲的で、終了後の
感想を見ても「このような交流イベントは初めてで、多くのことを学んだ」（米国人学生）、
「１日しかいなかったことが信じられない」（米国人学生）などのコメントが得られた。一
方、本学の学生からは、「米国人は社会的問題に関して真剣に考えていることが分かった」、
「討論で積極的に発言をしたかったが語学力に限界があり悔しい思いをした。北米訪問時
にはそのリベンジをしたい」といったコメントが出るなど、前半研修によりそれぞれ課題
や目標が具体化した様子が窺われた。天候にも恵まれ、終日、密度の濃いイベントにそれ
ぞれが達成感を覚えていた。
また、通訳で来られた JICE 担当者からは、
「文化やスポーツの紹介や体験にとどまる交
流事業が多い中、このように深いレベルで交流できる行事は初めてである。是非来年も受
入れをお願いしたい。」とのコメントを頂いた。引率で来られた曽野先生からは、「当初、
浅い交流になるであろうと思っていたが、このような交流もできたことは予想外かつ感動
した」、「２日目で日本の社会的問題や課題を話し合ったことで、その後の各所訪問が大変
有意義なものになった。感謝したい」といったコメントを頂いた。
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【米国学生の PPT】
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【本校学生の PPT】

Outline
1. Ainu ‐Ethnic minority in Japan‐
2. Japanese Identity
3. Foreign people in Japan and their problems
4. Educational problems for foreign students
5. Conclusion

Diversity in Japanese Society
Ochanomizu University

Ainu

Key Contents

– Ethnic minority in Japan-

1, What is Ainu??
“Do you know where they live?”

Group B

2, The state of the Ainu
“What situation are they surrounded?”
3, The problem of the Ainu
“What kind of problems do they face?”

The Ainu have their original cultures

1, What are Ainu people???

～Embroidery～

Ainu is a northern aborigine of the around
Hokkaido area extending over Japan and Russia.
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～Accessory～

2, The state of the Ainu
Discrimination

3, The problems of the Ainu

There is no discrimination in public.
(before WWⅡ, there was discrimination.
But…….

The decrease in pure‐blooded Ainu
The decrease in the opportunity to
convey Ainu culture to young people.

Diminishing
native

Prejudice among individuals still exists.
Culture
Telling their own
cultures to tourists

The rate of social security is 38.3%
（all parts if Japan is 26.6%）

Poverty

The law of Ainu
Culture Promotion

Correlation

Protection of the culture has been carried out.

The number of students who go to
university is 17.4%
（all parts of Japan is 49.4%）

But…….

Ainu language has been certified to an endangered language.

Education

→there are only 10 people who speak Ainu as a native language.

4, Summary
Future Reference

Japanese Identity

‐Think as Japan’s problem, not only Hokkaido’s
‐We should interact individually

Group C

Adults effects the children
EDUCATION plays an important role

What do we think about ourselves?

Key Contents

Koreans in Japan

1.
2.
3.
4.

What do we think about ourselves?
Recognition as Japanese
Wa spirits
Conclusion

Lack of a sense of nationality

Unawareness of Japanese identity
Exclusionism

The seniority system
‘Wa’ sprits

Japanese People

Disinterested in domestic politics
Considerate culture
Modesty
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Hierarchical relation
Homogeneous country

“The stake that sticks out gets hammered in.”
Real intention and stated reason

Recognition as Japanese
•
•
•
•
•

Wa Spirits
• “The nail that sticks out gets hammered
in”
• Modesty
• Real intention and stated reason
• Hierarchical relation
• Seniority system
• Considerate culture

Homogeneous country
Unawareness of Japanese identity
Lack of a sense of nationality
Disinterested in domestic politics
Exclusionism

Summary
Not only
accepting globalization
but also
establishing Japanese identity
and
coexisting with other nations
are
important

Foreign people in Japan and
problems they have
Group A

1(1).A Change of the Number of Foreign Residents
(1991‐2013)

Key Contents
1. The statistic data of the number of foreign
people in Japan

60％
increase

2. The problems and developments in public
service
3. Insufficient facilities and service for people
having religion
4. Conclusion

(Source) http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1180.html (19 June, 2014)
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(2)The breakdown of Foreign Residents (1991‐2013)
1(3). Overseas visitors (1964‐2013)

million

2.5

About

(Thousand people)

1,036,000 visitors

2
1.5
1
0.5
0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Chinese

Brazilian

Peruvian

Philippine

the US

2013

Koreans

others

(Source) http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1180.html (19 June, 2014)

2. Some problems in Japan for foreigners

Complicated social system

1. Poor information for foreigners – Language barrier
2. Complicated rules in the local community

visual/voice
info

emergency
info

VISA

tax

local
community/event
info

new
contracts

Universal Design in Tokyo

Picture phone serves
TIAT(Tokyo International Air Terminal)

The map of Tokyo metro
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Meal for people having religion

Pray room

VEG★travel Tokyo

Public universities that have some space for
praying… 25/47

Having some space for
praying

・2013～
・You can choose the type of
meal, type of Cuisine, budget
・About 40 restaurants are
registered

47%
53%

Not some space for praying

Summary
• The number of people from abroad is
increasing in Japan today

Education

• Public service such as transportation system is
being developed

Group D

• But there are still a lot problems for people
who don’t speak Japanese or have religion

The Current State of Multicultural Education

Key Contents

90000
80000

• Current state of multicultural
education in Japan

special supprot education
school

70000
60000

combined junior high and
high school

50000

high school

40000

• Action examples of schools

30000

jonior high school

20000

elementary school

10000

• Conclusion

0
2005

2004

2003

2002

2001

2000

Foreign students in Japanese school
Reference: Ministry of Education

- 13 -

The Current State of Multicultural Education
No mandatory of
school education

religion

Out‐of
school
children

Action examples of the school

Increase of the number of students
who need to study Japanese

problems

Okubo elementary school
(Tokyo)
• “International understanding class”
‐the students learn about 8 languages, culture and society.
• “Japanese language education” + ”adoption education”
Japanese
education

Icho elementary school
(

School lunch

(Yokohama)
• “Individual learning system”
• “The night school”
‐Japanese supported by volunteers

Prejudice
Bullying

Summary

Conclusion of this presentation
• Japanese people have great “Wa spirits”
‐ modesty, politeness etc…

Necessity of more education for
multicultural understanding

• We need to think about problems which ethnic
minority and foreign people are facing now
How can we improve Japanese society to accept
people with diverse backgrounds?
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【本学学生の感想文】

文教育学部・人間社会科学科４年 荒井瑞希
本学の学生の間でも「多様性」の解釈の仕方は様々で、事前準備の時点から KAKEHASHI
Project のテーマの奥深さと重要性を実感していた。他国からは単一民族・単一文化的な社
会として理解されがちな日本ではあるが、都市部に着目するのか、あるいは地方に着目す
るのかでも大きく状況が異なる。例えば、北海道や沖縄においては、アイヌ民族や琉球民
族といった民族の保護の問題がある。また、愛知県や群馬県など、工業の生産拠点が密集
する地域においては、近年益々増加する外国人労働者への対応が急がれている。本学のプ
ロジェクトメンバーには地方出身者が数多く在籍しており、学内の討論会では、その地方
特有の「多様性」に関わる問題を考える事が出来た。それらの内容を踏まえ、討論会当日
のプレゼンテーションやディスカッションでは、私達自身のバックグラウンドや経験を活
かし、日本各地の実情をアメリカ人学生に伝える事が出来たと思う。
アメリカ人学生のプレゼンテーションからは、統計資料等や具体的例を通しアメリカ社
会の人種的、国籍的、宗教的な多様性について詳しく学ぶ事が出来た。自身も親や祖父母
世代が他国からの移民である学生が多く、自らも関わる問題に対し客観的な視点を維持し
ている姿に私はとても感心した。文化背景の異なる人々が、「アメリカ人」という意識を持
ちつつ、其々のアイデンティティを尊重する姿勢を、今後日本人も身につけて行くべきだ
と感じた。特に、私は学生自身が幼少期の記憶や大学での経験に基づいて語った「多文化
社会の身近な問題点」に強い関心を持った。中でも、一人の学生の「アメリカでは、多様
な文化背景を持つ人々が共生している事は間違いない。しかし、それは積極的に交流し互
いを理解している事とは違う。私達も積極的に変化を起こす努力が必要だ。」という発言に
心を惹かれた。社会に多様な人種・国籍・宗教・障害・職業・性的志向を持つ人々が混在
する様子を見て安堵するのではなく、全ての人が尊重され自由に生きる事の出来るよう変
革の努力を続ける事こそが必要だと感じた。彼女の発言を受け、私もアメリカへ視察に行
った際には積極的に問題点を探すように心がけたいと考えた。そして、アメリカの問題を
日本にも重なる課題として捉え、アメリカの学生と共にどのように改善出来るのかを考え
たいと思う。
今回の事前討論会では、アメリカ人学生と共に日米の多様性社会について有意義な対話
が出来たと思う。社会を全ての人々にとって住み良い環境に変える為、学生の私達はどう
行動出来るのかを考える良い契機になった。今回の学びを大切に次回の活動へと繋げ、
KAKEHASHI Project の終わりには、自分の言葉で「日米社会における多様性」について語る
事が出来るようになりたいと思う。
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生活科学部・人間・環境科学科４年 佐野早希
今回の KAKEHASHI Project で最も印象に残っているのは、多文化共生についてのディス
カッションである。私は昨年、オーストラリアでワーキングホリデーを８ヶ月間し、その
時も様々な国の人から日本の印象を聞くことができた。しかし今回のディスカッションと
の大きな違いは、“日本のことが好きで日本についての知識がよくあり、日本語も勉強して
いる”海外の学生と日本の文化について話し合うことができたことだ。そして彼らが口を
そろえて言ったのが「日本はそんなに変わらなくていい。今の日本が好き。」ということで
ある。このことは「国際化をしつつも日本の良さを残す」という多文化共生を進めていく
上で私の中で一番の課題であったことについて更に考えさせた。
アメリカからの留学生に、「どうして日本語を勉強し始めたのか」を聞いてみると、ほと
んどの学生が日本語の美しさに魅せられたと言っていた。しかし、私達のグループが出し
た日本の多文化共生社会を実現させるための案として「英語教育をもっと早い時期から始
める」というものがあった。「日本は変わらなくていい」と言ってくれた彼らが、敢えて言
うなら…と出してくれた案だが、やはり彼らにとって日本人の英語能力はまだ不十分に思
えるようである。また、他の先進国に比べて明らかにスタートが遅い英語教育に疑問も感
じているようだった。これは、言語は単なるツールであり、コミュニケーションをとる上
で優先されるべき事項ではないという私の意見を再考するきっかけとなった。やはり、言
語を習得することは多文化社会実現の上でキーポイントとなるのだ。仮に英語教育の開始
時期を早めたとする。それは、これまで私達が他の科目に充てていた時間を英語の勉強に
充てるということである。このことから危惧されることは、私達の母国語である日本語の
衰退である。しかし、今回のアメリカの留学生が日本の事を好きになってくれたポイント
である「日本語」を私達は守っていかなければならない。それならば、日本語のレベルを
落とさずに英語を学ぶにはどうしたらいいのかを考えなければならない。
今回の KAKEHASHI Project で、日本の良さを残したいという私の気持ちはより強くなっ
た。こんなにも日本の事を好きでいてくれる外国人の存在を知ることが出来、独自の文化
を培ってきた日本に誇りを持つこともできた。この経験を以て、もう一度、現在の日本社
会の問題・課題を洗い出し考えてみたい。理想的な共生社会では何かが犠牲になったり、
誰かが悲しい思いをしたりして、失うものはあってはならないと思う。今あるものを大切
にしつつ、新しい視点や考え方を取り入れる。それが「共生」なのだと思う。理想的な共
生社会の実現に向けて、もっといろいろな立場の人の意見を聞いてみたいと思った。
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文教育学部・言語文化学科３年

鈴木香緒里

一日を通して「多文化共生」について考え、意見を交換し合うというとても充実した交
流会だった。私の英語より彼らの日本語のほうが優れていたにも関わらず、英語でゆっく
りでも伝えようとする私に合わせてくれる優しさがとても嬉しかったし、彼らの日本語の
勉強に少しでも役にたてたと思うと、お互い有意義な時間であったと自信を持って言える。
私たちグループＡは、今回の交流会の中でもオリエンテーションの部分を担当した。ラ
ンチタイムを含む、私たちが考えて準備できる自由時間に何をするかはとても重要なこと
だと思い、日本について詳しくなれ、日本人でも楽しめ、お互いが仲良くなれる企画を考
えようと努力した。そこで考えたのがクイズ大会だった。私たちお茶大の学生と留学生が
うまく混ざり、留学生の中でも他大学の人となるべく組めるようにチームを編成、景品も
用意出来たことで盛り上がった。参加賞として用意した扇子はその日を通してみんなが使
ってくれて、気に入ってもらえたようだ。日本人でも即答出来ない、割と難しめな問題を
入れ、みんなが楽しんでくれたので良かった。問題を考えている段階で既に私たちはとて
も勉強になった。
発表とグループディスカッションで感じたのは、お互いに注目する観点が違うというこ
とだ。まだ多文化共生が進んでいない日本と、もう既に様々な人が一緒に暮らしているよ
うな国では、感覚も違うのだと感じた。彼らは私たちの英語を上手と言ってくれるけれど、
実際はディスカッション中完全に聞き手に回ってしまい、なかなか意見を挟めなかったの
がとても悔しい。KAKEHASHI Project の選考の時の日本人だけのディスカッションとはわけ
が違った。なによりもスピードについていけず、聞いているだけでも精一杯だった。また、
私たちからのプレゼンの内容については質問がそのあともあまり出なかったので、きちん
と伝わっていたかがとても不安だった。
このままでは、後半研修でせっかくアメリカに行っても自分の意見を伝えられず、吸収
できることも少なくなってしまう。今から 11 月までに何をすべきか、明確になった。以前
短期語学研修に行ったときも感じたが、海外に目を向ける前に日本のことを説明できるよ
うに学んでおかないといけない。これから会話力を高めるとともに、知識も深めていく必
要がある。何はともあれ楽しかったし、帰りの見送りのときはもうずっと一緒にいたみた
いに寂しかった。
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文教育学部・言語文化学科３年

八ツ本真衣

正直、こんなに仲良くなるとは思っていませんでした。はるばるアメリカからお茶大を
訪問してくれた KAKEHASHI プロジェクトのメンバーのみなさんとは、１日だけ、たった数
時間だけいっしょにいただけですが、バスを見送るときには寂しくて心にぽっかり穴が空
く気持ちになるくらいでした。
朝出迎えたときには、私たちも緊張していたこともあり少し固い空気でしたが、キャン
パスツアー、クイズゲームと経て空気も暖まり、昼食のときにはいろいろな学生と話をす
ることができました。日本語を使って話をしてくれる人や、日本語の教科書を見せてくれ
る人もいて、こんなふうに日本語を勉強していて日本の文化に興味を持ってくれる人たち
が海外にたくさんいるということにまず驚きました。どうして日本語を勉強しようと思っ
たのか聞いてみると、日本のアイドルや漫画・アニメなどサブカルチャーが大好きな学生
が多く、改めてカルチャーがつなぐ力の大きさを感じました。また、日本語は始めて数か
月、という学生も上手に日本語を使っていて驚きました。日本人は、どちらかというとイ
ギリスやアメリカはクールでかっこいい、というイメージを持つ人が多いですが、海外の
人に日本を好きといってもらい日本語を勉強してもらえることは私自身とても嬉しく、も
っと自分の国に誇りを持って、外に発信できるようになりたいと感じました。
今回の研修のテーマは「多文化共生」ということで、そのテーマに沿ってプレゼンをし
たりディスカッションをしたりしました。難しいテーマで、自分の英語力のなさもあって
ディスカッションは特に難しかったですが、日本では「多文化」があたりまえのことでは
なく新しい問題なのに対し、アメリカでは「多文化」こそがあたりまえで、それゆえの衝
突や柔軟性も、アメリカの文化のひとつであるように感じました。実際この研修に来てい
たアメリカの学生も、いろいろな出身地から来ていて、宗教の関係でベジタリアンだとい
う学生もいました。日本が単一的な国で、日本のものとは違う文化を特別な目で見る傾向
にあるのだということを、アメリカの学生と接して改めて感じました。「あたりまえ」があ
たりまえでないことを知ることが出来て良かったです。同じグループでディスカッション
した学生は、韓国やシンガポールなどアジア系の学生たちだったのですが、欧米出身の学
生たちとはあまりいっしょのグループにいない、という話をしていました。もちろん人に
よって違うと思いますしいろいろなケースがあるとは思いますが、アメリカであっても文
化によって作られる壁もたくさんあるのだろうなということを考えさせられました。
最後には仲良くなった学生と写真を撮り、ハグをしてお別れしました。秋の研修のとき
に会えるか分かりませんが、ぜひまた再会して関係を続けていきたいと感じています。
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生活科学部・人間・環境科学科３年

金子はるひ

アメリカの学生達との交流を通してグローバル化に対する自分の考えの視野が広がりま
した。「日本をグローバル化するにはどうしたらよいのか」というディスカッションでは、
アメリカと日本との国際性の現状の違いをよく理解し、日本の課題が見えてきました。様々
な人種が混在するアメリカでは、外見が違うのは当たり前、使用する言語さえも異なり、
みんな一緒という共通の意識は、日本人が持つそれとは違うものだと感じました。具体的
に日本がグローバル化するのには日本の中からと外からの２つの方向からアプローチする
ことができます。
まず、国内からのアプローチとしては、より多くの日本人が世界へ出て現地の生活を経
験し、幼いうちから異文化・英語に触れる事が大切です。そのためには身近なメディアや
教育のあり方を変えていかなければなりません。入試に特化した英語教育を目指すのでは
なく、実際に使用できる、生きた英語能力を重視する教育方針へ変更することや、若いう
ちに海外へ行き、世界を見る機会をもっと増やすことが課題です。海外からのアプローチ
としては、世界の国々へ日本の存在、アジアの魅力をもっと伝え、観光客や留学生が日本
へくるきっかけを増やす事が大切です。急速に発展しているＳＮＳなどを利用し、自分が
今感じている事を世界の人と同時に共有するのもよいし、海外で得た新しい経験を日本の
文化と結びつけて発展させ、情報を発信する事で日本に興味を持つ海外の人はもっと増え
ると思います。このように、たとえ違う国にいて違う言葉を使用していても、気持ちの共
有が簡単にできるようになれば、そこで世界は１つになったも同然であり、日本と世界の
壁はなくなっていくでしょう。
グローバル化は良い事と思い込んでいた私に一番衝撃的であったのは、
「日本はグローバ
ル化によって何を目指しているのか、どうしたいのか。」ということをアメリカの学生から
質問され、すんなり答えることができない自分がいた事です。もちろん国境を超えて人と
人が混じり交流する事は楽しいことにこした事に超したことはありませんが、質問された
その時の自分は、競争力が増す国際経済に打ち勝つためか？という納得のいかない答えし
か出てきませんでした。この点については研修を通じて考えをもっと深めていきたいと思
います。
前半研修の全体を振り返ってみると、食事や懇親会を通じ、お互いの国についてたくさ
んの情報交換やジョークを言い合い、非常に楽しく濃い時間を過ごせたなと感じます。国
が違ってもみんな同じ人間。お互い同じような事を考え、冗談を言い、楽しく笑ったりと、
出会って数時間でステキな友達ができてとても嬉しいです。グローバル化についてもっと
考えを深めるためにも、もっともっと英語が話せるようになり、自分の意見を世界へ発信
できる日本人学生になりたいと強く思いました。
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文教育学部・人間社会科学科２年

三上奈緒子

７月 26 日、日米両学生をもってお茶の水女子大学で KAKEHASHI Project の前半研修が行
われた。取り立てて注目すべき点は、「多文化共生」に関する討論会と米国の学生との交流
の時間であるため、この２点に関して重点的に振り返ってみようと思う。
多文化共生と聞いて、様々なバックグラウンドを持つ人がよりよく社会の中で生活でき
ることが一番に思い浮かぶ。そこで私たちグループＡは日本に住む外国人が抱える問題に
ついて取り上げた。外国人居住者数、外国人観光客数ともに増加している現代は、一部試
み的な取り組みで Picture phone serves のような、言語がコミュニケーションの障壁とな
らないシステムが導入されているが、現実には言語、宗教、慣習的問題が日本に住むこと
において問題になっている。討論はこの内容と関わっており、様々な生まれ、育ちを持つ
人を受け入れるために、日本社会が取り組むべきこと、について話し合った。やはり討論
というよりは米国学生に意見を仰ぐような形になってしまったのが残念であった。自身の
語学力不足から、途中、英語をベースとしているのだから日本人学生側が劣位にあるのは
当然だ、などと考えていたが、今後の英語学習へのモチベーションとなるいい機会であっ
た。米国大学生の意見は、コミュニケーションのツールである言語は欠かせない、それゆ
え、英語教育を早期から導入すること、アメリカでは第二外国語（スペイン語、フランス
語、中国語…などから選択）が必修なのを受けて、日本でも多言語教育を導入するべき、
という結論に達した。実際に現地の大学生目線のリアルな意見が聞けたことはとてもよい
経験になった。
今回の前半研修は交流タイムも多く設けられていたため、友達を作る良い機会になった。
参加者は西マサチューセッツ五大学連合の大学の様々な専攻を持つ学生であり、来日する
のは日本語学科の学生とばかり考えていたため、様々な専攻を持つ学生が参加していて驚
いた。同時に、メジャーではない日本語を学ぼうとしている姿に嬉しさを覚えた。以前ニ
ュージーランドに語学留学をしていた際に Language Exchange 制度を用いて、私は英語で、
パートナーは日本語で会話するという機会があった。今回もそのような形で交流を図るこ
とができ、とても有意義な時間を過ごせた。おすすめの映画を教えあったり、出身地の話
をしたりなど、大学生ならではの身近な話題で楽しめた。たった１日のみの交流であった
が、Facebook のアカウントや LINE のＩＤを交換したので、今後も交流を続けていきたい。
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文教育学部・人間社会科学科４年

佐々木あゆみ

KAKEHASHI Project 事前研修に参加し、アメリカの大学生 20 数名と英語でのディスカッ
ションという非日常的な体験を通して、多くを学べた非常に貴重な時間を過ごすことがで
きた。
事前研修のどの活動も楽しく行えたが、一番印象に残っているのはアメリカの大学生と
のディスカッション、そしてブレイクタイムでの交流である。
まず、英語でさらに国籍の違う人とディスカッションなど、私にとっては未知な世界で
あり、そのことだけでも大いに意味があった。このディスカッションにおいて「多文化共
生」を考える際に相手国や文化の理解の必要性と同時に、自国の理解・それに対する何か
しらの意見を１人１人が持つことの重要性を感じた。アメリカの大学生から「私たちの国
では○○という捉え方をするけど、日本ではどうなの？」といった質問が多く発せられた
からだ。事前研修前の打ち合わせの話し合いの際にも意見として出たが、多文化共生を考
える上で、他国の文化や人々を知るためには自国の事を考える習慣がないと、他国を理解
することは難しいと感じた。例えば「宗教」などが典型的な例である。アメリカの大学生
に聞かれたこのような質問に、自信を持って答えることができたのはそう多くはなかった。
これも日本の特徴と言ったらそれまでだが、「多文化共生」という概念がより一層浸透して
いくことが予想される今、もう一度日本を多方向から見つめ直す必要があると感じた。
そしてブレイクタイムではディスカッションの時とは大きく変わり、非常にラフに交流
を楽しむことができた。率直な感想としては、初めて会ったとは思えないほど全体的に仲
が深まったことが印象的であった。今回の「多文化共生」のテーマとは少しずれてしまう
が、ある１人のアメリカの大学生が、自国で使っている日本語の教科書が非常に印象的で
あった。大学の授業で扱われている教科書ということもあるが、非常に現実的な会話のシ
ーンや、日本語特有の実用的な言い回しなどが掲載されていた。日本で扱われている英語
の教科書とは全く違う。「This is a pen」など、現実世界であまり使われるとは言えない、
文法重視の内容の日本の英語教科書との違いを感じる場面であった。また個人的なことで
あるが、アメリカの大学生と交流を楽しむことは十分できた。しかし議論となると自分の
考えていることを英語で伝えることが思う通りにできない場面があり、非常に歯がゆい思
いをした。
今回の体験によって先に述べたように、多文化共生を考える貴重な経験になったと共に、
今後の英語の勉強のモチベーション要素となった。事後研修は渡米しての本格的なプレゼ
ンテーションも控えているので、英語力はもちろんのこと、多文化共生に関する自分の知
見を深めておこうと考えている。
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文教育学部・言語文化学科３年

片山珠

前半研修までの一週間という限られた中でプレゼンテーションの準備を行うのは決して
楽ではなかったが、アメリカと日本の現状や課題を直接共有できたこと、それらに対して
互いに議論し合えたことは非常に大きな経験になった。日本側からのプレゼンテーション
の中で、私のグループは日本の少数民族というテーマで特にアイヌに焦点を当てた。準備
を進めていく中で、高校までの歴史の授業でアイヌの存在自体は知っていたものの、彼ら
が持つ文化やアイデンティティ、現状などについては全く無知であったことを痛感した。
同時に、こうしたマジョリティ側の無知や無関心がマイノリティを危機に瀕させる原因の
ひとつなのだと感じ、正しい教育を行う重要性についても再認識した。発表を通して、彼
らのアイデンティティの大切な一部として文化や誇りを守っていくと同時に、個人個人が
＂日本人＂や＂アイヌ＂である前にひとりの人間であるということを常に念頭に置いて生
きていく必要を強く感じた。アイヌ民族というとても限定的なテーマだったが、発表を聞
いて初めてアイヌ民族のことを知ることができたと言ってくれたアメリカの学生も多くお
り、少しでも知るきっかけを作れたことを嬉しく思った。アメリカ側の発表でも、法律や
制度面の話から個人の経験談にいたるまで様々な視点と角度から今のアメリカを知ること
ができ、アメリカの新たな一面に気づくことができた貴重な時間だった。その後の討論で、
私のグループではアメリカ原住民のことをどう学校で習うかについて日本のアイヌ教育と
比較したり、他のマイノリティに対する差別を話し合ったりした。インターネットではな
かなか得られない個人的な体験や率直な意見、感情を直接共有したことで、より問題を身
近なものとして捉え、考えることができたと思う。討論を通してアメリカの学生が幅広い
事柄にわたって十分な背景知識と自分の意見をしっかり持っていることを知り、とても刺
激を受けた。そうした彼らの社会問題に対する積極的な姿勢は、自分たちは世界に生きる
一人なんだという自覚や責任を改めて気づかせてくれたようにも思う。私も彼らの様にも
っとどん欲に学ぶ姿勢を持って残りの学生生活を過ごしていきたいと強く思った。また、
交流の中で英語や日本語、たまに中国語など、複数の言語を交えながらお互いの理解を深
められたのもいい経験だった。私の英語力に比べ、彼らの日本語能力は圧倒的に高く、語
学力の面でもいい刺激をたくさん得ることができた。後半研修ではもっと積極的に自分を
表現できるよう、しっかり準備して臨みたいと思う。
最後に、せっかく出会えた縁なのでできるならもっと長い時間交流したかったという思
いが強く残っている。ただ、短い時間でも海外から来た初対面の学生とこうして打ち解け
られたのはとても嬉しかった。今回の出会いに感謝し、これからもずっと大切にしていき
たい。

- 22 -

文教育学部・言語文化学科２年 高須万由
「日本の何が好きなの？」と私が聞くと、「全部が好き。」と答えてくれた彼女の目と、
その時感じた自分の気持ちを私はずっと忘れることはないと思います。
答えてくれた彼女の目はとてもキラキラしていて、日本に来られたこと、私たち日本人
と交流の機会を持てたことを心底喜んでいるように感じられました。そして、普段なかな
かできない“日本を褒められる”という経験をして、なんだか自分や自分の家族が褒めら
れているような、嬉しくも少し照れくさくなるようなそんな不思議な気持ちを味わいまし
た。
米国からの学生という事で、最初は英語も他の KAKEHASHI メンバーに比べるとうまく話
せない私なんかと仲良くしてくれるのだろうか．．．という不安がいっぱいでしたが、彼ら
はとても気さくで、学習してきた日本語を積極的に使おうと試みる学生もいれば、日本語
はあまり話せないけれど私のつたない英語を真剣に聞いて会話を盛り上げようとしてくれ
る学生もいて、言語は単なるコミュニュケーションの手段に過ぎないのだと実感させられ
ました。そして、大事なことは相手を理解しようとする姿勢なのだという事を学ぶことが
できました。
プレゼンに関しては、限られた時間の中でグループのメンバーと協力することができた
と思います。これから一緒に米国研修をするにあたって信頼できるメンバーばかりで、こ
の先が楽しみになりました。
そしてディスカッションでは、米国からの学生たちは、私たちのグループが発表したア
イヌ民族について大きな関心を抱いてくれました。私たち日本人がアイヌ民族について学
校教育で多くを教わる機会が用意されていないのと同じように、米国でも先住民族につい
て教わる機会が少ないのだと言っていて、自国の歴史を正しく認識する教育はどうあるべ
きかについて多くを考えさせられました。
また、私が今回のディスカッションで一番印象深かったのは、アジア系の学生の発言で
す。それは、米国で暮らす中で「アジア人なの？」「中国人？」「韓国人？」などといった
欧米系の人々の質問に傷つくことがあるというものでした。相手が差別するつもりなどな
くとも、知らず知らずのうちに傷つけてしまうことがあるのだと知り、人種差別は解決の
難しい問題なのだと改めて知ることができました。
最後に、米国研修での課題は“日本の魅力を伝えること”ですが、今回の交流で米国の
学生たちから逆に私たち日本の魅力を教わり、何を日本の“魅力”として伝えるのが良い
のか迷い始めてしまいました。あと残り約４か月日々の暮らしの中で、自分が伝えたいと
思える世界に誇るべき日本の素晴らしさを発見していきたいと思います。
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文教育学部・言語文化学科２年 横川和花
６月 26 日の１日を私たちはアメリカから来た留学生と過ごした。私は設営係りだったの
で朝早くから学校に集合して準備を進めた。はじめ私は「今日一日は長くなる」と思って
いた。しかし、留学生が優しく、とても楽しい時間を過ごすことができ、一日がとても早
く過ぎてしまった。新しい発見、学びの多い１日で一週間くらい続けていたいと思うよう
な１日だった。
午前中は設営係りの仕事と歓迎のスピーチを聞くことと自己紹介を行った。設営係りの
仕事としては机やいすの配置を考えたり、しおりを配ったりしておいた。また、雨が降る
心配があったため、傘の準備も行った。歓迎会のスピーチでは羽生学長の挨拶があった。
また、お茶大の紹介は石井先生が行ってくださった。内容がとても面白く、お茶大生であ
る私も楽しむことができた。これらの挨拶に対し、アメリカからの留学生の代表が日本語
でアメリカの大学のことについてスピーチを行った。日本語が流暢で驚いたのと同時に「私
も他の言語を頑張ろう」と思った。その学生が話していた大学間の提携が興味深いと思っ
た。５つの大学間で単位の交換があり、そのために無料バスが５つの大学間を繋いでいる。
その提携についてとなりの留学生に聞いてみるとその学生も他大学で単位の取得を予定し
ていると話していた。お茶大にも他大学との単位交換の制度はあるものの移動時間や移動
費がかかるため利用する学生が少ないのでアメリカの制度のように学生が利用しやすいよ
うにするのがいいのではないかと思った。
午後は留学生のプレゼンテーションとお茶大生のプレゼンテーションとディスカッショ
ンが行われた。この中で最も印象的だったのはディスカッションだった。多文化共生とい
うと範囲では広いので私のグループでは、「アイヌ」について話すことにした。留学生はみ
んな日本に先住民がいるということに驚いていた。様々な質問をされたがそれに答えるこ
とができず、「日本人なのに」と思うことが何度もあった。また、先住民つながりで「ネイ
ティブアメリカン」の話しも出てきた。アメリカでは州によって学校で教えている内容が
異なり、南アメリカと北アメリカでは南北戦争の呼び方が異なるとはじめて知った。北ア
メリカでは「Civil War」と呼び、南アメリカでは「War of Northern Aggression」と呼ぶ
と知った。私はアメリカでは州ごとに異なる教育を行っているとは知っていたもののまさ
かここまで異なるとは知らなかった。同じ戦争のことを指していてもニュアンスが違う。
先住民以外に他人を傷つけているとは知らずに相手を傷つけている時の話しをした。例え
ば、アジア系の人に「あなたは中国人？日本人？韓国人？」というのは相手を傷つけるつ
もりがなかったとしても言われて嫌な気分がする人がいる。その人はアメリカ人というこ
とも考えられる。アジア人が全員中国人、日本人、韓国人というイメージだけで人を判断
するべきではない。他に出た話しとしてはアフリカ系だから犯罪をおかすのではないかと
思う人がいるという話しも出た。見た目一つでその人を判断するべきではないということ
にみんな納得していた。
驚きと新しい発見続きの１日だった。留学生は日本に興味を持っていて様々なことを知
ろうとしてくれた。また、アメリカについても様々なことを教えてもらい、私の知識も増
えた。１日だけではなく一週間続けていたいようなイベントだった。私がアメリカに行く
ときにはアメリカの学生に「学びが多かった」と言ってもらえるようにしたい。

- 24 -

理学部・物理学科２年

保坂玲

KAKEHASHI Project の感想を、
「前日まで」「当日」「後日」に分けて書く。
１．前日まで
６月 16 日にお茶大参加メンバーの顔合わせがあり、それから８日後の６月 26 日までに
日本の多様性に関するグループ発表の準備をすることになった。私のグループのテーマは
日本の少数民族「アイヌ」となり、発表に向けチームメンバーで連絡を取り合った。発表
については予め原稿を用意できるので不安はなかったが、当日留学生と英語で話せるか心
配だった。困ったら相手に日本語を使ってもらおう！と期待していた。
２．当日
設営係として会場の準備をした。名札がグループ毎に色分けされていたので配りやすか
った。自己紹介後の隙間時間に留学生と日本語も交えて話をしていたら、NIPPON と書かれ
たＴシャツを着ていたため留学生にウケた。ユニクロで買ったことをつたえると、滞在ホ
テル近くにあるようで、夕食後に買いに行くと話していた。その後キャンパスツアー組を
見送る。一時間以上ツアー組が帰ってこず、とにかく空腹だった…。昼食前のクイズゲー
ムでは留学生の意見を英語で聞くことができた。景品がもらえるほど高得点ではなかった
が、日本の硬貨の実物をみせたりといい雰囲気だったと思う。昼食をとりながら他の留学
生と話をしようとしたが、相手の言うことが分かっても単語が出てこず話せない。情けな
かった。どうしても聞き取れない単語があり電子辞書に入力するよう頼んだら、入力する
ことより電子辞書に興味を示していた（彼らは電子辞書を見たことがないらしい）。20 分ほ
どあった休憩時間には、英会話ができず話題もないので会場にいるのが辛くなり生協に行
って時間をつぶした。両国学生による発表後の討論会では、やはり単語が出てこずほぼ無
言、かろうじて相槌を打つ程度だった。情けない思いをし続け意気消沈していたが、写真
撮影のあと留学生が一緒に写真をとろうと誘ってくれてとても嬉しかった。またいつか会
おう、明日以降の日本観光も楽しんでねと話して見送った。
３．後日
留学生の facebook に「Today i found a Uniqlo! Mission complete!」との記事が投稿
されていた。「Did you buy something good?」とコメントすると「Yes!A tshirt with cats
on it and a dress!」と返ってきた。短いが、同世代の外国人と英語でやりとりができた
ことがとても嬉しかった！
振り返ってみれば、交流会中はほとんど英語を使っていた。留学生がもっと日本語を使
うだろうと思っていたが、私たち日本人は最低６年英語を学んでいることを考えれば、英
語メインの会話になるのは当然のこと。今回の交流会の反省を生かし、秋の渡米に向けて
英語の勉強をしようと強く誓った。
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文教育学部・言語文化学科１年 小山未空
事前準備にあたる約一週間のうち、グループの全員で集まり、顔を向かい合わせて話し
合いをすることが出来たのは、たった一回だけでした。その中で、私が最も頭を抱えたこ
とは、メンバー間の意思の疎通です。初めて顔合わせをしたのはほんの数十分でした。そ
の時に、LINE の連絡先を交換しましたが、簡単な自己紹介のみでの解散だったため、グル
ープ内での自分の立ち位置が把握できず、少々戸惑いました。パワーポイントの作成に関
しては、グループのメンバー全員が同じ情報を共有するまでに時間がかかってしまう、と
いったこともありましたが、４年生の先輩が率先して作業を行い、私たちを先導してくだ
さったおかげで、無事に一つのものを作り上げることが出来ました。私にとって、グルー
プの一員として何か一つのものを作成するというのは初めての経験だったため、大変勉強
になりました。次回、同じような状況に直面した際には、自分が率先して行動したいと思
いました。
私たちグループＢは設営班だったため、当日の仕事がメインでした。集合時間までに全
員が集合し、物品移動も円滑に行うことが出来たと思います。一つ心残りなことは、ケー
タリングのお皿の配置方法に戸惑ってしまったことです。
控え室とは別に、もう一つの部屋があったら、ビュッフェ会場のように設営することが
出来たかな、と思いました。椅子の移動が困難だったことから、座り心地の良い椅子の重
大な欠点に気づかされました。
パワーポイントを基にしたディスカッションの時間は有意義でした。グループＢの担当
したスライド部分は「アイヌ」であり、私にとって非常にゆかりのあるものでした。少数
民族が受ける差別行為に関して、それらを克服したかのように思えるアメリカ社会の現状
を直接アメリカ国民から聞くことが出来ました。彼女達とお互いの実体験を共有すること
で、どの社会において少なからず差別問題が存在することを認識しました。もう少し時間
があったら、その解決方法に関しても意見を交えたかったです。ディスカッション時に気
づいたことがあります。それは、日本人からの発言が極端に少ないということです。どの
ような理由から、そのような事態に陥ってしまったのかは分かりかねますが、11月に渡米し
た際には、みんなが積極的に意見をかわしことが出来たら良いな、と感じました。
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生活科学部・人間・生活学科２年 石川文絵
募集段階からぜひ参加したいと思っていた KAKEHASHI Project の前半研修が６月 26 日に
開催された。アメリカのマサチューセッツ五大学から学生を招き、発表や討論、キャンパ
スツアーやゲームなどの催しが行われた。
選抜から本番までの事前準備ではメンバーの都合がなかなか合わなかったり十分な時間
を確保できなかったりする中で、こまめに連絡を取り合い協力することで、できる限りの
準備を行うことができたように思う。
私たちのグループが担当したキャンパスツアーでは、在校生でも普段入ることのできな
いようなお茶室や貴賓室などを拝観でき、アメリカの学生だけでなくお茶大生にとっても
非常に有意義な体験になったように思う。お茶室では作動部のメンバーに実際にお茶をた
ててもらうという粋な計らいも頂けた。総務部の協力を頂き、徽音堂を見学することもで
きた。
多文化に関する日米のプレゼンテーションでは、多文化社会が実現しているアメリカと
まだ実現しているとはいい難い日本では、異なる見解を示していたことが興味深かった。
アメリカ側の方がより現実社会に根ざしているような具体的な観点から多文化のもたらす
影響や問題を説明していた。
今回の研修の中で一番印象に残っているのは、プレゼン後のグループ毎のディスカッシ
ョンだ。掲示物の二カ国語表記を義務づけることや、高校までを義務教育とし、外国籍の
生徒にも適用することといった法律的なアプローチから、若いうちから海外に行くことに
よってオープンマインドを持つといった心理的なアプローチまで、多角的に日本の多様化
の今後について議論をすることができた。私たちとは異なる社会で生活するアメリカの学
生が提案するアイディアは、文化や社会の仕組みの違いを強く反映しているものであり、
とても新鮮で刺激的だった。また、アメリカの学生と議論を行うのは今回が初めてだった
が、彼らの議論への熱意や姿勢は今まで出会ったことのない類いのものであり非常に感化
された。
今回の研修は一日という短い時間でありながらも、非常に密度の濃い時間を過ごすこと
ができたように思う。11 月の研修に向けて日米の多文化社会についての学びを深めると同
時にまだまだ足りないと痛感した英語力を補っていきたい。
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文教育学部・人文科学科２年

斉藤美沙季

KAKEHASHI Project の第１回目は、私にとって忘れられない最高の日となった。私は、今
日の交流を通して、今後の自分の目標が見えた。それは、
「英語でのコミュニケーションス
キルをさらに上げると同時に、語るべき内容をもっと充実させること」と、「議論の場にい
る限りは自分の意見を話すこと」だ。私はこの２つのことを今日のあらゆるイベントの中
で感じたが、ここでは、とりわけ痛烈に感じるきっかけとなった２つのイベントについて
述べたいと思う。前者については、お茶室を案内したときのこと、後者は、グループ討論
をした時である。
まず、お茶室をアメリカからの KAKEHASHI メンバーに案内した時のことについてだ。私
は、お茶大の裏千家茶道部の部員であり、茶道のおもてなしの心をアメリカのメンバーに
伝えるのを心待ちにしていた。しかしながら、いざ説明するとなると、適切な単語が分か
らず、思うように説明ができなかった。彼らは実際にお茶をたてる様子を見学し、抹茶を
味わうことで茶道を楽しんでくれたようだが、私は茶道をうまく言葉にして説明できず、
とてもふがいなかった。また、茶道具や飾りの説明を求められたときは、知識がなかった
ため、説明できなかった。私は、茶道の良さを伝えたい、と口先では言っていながら茶道
について浅はかな知識しかないことを恥ずかしく思った。11 月にアメリカに行くときには、
このような悔しい思いをしないようにしたい。そのために英語の語彙を増やすだけでなく、
もっと茶道の歴史や道具、季節の言葉など幅広い知識を身に付けるつもりだ。
２つ目の大きなイベントはディスカッションである。日本で多文化共生を促進するには
どうすべきか、という難しいテーマを議論したが、私はどれほど相手が意見を速くて言っ
ても、どんなに自分の英語が拙くても、積極的に発言するように心がけた。アメリカの学
生は私の話を真剣に聞いてくれ、“That’s a good point!”と言ってくれた時は本当にうれ
しかった。また全体で共有する際に、アメリカの学生が「君が指摘した意見をここで共有
したら？」と提案してくれて、英語で説明できたときもすごくうれしかった。前に出よう
とする姿勢（私の好きな言葉である“lean in”という姿勢）がとても大切なのだと実感し
た。考えてみれば、お茶室での苦い経験も自分がアメリカの学生に茶道の良さを伝えたい、
と”lean in”前のめりで取り組んだ結果だろう。そう考えると、できなかったことを落ち
込まずに前へ進んでいこうと思えるのだ。
まとめると、私は今日のイベントで今まで取り組んできた英語運用能力の向上および語
るべき内容を増やすこと、そして“lean in”の姿勢でいることの３つを学んだ。11 月にア
メリカに行くまでには、来月のテレビ会議などを含んで時間はまだある。11 月には今日見
つけた課題を克服できているように努力し続けよう。
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文教育学部・言語文化学科２年

内山みどり

今回の研修では、私のグループはキャンパスツアーを担当した。案内するスポットやル
ートを決めることから、各見学スポットの管理者への許可とり、ガイドまで経験できたこ
とは本当に意義あった。英語研修やディスカッション、プレゼンといった目的以外にも、
このように企画、実行を通して、私の不注意によるミスを犯してしまいながらも、アメリ
カの大学生たちの楽しそうな表情を見ることができ、概してやりがいを感じた。お茶大を
これから受験する高校生でもなければ、視察の一行でもない彼らにとってお茶大のキャン
パスツアーは果たしてどのような意義があるのだろうか。始める前は、正直キャンパスツ
アーをどこか半信半疑に捉えていた。しかし、私たちにとって何でもないようなものが、
日本に関心のある彼らにとっては新鮮に感じられるのかもしれないし、このように事前準
備のもと私たちが好きな場所を案内することが「おもてなし」のひとつとなるかもしれな
い、と期待してツアーに臨んだ。実際、彼らは思い思いにお茶大を味わっていたようだ。
歴史資料館では、菖蒲の掛け軸をじっと見ていたり、明治期の子供たちを描いた絵に興味
津々だったり、図書館前の亀に群がっていたり、附属中学校のプールサイドに並んだビー
チサンダルに目をとめたり…といわゆる「日本らしい」と思うもの以外のものにも関心を
寄せていた。もちろん、折角訪日したのだから「日本らしい」ものを意識的に体感しても
らう機会を作るのは大事だ。しかし、アメリカから来た彼らは日本にいる、ということだ
けでも十分目新しいのであり、あらゆるところに違いや面白さを見出すのかもしれない。
それと同時に、日本文化に限らず、お茶大にしても自分が属していると思うコミュニティ
や文化のことを相手に説明できるくらい知らないと恥ずかしい、と痛感した。
クイズとお昼を挟み、午後は各チームのプレゼンテーションとそれにまつわるディスカ
ッションを行った。アメリカの学生たちのプレゼンスタイルは、各スライドに対してその
作成者が自分の経験を交えながら話すというもので、事前に用意した原稿をたよりに発表
をする日本人のプレゼンスタイルとは異なる。自分の経験を語れるのも、彼らが日常生活
の中で様々な多文化共生の場面に直面してきたからだろう。そのすべてにおいて多文化共
生が実現しているというものではない。むしろ、エスニック間の差別は彼らの身近な場所
でも起きているということに驚いた。多くのエスニシティが暮らしているからといって多
文化共生がうまくいっているとは限らない。しかし、彼らも多文化共生の必要性を感じて
おり、ディスカッションでは、どうすればよいかということに対して議論が深まった。
アメリカの学生は、旅行することで自分の心や態度をオープンにすることができるとい
っていた。つまり、外国へ行くことで、自分の価値観から解放されるという意味だろう。
この感覚は、理解できる。もしも、open your mind することが重要だとしたら、それは旅
行に限らず、ディスカッションすることでも実現可能ではないか。今回、アメリカの学生
たちの積極的な議論への参加が印象的だった。白熱した様子は私たちにも刺激的だった。
そこで気づいたのは、自分をオープンにしないとディスカッションには参加できないとい
うことだ。つたない英語であっても、思ったことを表現しなければ open したことにはなら
ないのである。多様な主張に触れたいと思うならば、まずは自分を開くことから始める必
要がある。
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文教育学部・言語文化学科２年 松下華菜
先日行われた KAKEHASHI プロジェクトの活動を通して私は素敵なアメリカの学生に出会
うことができたことに感謝したい。今まで私は外国の学生と英語で会話する機会がほとん
どなかった。お茶大の中に留学生は多く在籍しているものの、英語で話したことはあまり
多くない。それ故自分の英語がうまく伝わるだろうか、日本人のことをどう思っているの
だろうか、ととても不安なことが多かった。しかし実際に交流してみて感じたことは、向
こうの学生がとても親切であり私のつたない英語にもしっかりと耳を傾けてくれたため、
恐れることよりもまず話そうとする意思や関わろうとする積極的な態度が大事であるとい
うことだ。そしてそれがまさに多文化共生の第一歩なのではないか、と身をもって体験し
た。確かにアメリカと日本の学生や大学生活には多くの違いがあったのでとても驚くこと
も多かったが、それでもその差異に興味を持ち相手を知りたいという気持ちをお互いが持
っていたため非常に活発な交流ができたのだと思う。
また、交流だけではなくディスカッションをしたことも大きな経験であった。アメリカ
社会における多文化共生の現状についても現地の学生が調べたことを直接聞くことができ、
今まで曖昧にしか描けなかったアメリカ社会の現状を知ることができた。ディスカッショ
ンを通しても様々なことを学んだ。一番感じたことは、アメリカの学生のディスカッショ
ンへの積極的な態度だ。アメリカの学生が日本人は消極的でみんなが同じ意見を持ってい
るとディスカッションの中でも言っていたが、アメリカの学生は自分の意見をしっかり持
っており、相手と意見を対立させることで新たな考えを生み出していこうとしていたため
非常に感心した。私もどんなことに対しても自分の意見をしっかりと持ち、他の人の意見
も尊重することができるような人間になりたい、と彼らの姿をみて強く感じた。そして多
文化共生において今後重要なことを話し合ったときに、アメリカの学生たちが「この
KAKEHASHI プロジェクトのような交流が大切だ」と言っており、彼らもこのプロジェクトに
非常に意欲的であることを知りとてもうれしく感じた。今回の交流会を通してグローバル
や多文化化する社会の重要性を実感でき、また今後の自分の課題を見つけることができた。
しかし今回の交流会はまだこのプロジェクトの始まりでしかない。これから私はアメリカ
に実際に言ってより積極的にアメリカの文化や多文化共生について学び、日本の社会につ
いてより多くの人に知ってもらえるように努めていきたい。
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生活科学部・食物栄養学科１年 篠崎奈都
１日という短い時間であったが、内容の濃い、充実した時間となった。
まず驚いたのが、アメリカの学生たちの日本への関心だ。日本語を話す学生も多かった
り、日本のアイドルやアニメが好きだったりと皆が何らかしら日本に興味を抱いてくれて
いたのは嬉しく、今回の訪日がより日本を知り関心を高めるものになっていたらと思う。
日本に興味があるからというだけでなく、何事に対しても興味を抱き、積極的に質問す
るアメリカの学生たちの姿はとても印象的であった。大学キャンパス内を案内した際も
様々なことを質問してくれてとてもやりがいがあった。日本では、気軽に質問してくださ
いと言われてもする人はあまり多くないと感じるし、自分自身もまたその一人である。彼
らの探究心に刺激を受け、私も自分で自分の興味を追求していくようになりたいと思った。
彼らの積極性を最も実感したのはやはりディスカッションのときである。どんどん自分
の意見を述べ、相手を遮るかの勢いで熱く語る姿は予測して臨んだにもかかわらず衝撃的
だった。日本での話し合いのようにそれぞれに話す時間が与えられたり、待ってくれたり
することはないため、自分からどんどん議論に入っていかない限り置いていかれてしまう。
今回の私の場合は語学力の問題も大きかったが、それだけでなくやはり彼らの議論への姿
勢に圧倒され、気づいたら完全に受け身になってしまっていた。さらに、今回の私のグル
ープのディスカッションでは日本のことを中心に扱ったのだが彼らにとって外国である日
本のことなのにここまで深く考え熱くなれるのかということもまた非常に衝撃的であった。
もし自分がアメリカの問題を中心に扱うディスカッションに参加して彼らのように意見を
もつことができるだろうかと考えると知識も関心も熱意も足りないだろう。人の意見に耳
を傾けることはもちろん大切である。しかしそれだけでなく、何事に対しても自分をしっ
かりもつということがこれからを生きる上では必要になってくるだろう。今回彼らから受
けた刺激を忘れず、少しずつ自分を変えていきたい。日々の中で自分というものをもつこ
とを心がけていきたい。
休憩時や昼食時の彼らは日本の友人と変わらない、同世代の友達であった。冗談を言っ
たり、いたずらをしたり、日本にいる自分たちとかわらない部分に触れ、自分との違い、
彼らの積極性に圧倒された１日であったからなおさら一友人としての彼らとの交流は非常
に楽しかったし、少し安心した。
今回の交流で日本らしさや彼らが興味を持つ日本について伝えられたかどうかはわから
ないが、実際に日本に生きる同世代との交流、討論はある意味でリアルな日本の体験であ
ったと思う。同様に、彼らとの交流を通して私は物事に向かう姿勢や文化の違い、自分の
消極性を痛感した。楽しさだけでなく、多くの衝撃と刺激を受けた今回の交流は改めて自
分について、日本について、彼らやアメリカについて、そして世界について改めて考える
きっかけになった。多文化共生というテーマでの KAKEHASHI Project はまだ続いていく。
ディスカッションで得た多文化共生についての考えはもちろん、今回の交流で得たたくさ
んのことを今後に生かしていきたい。
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文教育学部・人文科学科３年 一ノ瀬霞
わずか１日の交流会だったが非常に有意義な１日であった。一番意義のあったことは日
本よりも多文化共生の進んだ社会で暮らすアメリカの学生達の生の意見をきけたことであ
る。多文化共生は国際交流という観点だけでなく、政治的な問題にも経済的な問題にも関
わる、ある意味で非常にセンシティブな問題であると言える。スポーツや文化体験を通し
た交流ではなかなか触れることの出来ない問題に真正面から取り組むことが出来たのは大
変貴重な経験だと感じた。
今回の討論を通して問題意識を持ったことは、私達は思っているよりもステレオタイプ
に捉われてしまっているという事だ。日米の学生によるプレゼンテーションの段階で、多
文化共生のためにはステレオタイプや偏見をなくすべきだという意見が出ていたのにも関
わらず、議論の中で私達は無意識のうちに何らかのステレオタイプを前提としてしまって
いることに気がついた。
「日本人は～」「アメリカ人は～」という形の文章をつくる際、それが特に自分が属する
コミュニティについて言及する際、発言者は自分自身をその言明にあてはまらないこと前
提にした上で発言をする場合が多々見受けられる。もしかしたらその内容は実際に一般化
し得るものであるかもしれない。しかし、自身を特殊化した上での定式化は、中身の伴わ
ない空疎な言葉となってしまう危険性が多いにあるのではないだろうか。
もちろん、ある程度の一般化や相対化は議論の上で必要となるだろう。全てを特殊なも
のとして一切の一般化を許さないのであれば、おそらく議論は議論にならない。しかしな
がら今回文化の多様性や多文化社会を考える上で、これらのステレオタイプはまさに私達
が回避すべきものではないだろうか。
大事なことは出来るだけニュートラルな視点を持ち議論をすることだと私は考える。何
らかのステレオタイプを下地にした上で進める議論は、実行力を持つような意義深いもの
にはあまりならないであろう。
あるコミュニティの内側に立ち、そのコミュニティや自分の外側に位置するコミュニテ
ィを偏りなく見ることは難しい。自分自身とコミュニティとの関係が深ければ深いほどそ
れは困難である。ある意味では決して真にニュートラルにはなり得ないとも言い得るだろ
う。しかしながら、出来るだけ公平で偏見のない視野を持とうと意識的に努力をすること
は非常に大事なことではないだろうか。今私達に必要なのは、出来るだけ偏りのない視点
を通した適切な批判と評価なのではないかと私は考える。
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文教育学部・言語文化学科３年 小保内瞳
KAKEHASHI Project の前半研修で学んだことはたくさんあるのだが、大きく分けて３つあ
る。
一つ目は、積極的にコミュニケーションを取ることの大切さである。自分は正直、自分
の英語力に対して自信がなく、今回の研修も不安ばかりだった。自分の英語は通じるのだ
ろうか、彼らの英語を聞き取れるのだろうか。そのような不安がたくさんあった。だが、
自分が話しかけなければ何も始まらない、むしろ話しかけたらあっという間に彼らと打ち
解けることができるということを体感し、自分の中で不安に思っていたことは本質的な問
題ではなかったということを悟った。拙い英語であっても、相手とコミュニケーションを
取りたいという心があれば、お互いに分かり合える。問題はどのくらい英語が話せるかで
はなく、どのくらい彼らと話したいか、ということなのだと痛感した。この研修を通して、
私は英語で話すことに対する抵抗がなくなったし、自ら相手の中に飛び込むことの面白さ
を知ることができたと思う。
二つ目は、相手を受け入れること、話を聞くこと、自ら発信することの必要性と重要性
について。見た目が違っても、人種が違っても、文化や生きる環境が違っても、そこに執
着するのではなく、相手の話をよく聞き、それを踏まえて自分も発信することがいかに求
められているのか。多文化共生社会の実現のためには、まずは私から「人と違う」ことを
受け入れる必要があるのだと気づいた。同時に、それは私が無意識の内に人との違いを認
識していて、相手と線を引いていたことに気づかされたということでもあった。人を受け
入れることは簡単ではない。意識していても難しい。多文化共生について考えている自分
もそうであるのだから、その考えを持たない人にとってはなおのこと難しいだろう。頭の
中では「相手を受け入れる」ことの重要性を理解していたつもりだったが、その難しさも
感じさせられた一日だった。お互いを受け入れる為には、相手を受け入れようという心、
相手の話を聞くこと、そして自分も自分の考えを発信し、お互いに話し合うことが必要な
のだということに気づかされた。
三つ目は、「知ること」の足りなさである。日本について、アメリカについて、お茶の水
女子大学について、日本人について、多文化共生について、社会について、挙げればきり
がないが、自分が知るべきことは数え切れないほどあることを痛感した。知ることから全
ては始まる。知らなければ、聞くことも、討論することも、伝えることもできない。知ら
ないことの罪深さを悟った一日だった。
前半研修を終え、自分に足りない部分、求められるスキルは何なのかということ、また
相手に伝えたいことは何なのかということを痛いほど気づかされたと思う。これを常に心
に留めながら、後半研修に向けて一歩ずつ着実に準備を進めていきたい。今回のつながり
をくださった皆さんに感謝し、その恩返しとなるような研修にしていきたい。
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文教育学部・言語文化学科３年 吉田真央
今回、たった１日ではあるがアメリカの学生との討論を通して多文化理解、多文化共生
について今まで考えてもみなかったような新しい視点から学び考えることができた。日本
人だけで考える多様性にはやはり限界があるのだなと改めて感じた。こうして短い間であ
っても、直接交流することで多様性に対する認識や理解は深まっていくというのがこの交
流を経て一番に感じたことだった。またアカデミックな側面だけでなくキャンパスツアー
やゲームなど交流を深める企画もあり１日とは思えないほどみんなと打ち解けることがで
きた。
このプロジェクトへの参加が決まってわずか１週間ほどでのプロジェクト第１弾であっ
たため、はじめは上手くいくだろうかと不安だった。まだグループの人ともあまり話して
いない状態で、それでもプレゼンやしおり作りを分担して行い当日を迎えることができた。
アメリカの学生はとても積極的に話しかけてくれて、多少自信がなくても楽しく英語で話
せた。特にキャンパスツアーでは学内を歩きながら多くの学生とおしゃべりをして仲良く
なり、ツアーが終わる頃には何日も前から知り合いであったかのような気分になった。す
っかり打ち解け楽しい雰囲気の中でゲーム、さらにランチと続き日本語を教えたり英語を
教わったりしながらお互いの学校や文化について情報交換をした。午後からのプレゼンは
緊張しながらも何とか発表を終え、いよいよディスカッションになった。英語で伝える難
しさはもちろんだが、そもそも自分の意見がはっきり思い浮かばないもどかしさで悔しい
気持ちでいっぱいになった。アメリカの学生はどんどん意見を言い、私たちの意見も求め
るのに返せなかったのは私にとってもっとディスカッションのスキルを鍛えようと決意す
るきっかけになった。次のアメリカ訪問では英語で考え英語で伝えられるようになりたい。
長いようであっという間の１日が終わりアメリカの学生とお分かれする時はすごく寂し
かった。会う前はどうせ１日の縁だと思っていたが、お互いにとって大切な１日になった
と感じた。別れ際に連絡先を交換した学生とはその後もやりとりを続けて日本での滞在が
とても楽しいという感想を聞いてこのプロジェクトに参加してよかったと思った。今後の
プロジェクトでも、今回のように人と人との直接の交流を通してもっと異文化について理
解を深めていきたい。
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文教育学部・言語文化学科２年 佐藤文香
とても充実した終日研修であった。特にディスカッションはとても有意義なものになっ
た。一グループあたりの人数も多く、なかなか日本人学生が積極的になれない中で、アメ
リカの学生達が積極的に話し合いをリードしてくれた。また、私自身、外国の学生と日本
の多文化共生について話し合うことも初めてであり、どのような流れになるか正直不安で
もあったが、彼らの意見はとても新しいものばかりで興味深かった。特に「日本人の外国
人に対する根本的な意識改善のために日本のＣＭにもっと外国人を起用するべきだ」とい
う意見は新鮮だった。アメリカでは、ＣＭに世界各国の人々が登場していて多様性を実感
できるのに、日本に来てテレビを見てみると、ＣＭに出てくるのがほとんど日本人である
ことに驚いたという。日本人が大多数で外国人があまりいないという環境に日本人は慣れ
過ぎている。それこそ外国人やレズビアン・ゲイの人達を積極的に採用したＣＭを流せば、
普段外国人に接する機会があまり無い日本人にとって、そういった人達を目にする機会が
増え、また外国人の人々に対する「自分達とは異なった人達」という意識が無くなるきっ
かけになるのではないか、ということだった。グローバル化が進み、メディアやＳＮＳを
利用した世界規模での交流が盛んになってきた今だからこそ思いつく考えである。ＣＭを
使って日本人の対外国人意識を改善できないだろうかという考えは思いついたこともなく、
とても新鮮だった。日本を外側から客観的に見ることのできるアメリカの人達だからこそ
思いつくことのできる考えだな、と実感した。そのような新しい発見をできたことも含め、
多文化社会を実践しているアメリカの学生と日本の多文化共生について話し合うことで学
ぶことはとても多かった。また、アメリカの学生がアメリカの社会についてどう考えてい
るのか、直接その考えを聞くことができたのも参考になった。
ディスカッション、プレゼンテーションの発表だけでなく、キャンパスツアーや懇親会
などで交流する時間が多くあったのも良かった。アメリカの学生は日本語に達者でとても
驚かされた。私の英語は拙く、コミュニケーションをとる中で、なかなか一回で自分の伝
えたいことがうまく伝えられないことも少なくなかったが、アメリカの学生は嫌な顔一つ
せず、私が言葉に詰まっても、うまく表現できるまで待ってくれた。アメリカの学生達の
優しさに心打たれたのと同時に、自分はもっと英語力を上げなければならないという意識
が強くなった。また、多文化共生についてのアメリカの学生のプレゼンテーションの発表
を受けて、アメリカという国に対する関心が以前に増して高まった。アメリカという国が
どのようにして多文化社会を実践しているのか、そして、多文化社会は実際に機能してい
るといえるのか。今回の研修を通じて、アメリカの学生と交流する前には思いつかなかっ
た新たな疑問や関心がたくさん出てきた。今回の交流で学んだこと、そして新たに出てき
た疑問を今後の KAKEHASHI Project の研修に生かしていきたいと思う。
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文教育学部・言語文化学科１年 北野奏子
今回の前半研修ではマサチューセッツの学生たちとの本当の意味での異文化交流が実現
できたと思います。特に彼らとディスカッションは学ぶことが多く、たくさんの刺激を受
けました。
その中でも、アメリカ人が日本人のことをどう考えているのかなどの意見を聞いたとき
は、良い意味でも悪い意味でも驚かされた印象があります。
例えば、彼らから見て私たちは皆同じような服を着ているように見えるそうです。そし
て、それを私たちが周りの目を気にして無理をして着ているのではないだろうかと質問し
てきました。
おそらくこのような考え方は古典的な日本人の印象から来ているように感じました。
「目
立たないようにみんなに同調する」といった日本人の風潮が少し勘違いを生んでしまった
のかもしれません。少なくとも、ここ数年で日本人のファッションは劇的に変わったうえ、
私たちはその趣向の違いを受け入れるようになってきました。けれどももしかしたら、こ
のような変化が海を渡って他の国々に直接届くようなことは、現実的には難しいのかもし
れません。
以上のことからも異文化理解は、その国の一時を断片的に切り取りそれを国柄として認
識するのではなく、常に最新の状態まで追っていかないと、かえって誤った認識を持って
しまうという危険も孕んでいるのだと今回のディスカッションを通じて感じました。
しかし彼らと話しているうちに、彼らもまた日本を知らなすぎていることにもどかしさ
を感じているようにも見えました。
「日本人が洋楽を聴いているのに、私は日本人のアーテ
ィストを一人も知らない」といった話から始まり、最終的にはアメリカも日本との文化交
流のための「架け橋」を積極的に作ることが必要だと述べていたのをよく覚えています。
私たちはこの話を聞いてこのように外国人が能動的に日本を知ろうとしていることに嬉し
さを感じたと同時に、私たちが思っているほどまだ完全なる文化交流は進んでいないのだ
と痛感しました。この理由こそがが KAKEHASHI Project が行われている目的なのだと思い
ます。
その他の交流ではみなさん本当にフレンドリーで、良い友達をたくさん作ることができ
ました。日本の食べ物や文化にも非常に深い興味を示してくれて、様々な場面で多々驚か
されました。私が見ていたところ、キャンパスツアーで茶室を訪れたときがみなさん一番
気持ちが高揚していたように思います。やはり自分とは全く違った世界を見ることは、新
鮮味があったのかもしれません。
今回の交流は私たちにとっても、またきっと彼らにとってもかけがえのない時間となり
ました。このような取り組みが少しずつ増えていくことによって、わずかながらでも異文
化間で生じる摩擦が緩和されていくのではないでしょうか。
後半研修が一層楽しみになってきました。
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冨岡志寿子

異文化交流ということで、今回のような機会を持てたことは私にとって大変貴重な体験
となった。アメリカからの参加者はキャンパスツアーなどを通して紹介されたお茶の水女
子大学の魅力や日本文化に興味津々であり、伝える側としてもやりがいを感じた。また、
多文化共生という問題を自分とは全く違うバックグラウンドを持つ人々と討論することが
できたのは私にとって大きな刺激だった。
まず、プレゼンテーションでは、米国参加者が米国の多文化共生の現状と問題を説明し
てくれた。アメリカに比べて日本では異なる人種や価値観を持つ人と接することは少ない。
それゆえ、異なる人種が多く住み、多文化共生という問題がより身近にあるアメリカの人々
の実際の意見を聞くことは私にとって新鮮であると同時に、多文化共生について深く考え
させられるものであった。終わりに彼らは各々の生活を説明してくれた。彼らは自分たち
のバックグラウンド－それは例えば人種といったもの－を理解し、それゆえ彼らの生活は
それに影響されているのだということをきちんと認識しているように感じた。一方で日本
人参加者の発表から明らかにされたように日本人は、そもそも日本が多民族国家である現
状すら認識していない。日本人はアメリカ人のように自分たちの現状を理解する必要があ
ると思った。また、反対にアメリカも多民族国家ゆえの問題がある。今回の発表で多文化
共生という問題は両国ではかなり違う事が分かった。だが、違うからといって互いの国が
独自でその問題を解決するのではなく、なんといっても問題のテーマが多文化共生なのだ
から、互いの国と交流し意見を聞くことが重要だと私は思う。
次に、これらのプレゼンテーションを受けて、私たちは多文化共生について討論をした。
まず、私は英語を母語とする人とディスカッションすることは初めてであり、今までは日
本人向けにゆっくりと話してくれる英語しか聞いたことがなかったため、ディスカッショ
ンで自分の意見を言うという以前に話がどのように進んでいるかを理解するのが大変難し
く自分の英語力をさらに向上しなければならないと思うばかりであった。さらに、今回の
ディスカッションでは自分の視野も広げることができた。グループのメンバーが日本の多
文化共生の問題解決のために、ＣＭといったメディアに他の人種を使うのはどうだろうか
と提案してくれた。メディアは露出度も高く彼らへの親近感もわくだろうというのだ。確
かに、日本のＣＭで外国人を見かけることは少ない。彼女の意見は斬新なアイデアであり、
私たち日本人に刺激を与えるに違いないものだった。私自身も目からうろこであり、違う
文化の中で育った人と意見を交換できたことの素晴らしさを感じた。
最後に、今回の日本におけるプロジェクトは私に新たな目標を与えてくれた。英語力の
向上と、アメリカ参加者からのアイデアを吸収し、深め、自分なりに考えてみること。次
回は、私がアメリカに行って、日本の多文化共生について発表しに行く。さらに自国の多
文化共生について理解しておく必要があるし、今回の反省を踏まえ、次回は積極的にディ
スカッションに参加したい。この目標に向かって、残された時間精一杯努力していきたい
と思う。
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訪米研修（11 月）概要
渡辺紀子（お茶の水女子大学）
日程：平成 26 年 11 月４日（火）〜11 月 15 日（土）
場所：U.S.A. ３都市（ニューヨーク、ニューイングランド、シカゴ）
担当：森山新（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科文化科学系教授）
渡辺紀子（お茶の水女子大学グローバル教育センター特任講師）
本学の 23 名の学生とともに国際交流基金主催、KAKEHASHI プロジェクトに参加。３都市、
計 11 機関（７大学、２政府機関、１企業、１ＮＰＯ法人）訪問、大学紹介、「日本の魅力」
について発表、大学では質疑応答や討論などを実施した。
23 名は５月に書類選考ならびに英語討論面接により選抜した。本学としては、６月の米
国学生受入対応を「前半研修」、11 月の米国派遣を「後半研修」と称して、両方の参加をも
って「多文化実習Ⅲ・Ⅳ」の履修とし、成績、単位を付与した。
1.プレゼンテーション
KAKEHASHI プロジェクトのもう一つの目的でもある「日本の魅力の伝達」というテーマを
もとに、夏季期間中にアイデアを集約した。23 名は４グループに分かれ、４テーマ（本学
は Japanese Mentality, Japanese Food Culture, World Seen in Genji Monogatari and Modern
Culture, Cutting-Edge Technology in Japan を選択）について発表した。渡航前オリエン
テーションでは、日米会話学院講師の効果的なプレゼンテーションについての講義を受講、
その後模擬プレゼンテーションを実施、コメントを受けた。渡米初日の午前中は、プレゼ
ンテーションを再考、渡航後の初日に大学間で発表練習を実施した。
当初は、プレゼンテーション内容もまとまりがなく、グループそれぞれの発表も原稿を
見ながらのものであったが、オリエンテーション後は、飛躍的に質が向上した。渡米後最
初の訪問大学である「ニューヨーク市立大学ハンターカレッジ」では、聴衆と呼応しなが
らの発表まで上達した。その後、各グループで都市毎に合わせて内容も調整するなど、訪
問先々において学生ならびに教員より非常に高い評価を受けた。
2.訪問機関詳細
○グローバルキッズ（１月６日午後訪問）
ニューヨークおよびワシントンＤＣに所在する非営利団体。大学進学の準備課程の位置
づけ。高校生前後の学生が多く、ゲームソフト開発などを学んでいる。自己紹介のゲーム
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の後、本学の大学ビデオ紹介、そして各学生のプロジェクト発表がなされた。本学の学生
はゲームについて詳しいものがおらず、交流も今ひとつの様子であった。
○ニューヨーク市立大学ハンターカレッジ（11 月７日午後訪問）
ニューヨーク市立大学では一番大きく、創立は 1870 年と米国内で最も古い公立大学のひ
とつである。マンハッタンの中心に位置するビル型キャンパス。人種は様々。４グループ
による発表、質疑応答後、指定のグループに分かれて自己紹介、ジェスチャーゲーム、キ
ャンパスツアーを実施。日本語教育が盛んで、本学との日本語教育とサイバーキャンパス
などで繋がる可能性も話し合った。
○ニューヨーク総領事公邸（11 月７日夕刻訪問）
在ニューヨーク草賀純男総領事の挨拶の後、大学毎に簡単な挨拶が代表の学生によって
なされ、懇親会が開かれた。総領事の奥様は、これまでの経緯や総領事の妻であることと
はなど、女性ならではの様々な問いにも対応してくださっていた。国家公務員を目指す学
生にとってとても刺激となり学びの多い体験であった。
○マウントホリヨークカレッジ（１月９日午後および 11 月 10 日午前訪問）
日本語学教授、根本菜穂子教授のコーディネートにより、現地の日本語学生のレベルに
合わせて交流ができるように工夫されていた。到着後の歓迎会では、簡単な日本語会話で
できるゲームが用意されていた。次に５大学連合の大学紹介、東洋大学と本学の大学紹介
を実施。歓迎会では早速６月に来日した５大学連合の学生も顔を見せてくれた。２日目の
午前中は、１グループ（Cutting-Edge Technology in Japan）が発表、内容に関して討論
をした後、今度はマウントホリヨークの日本語履修学生のリサーチに日本人学生が回答し
た。学生の希望に応じて、政治学や文化人類学の授業も聴講できるように措置が取られて
いた。
○スミスカレッジ（11 月 10 日午前訪問）
到着後、グローバルスタディーズセンターにてオリエンテーションを受けた後、４つの
グループに別れてキャンパスツアーを行うとともに、日本語のほか、日本史、東アジア学、
世界の音楽、ジェンダー学などの授業を見学した。11 時からは３年生の日本語の授業にお
いて本学と東洋大学の食のグループが発表を行った。その後、グループごとにキャンパス
のいくつかの食堂でスミスカレッジの学生や先生方とともに昼食を囲みながら交流のひと
時を持った。本学と同じ女子大であり、豊かな自然に恵まれた教育環境を学生たちは満喫
した。
○アマーストカレッジ（11 月 11 月午前訪問）
新島譲氏が鎖国時代に密航で渡米。日本人初の学位取得となった大学。新島譲氏によっ
て同志社大学が創立されたこともあり、同志社大学との繋がりは大変深い。キャンパスの
荘厳さやギャラリーの充実さ、どれをとってもリベラルアーツカレッジとしての威厳が感
じられた。２日目の午後に訪問。学生は、グループに分かれ、キャンパスツアーに参加。
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○マサチューセッツ州立大学アマースト校（11 月 10 日午後および 11 月 11 日午後訪問）
1863 年に創立。ニューイングランド地区では最も大きな州立大学で、全米の大学ランキ
ングでは、トップ 30 に評価されている。カフェテリアのレベルは全米で第２位を誇る。
２日目の午後に１グループ(Japanese Mentality)が発表、質疑応答が実施される。その
後グループ毎にキャンパスツアーを実施。その間、森山教授と渡辺で、協定の可能性につ
いて打ち合わせを実施。夕方は、学生同士の懇親会が開催。クッキーのデコレーションや
学生によるイベントが実施された。
３日目の午後〜夕刻までコミュニティイベント（一般の方を招待）が開催。開会式で、
各大学の代表が開会の挨拶を述べた後、４グループが２部屋に分かれ、発表、質疑応答や
議論がなされた。閉会式後、送別会が開かれた。交流は午後９時まで続き、別れ際は大変
感極まるものとなった。
○ルーズベルト大学（11 月 12 日午前訪問）
1945 創立。ソーシャルジャスティスをモットーとし、様々な人種や社会人学生などが在
籍している私立大学。シカゴのミシガン湖サイドに位置する高層キャンパス。昔はホテル
であった建物を現在ではキャンパスとして使用。上部はレジデンスホールとなっている。
建物が古いため、アンタッチャブルなどの映画に使用された。日程のミスコミュニケーシ
ョンにより、交流や聴講ができなかった。しかし、大学紹介を簡単に実施、その後学生が
グループに分かれて、カフェテリアにいる現地の学生と交流。持ち帰った回答をもとに、
２グループに分かれ、討論を実施した。
○バーンズ＆ソーンバーグ法律事務所（11 月 13 日午前訪問）
本学英文科卒業生である山本真理氏を訪問。シカゴ市内中心に位置するセキュリティが
かけられている高層ビルにオフィスの会議室で懇談会。山本氏の現在に至るまでの経緯が
紹介された後、働く女性で困難なこと、どんな努力をしてきたか、目標は何だったかなど、
学生からの質問が積極的に飛び交った。短時間であったが、学生達の士気は非常に向上し
た。
○ノーザンイリノイ大学（11 月 13 日午後訪問）
1895 年創立の州立大学。社会人学生が比較的多い印象を受けた。政治学のクラスで、４
グループが発表。その後質疑応答と議論がなされた。20 名位の学生と本学の学生がいり混
じり、十分な話し合いができた様子であった。
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３．日程詳細
日程
11 月４日（火）

時間

11 月５日（水） 7:00
17:55
11 月６日（木）
9:00
11:00
12:00
18:00
11 月７日（金） 11:15
11:20
12:20
13:30
15:00
15:30
17:00
11 月８日（土） 7:00
11 月９日（日） 7:30
12:30
13:30
14:00

19:30
11 月 10 日（月） 7:00
午前中
13:00
13:00

20:00
11 月 11 日（火） 7:00
8:15

11:00
11:30

内容
渡航前オリエンテーション
講義「日米関係の歴史と現状」（伊藤兵馬氏）
「英語プレゼンテーションのノウハウについて」
（Kenneth Sagawa 氏）
「米国文化について」（国際交流基金）
朝食後、プレゼンテーション練習
成田国際空港出発
オリエンテーション
プレゼンテーション練習
大学間交流（日本の参加６大学）
ニューヨーク観光
Global Kids 訪問
ニューヨーク市立大学ハンターカレッジ到着
カフェテリアで昼食
本学４グループの発表
懇親会
授業見学
キャンパスツアー
在ニューヨーク総領事公邸で夕食会
挨拶（本学代表：横川和花）
ニューヨーク観光
朝食
昼食
マウントホリヨーク大学到着
オリエンテーション
大学紹介（荒井瑞希）
歓迎レセプション
夕食会
ホテル到着
朝食
スミス大学を訪問しプレゼンテーションおよび学校
を見学（Ａグループ、Ｂグループ、森山先生）
マウントホリヨーク大学を訪問、プレゼンテーショ
ンおよび学校見学（Ｃグループ、Ｄグループ、渡辺）
UMass-Amherst へ移動
プレゼンテーション（Ａグループ）
キャンパスツアー
学生交流イベント
教職員懇親会
ホテル到着
朝食
アマースト大学
キャンパスツアー
プレゼンテーション（Ａグループ）
マサチューセッツ大学へ移動
昼食
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場所

日本青年館

成田

ニューヨーク

ニューイング
ランド（５大
学連合地区）

日程
時間
11 月 11 日（火） 14:00

22:00
11 月 12 日（水） 5:00
8:25
10:00
10:00

18:00
19:30
11 月 13 日（木） 6:45
7:45
9:30
12:00
15:00
17:30
19:30
11 月 14 日（金） 7:00
8:00
12:10
11 月 15 日（土） 16:30

内容
コミュニティイベント
オープニングスピーチ
大学紹介
プレゼンテーション
ホテル到着
ホテル出発
ブラッドレ―国際空港出発
オヘア国際空港到着
ルーズベルト大学訪問
昼食
キャンパスツアー
夕食
ホテル到着
朝食
ホテル出発
山本真理氏 Barnes&Thornburg LLP 訪問
ノースイースタン・イリノイ大学訪問
政治学クラスでプレゼンテーション
シカゴ市内散策
シカゴ総領事館にて報告会・レセプション
ホテル到着
朝食
空港へ移動
オヘア国際空港出発
成田国際空港到着、解散
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場所
ニューイング
ランド（５大
学連合地区）

シカゴ

【発表資料

Ａグループ】

Key topics
1.
2.
3.
4.
5.

Japanese Mentality
Ochanomizu University

Language and Japanese mentality
Beauty of silence
Seniority and the vertically‐structured society
Moral behavior
Feminism in Japan

Naoko Mikami, Kaori Suzuki
Mizuki Arai, Saki Sano
Haruhi Kaneko, Mai Yatsumoto

1. Language and Japanese spirit

笑 ＝

6th most spoken language
More words for daily use in Japanese
LANGUAGE
JAPANESE
ENGLISH
FRENCH
SPANISH

Number of Words
10,000 words
3000 words
2000 words
1500～1800 words

爆笑、苦笑、失笑、冷笑、照れ笑い、微笑、愛想笑
い、 空笑、嘲笑、憫笑、含み笑い、薄ら笑い、せせら
笑い 、作り笑い、苦笑い、思い出し笑い、独り笑い、
高笑い、馬鹿笑い、追従笑い、貰い笑い、誘い笑い

Resource http://ameblo.jp/exciting‐abroad/entry‐11873231862.html

high‐level of neologism
Various expressions for one thing

雨 ＝

LAUGH

2. Beauty of silence
‐Silence reveals mind‐

RAIN

‘‘ZEN’’ mind …
which is able to read one’s mind without words
↓
Japanese national character

霧雨、細雨、微雨、時雨、俄雨、地雨、村雨、村時雨、
片時雨、涙雨、天気雨、通り雨、大雨、豪雨、雷雨、
風雨、長雨、春雨、五月雨、梅雨、緑雨、麦雨、夕立、
秋雨、秋入雨、寒九の雨、寒の雨、氷雨、集中豪雨

○ Being honest and direct
But sometimes…
◎ Concealing feelings
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Japanese spirituality

This Japanese inwardness is found in…

KARESANSUI
(traditional Japanese dry landscape garden)

*Tea ceremony
*Calligraphy

simplicity, modesty, melancholy,
not luxury, not gorgeousness
→ but beauty

http://ja.wikipedia.org/wiki/枯山水#mediaviewer/File:RyoanJi‐Dry_garden.jpg

http://www.flickr.com/photos/mrhayata/3319472780/

http://www.syumisaga.com/detail/a00075.html

‐Beauty in quietness and melancholy‐

http://www.geograph.org.uk/photo/1553095
http://photo1.ganref.jp/photo/0/fd57a3793e1c089f7c86d1c77f8e338a/thumb5.jpg

3. 1. Seniority in Japan

Steve Jobs

Q. Which seat would you choose in a taxi?

He loved the ‘ZEN’ mind.
You (New employee)
Your boss
Your important client

Simplicity and
inner beauty
are important.

A

Driver

A
B

c
“Kamiza & Shimoza”

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Steve_Jobs_Headshot_2010‐CROP.jpg

What do Kamiza & Shimoza tell us
about Japanese mentality?
ＣＨＯＵ

ＹＯＵ

ＮＯ

上座・下座
• Kamiza 上座 – “Top seat”

ＪＯ

長幼の序
senior people

young people

‐The most comfortable seat.
‐Leaving Kamiza for the most senior person is important.

order
• Shimoza 下座 – “ Bottom seat”

Kamiza and Shimoza system
⇒a way to show your respect for elders
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In a meeting room…

Kamiza and Shimoza custom

Kamiza

A

D

B

E

• Japan values seniority and social hierarchy
very much.

C

• Kamiza and Shimoza are an important way to
show their respect for or loyalty to those in
senior position.

F

Shimoza
Door

3.2. The vertically‐structured society

Advantages

What is “the vertically‐structured society” ?
A society that attaches
importance to position
or social class.

A society that
emphasizes lateral social
relationships.

Each person has it’s a clear position,
so a hierarchy is well‐defined.
Therefore, we can build stable
organization!!

older

younger

chiteki100.blog92.fc2.com

you‐sokuhou.blomaga.jp

JAPAN

Europe and North America
irasutoya.com

Influences of the seniority system in
workplace

Disadvantages

1.Seeking Stability
1. influences of the seniority system
in the workplace

2.Disadvantage for those who change their
career or non‐regular employee

http://www.irasutoya.com/search/l
abel/%E8%A1%A8%E6%83%85

3.Brain Drain

2. Problems that foreign workers
in Japan may face

4.Inflexible organization

http://www.irasutoya.com/search/l
abel/%E8%A1%A8%E6%83%85
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http://www.irasutoya.com/2013/0
8/blog‐post_4906.html

Problems that foreign workers
in Japan may face

Queue for the train

1. Many expressions for one word
2. Non result‐oriented approach
3. The importance of the harmony of a team

• Rush hour platform at Shinjuku station
• People make an orderly queue while waiting
for train

nekomarimo.com

Students clean their schools

The world’s busiest train stations
• All but 6 are located in Japan

http://e‐nankai.co.jp/topics/2012/09/post‐100.html

http://www.sakai.ed.jp/weblog/index.php?id=sakai117&date=20130805

http://cms.gifu‐gif.ed.jp/uzura‐
e/modules/wordpress/index.php?p=829

http://en.rocketnews24.com/2013/01/30/the‐51‐busiest‐train‐stations‐in‐the‐
world‐all‐but‐6‐located‐in‐japan/

・Everyday for 15‐30 minutes
・Elementary/Junior/High
school students

Lost items will come back

Japanese pick up trash

• Lost items will be returned to you even if you
forget them in crowded places. (e.g., wallet,
bags or clothes, etc.)

http://www.reddit.com/r/japan/comments/2bujb6/japanes
e_fans_helped_clean_up_in_the_world_cup/
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Why is the social progress of women in
Japan important?

5. Feminism in Japan

3 reasons
1.Economic growth
2.Availability of labor
3.Recovery of birth rate

The objectives of the government

The objectives of the government

• Boost the employment rate of women (aged 25‐
44) to 73% by 2020
• Boost the child care leave rate of men to 13% by
2020
• Boost the rate of women directors to about 30%
by 2020
• Extend the child care leave period (until child
reaches 3 years of age)
• Arrange childcare facilities for about 400,000
more children by 2017

• Boost the employment rate of women (aged 25‐
44) to 73% by 2020
• Boost the child care leave rate of men to 13% by
2020
• Boost the rate of women directors to about 30%
by 2020
• Extend the child care leave period (until child
reaches 3 years of age)
• Arrange childcare facilities for about 400,000
more children by 2017

The percentage of female
directors
(2012)

ThePhilippines

Source: Eurostat Database, IROSTAT

※Boost the percentage of women
director to about 30% by 2020

U.S.A
France
Russia
Brazil

％

The incident at Tokyo metropolitan assembly.

Canada
Sweden
Australia
U.K
..
New Zealand
Singapore
Hong Kong
Norway

“You are the one who must get
married as soon as possible”

Finland
Holland
Germany
Denmark

“Can’t you even bear a child?”

Thai
Italy
Malaysia
Japan
Korea
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Japanese food culture

BENTO
Content
1.Bento
2.Wagashi
3.Japanese local food
4.Instant food

Grain dishes : Fish and Meat dishes : Vegetable dishes
=3:1:2

3, Grain dishes

2, Vegetable
dishes
1, Fish and
Meat dishes
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Ekiben

Well Balanced

和菓子

Wagashi
Visual
Hearing

Tactile

Red beans

Taste
Sense of smell
Green tea

Daihuku

Which season do they stand for?
①

②

③

④

Dorayaki

- 50 -

Dango

Senbei

Arare

Okoshi

Local Food

Youkan

Monaka

B‐1 Grand Prix

What is “local food”?
Uniqueness

Revitalization

Reasonable
price

Grade‐B
Food

Examples of local fast food

2. Hamamatsu Dumplings
（Shizuoka prefecture）

1. Taiwan Ramen（Aichi prefecture）
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Local
Brand
Food

4. Wakayama Ramen（Wakayama prefecture）

3. Masunosushi（Toyama prefecture）

Quiz

Answer：①

When we eat Wakayama Ramen, we eat
something as an appetizer while Ramen is
cooked. What is it?
①Sushi

②Tempura

While waiting for Wakayama
Ramen, we eat
“Hayanare Sushi”,
a sushi of Mackerel.

③Dumplings

How to cook

Instant noodle

Wait 3mintues
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The first instant noodle in 1958

Ando Momofuku

Many kinds of instant noodle

Q. How many kinds of instant noodles
are there in Japan?

1. 200 kinds
2. 500 kinds
3. 800 kinds

Ｄｉｎｎｅｒ ｏｆ ｏｎｅ ｄａｙ

Ｏｒｉｇｉｎａｌ ｆｏｒｍ
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Strong

The World Seen in Genji Monogatari
and Modern Culture

Quiet

Delicious

Delicate

Member

Ayae Ishikawa
Midori Uchiyama
Haruna Matsushita

Misaki Saito
Natsu Shinozaki

Beautiful

Outline

detail

1. The Tale of Genji
thoughtful

･About The Tale of Genji
･Waka
･noble fasion

fine

delicate

2. Modern Culture
・Manga＆Animation
・Kawaii

heartfelt

elaborate

The author

The Picture Scroll of Genji

Murasakishikibu
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Pop

Waka in “The Wind in the Pines”①

Tanka in “The Wind in the Pines”②

• <Hikaru genji>
契りしに変はらぬことの調べにて絶えぬ心のほどは知りきや
(chigirishini kawaranukotono shirabenite taenu kokorono
hodowa sirikiya)

• 〈Akashino kimi〉
変はらじと契りしことをたのみにて松のひびきに音をそへしか
な
(kawarajito tigirisikotowo tanominite matsuno hibikini newo
soeshikana)

Unchanged it is when now we meet again.
I hope you will find my heart is still the same,
that is, I continue loving you.

You promised to keep loving me
Waiting, I add my sighs to the wind in the pines.

What are the other examples of kakekotoba?

KAKEKOTOBA：Play on words

• “Ohi” ①老い：Aging
②生う：Coming out

Akashinokimi: “Matsu”
in Japanese

松： pine
待つ： to wait

Fashion seen in Genji‐monogatari

Japanese sense of color
• Kasane‐no‐irome: various aesthetic pairs of colors
used in the combinations of women’s clothes
• For example
Cherry rose: showy pink＋dark purple
Under snow: white＋showy pink

Kariginu
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Then,
what is Japanese culture today?

Japanese cartoons and animation

Japanese
Manga

Japanese culture
spreads throughout the world

Kawaii culture
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Kyary
Pamyu Pamyu

Origin of
Kawaii

Reference materials
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delicate
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・Genji‐Monogatari
http://www2u.biglobe.ne.jp/masi‐usi/sozai/kusabana/matu1.html
http://www.jptravel.net/2011/02/post_230.html
http://blogs.yahoo.co.jp/kani_kani0729/55725747.html
http://ganjoji.com/mailmag/06031.html
『「源氏」で学ぶ入試古文』 相澤尋 学研合格新書
http://item.rakuten.co.jp/miyage/kaiga‐m‐19/
・Cool Japan
http://farm4.static.flickr.com/3093/2655037207_6cc4b3b52a.jpg
http://hotel‐hirose.jp/wordpress/wp‐content/uploads/2013/09/歌舞伎３.jpg
http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/12/0000219212/98/imga117a32bzikazj.jpeg
・Cartoon
http://blog‐imgs‐22.fc2.com/a/r/e/arex2007/20070429022614.jpg
http://www.mangazenkan.com/upload/save_image/196/ENG‐TO‐05_detail.jpg
http://japa.la/wp‐content/uploads/2014/05/Doraemon001.jpg
http://www5a.biglobe.ne.jp/~dabomb/NARUTO_VOL1.jpg
・Lasseter & Miyazaki
https://i1.ytimg.com/vi/Z1embS2_kDs/mqdefault.jpg
http://www.cinemax.co.jp/campaign/3dchi.files/image024.jpg
http://ecx.images‐amazon.com/images/I/518f3yoygEL._SL500_AA300_.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3203/2655036143_11392b0b9e.jpg
・Kyary Pamyu Pamyu
http://stat001.ameba.jp/user_images/20110218/21/kyarypamyupamyu/18/ad/j/o0320048011058553301.jpg

Reference materials
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Kyary_Pamyu_Pamyu_20120707_Japan_Expo_01.jpg
http://stat001.ameba.jp/user_images/20120515/20/eri‐eri‐0108/5a/c3/j/o0480048011974795585.jpg
http://asbs.jp/mgr/ckfinder/userfiles/images/kyary_yokoari_9.jpg
・the origin of Kawaii
http://www.fashionsnap.com/news/assets_c/2013/02/apop_kyary_20130222_002‐thumb‐601x800‐167183.jpg
・ kawaii culture
https://d3j5vwomefv46c.cloudfront.net/photos/large/485816693.jpg?1325343726
http://www.museum.or.jp/modules/topics/?action=view&id=147
http://changefashion.net/wp‐content/uploads/2013/03/top_mini_web.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/cooljapan13/imgs/a/a/aaa805a6.jpg
http://img.47news.jp/PN/201010/PN2010102101000811.‐.‐.CI0003.jpg
http://screensaver5.up.n.seesaa.net/screensaver5/image/18_800_600.jpg?d=a0
http://livedoor.blogimg.jp/chaaaahan/imgs/a/0/a0a2b9e8.png
http://media‐cache‐ec0.pinimg.com/736x/96/8c/6b/968c6bfec0b3e9e0e2b3acf2e0247a4b.jpg
Kabuki
http://www.sozai‐bank.com/web/spring/huji1.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ikebana_Rinpa.JPG?uselang=ja
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naginatajutsu_no_5°_Torneio_Brasileiro.jpg
http://www.aoiweb.com/aoi2/icon3.htm
http://www.kabuki‐bito.jp/news/2010/12/_vol3.html
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00011&RL=00163
http://www.kabuki.ne.jp/cms/topics_20130919_642.html
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■Transportation
1.Transportation system

Cutting‐Edge Technology
in Japan

2.Suica (prepaid e‐money card)

■Technology in daily life

Ochanomizu University

3. Washlet
4.PURIKURA

ATO
ATO: Automatic Train Operation

Track antenna beacon

Stop at Fixed place

Pick up device

PUNCTUAL

Unmanned operation
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Platform screen door

SYSTEM
・Transports 162,000,000
passengers a day without
delay
・Lot of trains
run on one
track

Rush Hour

Delays

I feel tired...

751,018
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Delays + Full Trains

Suica
• What is Suica?

• Why was Suica invented?

• Where else can we use it?

Before we used……
1. Vending Machines
2. Convenience Stores
3. Taxis

But today……

Smart Cards in Japan

• To the next step….

Icoca

Kitaca

Sugoca

Toica
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Pasmo&Suica

About the Washlet
• ‘A toilet seat that flushes warm
water’

“Washlet”

History

Potential

• Imported from
America mainly for
medical and welfare
facilities
• Developed original
models in Japan

• Universal Design
• Hygiene

• 74% of households
have washlet

What is Purikura?

PURIKURA

“Print club”
→photo sticker booth
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Outstanding function 1

Outstanding function 2

Making eyes look bigger!

Automatic processing for
lengthening the legs!

Summary
Cutting‐edge technology
familiar to our everyday life

Purikura is a…

Room for improvement

magical machine!

→The younger generation
like us can open up a new
age of technology!

References
Transportation
JR East HP : www.jreast.co.jp/
Tokyo Metro HP: http://www.tokyometro.jp/en/

Washlet
TOTO HP: http://www.toto.co.jp/products/toilet/washlet/

Prikura
Web Japan; Trends in Japan:
http://web‐japan.org/trends/11_culture/pop120216.html
Tokyo YUTORI Girls: http://yutorigirls.com/archives/190
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【課題レポート】
本学は 2012 年度よりグローバル人材育成推進事業（全学型）に採択され、今回の KAKEHASHI
プロジェクト以外にも毎年、国際学生フォーラム、日韓大学生国際交流セミナー、海外日
本語教育実習など、様々な国際交流イベントが開催されている。そこでは、それぞれのイ
ベントを学生自らの手で主体的に企画・運営することで、グローバル時代に活躍する女性
リーダーを育成することを心がけている。また、今回のプロジェクトは「多文化交流実習
Ⅲ・Ⅳ」（担当：森山新、各２単位）として開講しており、毎回実習の内容をクリティカル
な視点から見つめ直し、よりよい形へと発展していけるよう、学生に対しては単なる感想
文ではなく、クリティカルな立場からイベントを評価し、よりよきイベント開催のための
意見を募っている。
今回の KAKEHASHI プロジェクトでは国際交流基金、ローラシアン協会の全面的な支援の
もとで行われ、幅広い経験と大きな学びの場が与えられたが、今回、終了後に学生に与え
られた課題は、以下に示すように、将来、自らがイベントをコーディネートする立場に立
ったならどのようなものにするかという視点でプロジェクトを振り返るものとした。それ
を通じ、学問に対する基本的な姿勢であるクリティカル・シンキングの育成、学生のリー
ダーシップの育成を図った。その結果、良かった点は良かった点として高く評価される一
方で、よりよいイベント開催のためのアイデアが記されるとともに、学生一人ひとりの積
極的姿勢にあふれたものとなった。
プロジェクト終了後に学生に求めた課題は以下のとおりである。
テーマ：今回参加したプロジェクトをふりかえり、良かった点、改善すべき点をクリティ
カルに分析し、それらを踏まえた上で、あなたがこのプロジェクトの「コーディネーター
になったつもり」で次回のプロジェクトを提案してください。
注意：皆さんの創意を参考にし、３月に開催予定の国際学生フォーラムなど、今後私が同
様の企画を行う際の参考にさせていただきたいと思っています。ですので無条件に賞賛す
るのではなくクリティカルに分析し、これはすばらしい企画に発展しそうだぞと思わせる
提案をしてください。
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Kakehashi Project から得た学びと今後の課題
文教育学部・人間社会科学科 4 年 荒井瑞希
1．評価する点
Project の企画・運営がすべてローラシアン協会と国際交流基金によって行われていたた
め、学生や引率教員の負担が比較的少なかった点がよかった。特に、各大学に一人ずつガ
イドが割り当てられ、10 日間にわたって研修をともに出来たことは大きい。現地事情に精
通したガイドがつくことにより、限られた時間を有効活用することが出来たとともに、現
地でしか得ることが出来ない経験を得ることが出来た。また、ガイドのサポートは、事前
に与えられた情報が少なく十分なリサーチがままならなかった我々にとって、学生が本来
の目的（プレゼンテーションや文化交流）に集中するための大きな助けとなった。
加えて、事前にプレゼンテーション課題が与えられていたことは、Project の意義を明確
にしたとともに学生の参加意欲につながった。また、プレゼンテーションの作成を通し、
学生は改めて日本の魅力や特性について再考することが出来た。Project に参加した学生の
多くは、今後ビジネスやアカデミックの世界においてアメリカを含めた海外の人々と恊働
する場面に直面するだろう。こうした環境において、自国のアイデンティティを深く理解
し相手に分かりやすく説明出来るということは、当人の人間性に豊かさを与えるだけでな
く、日本と他国に新たな架け橋をかける一助になると考えられる。したがって、参加学生
がプレゼンテーションを通し自国理解を深めることが出来た点は良かったと思う。
2．改善すべき点
６月にメンバーが確定し、活動が開始された時点で、アメリカ滞在時の予定が不明だっ
た点が残念だった。事前に訪問先の情報が入手出来ていたら、現地で質問したいことや調
査したいことについてより熟考することが出来たと思う。ローラシアン協会の Daniel
Martin さんが開会の挨拶でおっしゃっていたように、事前に予備知識を入れておくことは
実際の訪問や交流を何倍も有意義なものにすると思う。大学や機関の基本的な説明に時間
をとられてしまい、訪問先の人々と十分に議論する時間を持てなかったことは数少ない心
残りの一つである。「人々が空間を共有している」という大きな利点を生かし、もう少し双
方向的コミュニケーションが取り入れられるべきだったと思う。
加えて、プレゼンテーション後には質疑応答の時間だけでなく、現地学生とのディスカ
ッションを設けるべきだったと考える。プレゼンテーションは、学生が自らの手で作成し
たものではあるが、原稿を暗記して発表しているため、ある意味でリアルな言葉で表現し
ている訳ではない。私は、原稿が一切存在しない場面でこそ、英語を生かして各人の考え
を伝える訓練が可能になると考える。したがって、自由に学生同士で意見交換する時間を
持つことは、さらに豊かな文化交流をつくり出すだけでなく、日本人学生の英語コミュニ
ケーション力育成に大きく貢献出来ると思う。
3．私の提案
第一に、事前研修を夏休み前に実施したい。今回は、11 月４日にオリエンテーションが
行われたが、アメリカ事情に関する講義やプレゼンテーション指導などは、夏休み前に実
施すべきだったと思う。なぜなら、学生は夏休みを利用し、講義を受けて興味を抱いた内
容を研究したり、指導者により指摘された点を改善したりすることが出来るからだ。参加
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者は学生といえども、自身の勉学やアルバイト、インターンシップなどに忙しく、プロジ
ェクトに費やすことの出来る時間は限られている。したがって、自由に過ごすことの出来
る夏休みを利用し、現地での研修をより有意義にする活動を取り入れるべきだと考える。
第二に、他大学においても、本プロジェクト応募資格を学生全体にオープンにし、選抜
プロセスを与えるべきである。大妻女子大学や法政大学は、引率教員のゼミに所属する学
生が自動的に参加資格を与えられていた。研究内容や英語力を考慮すると、このような選
抜方式は合理的で手間が少ないかもしれない。しかし、Kakehashi Project は現在まだ橋が
存在しない所に新たな橋を築くことを目的としている。したがって、海外経験や学問分野
を問わず、様々なバックグラウンドの学生が応募資格を与えられるべきである。今後は、
国際学科や外国語学科に留まらず、多様な学問分野においても国際的教養やコミュニケー
ション能力が求められる。そのため、ゼミに縛られた選考は他の学生の成長の芽を摘んで
しまう行為にほかならない。加えて、本プロジェクトを通し学生間の協調性やチームワー
クを鍛えるためにも、ダイバーシティ（年齢・性別・学問分野など）豊かな派遣グループ
を意識的に形成する必要があると考える。
最後に、大学間交流をより積極的に取り入れるべきである。大学別の研修日程ではあっ
たが、複数の大学が同じ宿舎に宿泊する際には、夜の自由時間等を利用し、他大学の学生
同士でその日の経験を振り返ったり、気づいたことについてディスカッションしたりする
などすることが効果的であると考えられる。特に、本学の学生にとって、同世代の男子学
生と議論を交わす機会は貴重であり、互いの考え方について理解を深めるよい機会となる。
したがって、アメリカの人々との交流だけでなく、派遣生内部においてもより双方的交流
を実施することを提案したい。
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KAKEHASHI プロジェクトをふりかえって
生活科学部・人間・環境科学科４年 佐野早希
1．評価する点
① 出発前オリエンテーション
出発前のオリエンテーションは、非常に有意義なものだった。
「相手の事を知ってか
ら、自分の事を発信する」というコミュニケーションの基本に則ったものであった。
講師陣も非常に豪華で、特に佐川氏によるプレゼン練習は心が震えた。今回のプレ
ゼンだけでなく、今後の人生にも有益な知識を得ることができた。
② Hunter College での学生交流
Hunter College での受け入れ態勢はかなり準備してあり、とても充実した時間を過
ごすことができた。今回のプログラムのように、ひとつの大学と長期間（３日以上な
ど）交流できない場合は、あのように短時間でも深く交流できるプログラムをつくる
といいと思った。
③ ６月に出会った学生との再会
お茶大の場合、６月に交流した学生とアマーストで再会した（東洋大にはこれがな
かった）。この再会は架け橋を更に強靭なものにすると思う。初めて会った東洋大と比
べ、お茶大の学生は６月の交流を経てのお互いの変化などを話せた。
④ 各大学でのプレゼンテーション
同じテーマを様々な大学でプレゼンすることで、各々の大学での反応の違いも楽し
めた。プレゼンのテーマ設定も、アメリカと日本の違いを調査した上での内容になっ
ていたので、アメリカの学生にとって非常に面白いものだったと思う。
⑤ Mari Regnier 氏とのディペート
お茶大の OG という点が大きい。女性リーダーのロールモデルとあんなに近い距離で
お話できたことは、とても財産になった。
⑥ UMASS でのプレゼン
UMASS にて、とても権威のある教授陣にプレゼンを聴いてもらえたことは非常に自身
になった。その道の研究者である彼らからの質問や意見はとても考えさせられるもの
で、自分のプレゼンの未熟な点や分かりにくい点も理解できた。
⑦ 本学のメンバー選出方法
他大学と比べ、お茶大は学部学年を問わないメンバー選考だったため、非常にバラ
エティに富んだ面子となった点は森山先生、渡辺先生に感謝。普段、このようなチャ
ンスはグロ文をはじめとした文教育学部の学生に情報が先行しているので、私のよう
な理系学部の学生が行けることに非常に有りがたく思う。実際、普段関わりの無い人
たちと多く出会え、さらに学生生活が充実したものとなると思う。
⑧ 一度に多地域を訪問
様々な地域を訪問することで、気候や都市の様子を含めアメリカ中の違いを感じる
ことができた。
2．改善すべき点
① 事前学習の不足
事前に、アメリカの歴史をはじめ、訪問する学校・機関については各自でもっと学
習しておくべきだったと思う。一応バスで情報共有の時間はあったが、あれだけでな
く、学生の中で声をかけて勉強会など開けばより深い理解になった。
② プレゼンの練習/学生間での切磋琢磨
私の一番の反省点であるが、プレゼンの練習が足りなかったと思う。また内容に関
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してももっと時間をかければより魅力的なものを作れたと思う。オリエンテーション
以後しかろくに練習していないので、大学でもっとメンバー同士集まり、互いのプレ
ゼンの批評をし合うべきだった。と、いうのも東洋大学は毎回ゼミでプレゼン練習を
していたらしい。
③ 小グループでのプレゼンテーション
プレゼンをした後、質問タイムがあったがあまり質問が出なかった。より小グルー
プでの発表（プレゼンテーター側を固定して、リスナーを回転させる等）をして、ひ
とりひとりのプレゼンテーションを聴いての反応を見たかった。
④ アメリカ側からの情報発信
今回は日本が一方的にプレゼンをした。持ち時間の問題もあるが、できれば相手側
の文化についてのプレゼンも聞きたかった。
⑤ 日本の他大学との交流
他の地域に行った他大学の経験をもっと知りたかった。交流する時間があまりなく、
自分たちで個人的に捻出しようとも厳しいところがあった。
3．私の提案
① マス・カスタマイゼーション 国際交流プロジェクト
マス・カスタマイゼーション（mass customization）とは：マーケティング、製造業等
における用語で、コンピュータを利用した柔軟な製造システムで特注品を製造することを
指す。
今回のプロジェクトを通して一番よかった点が「各大学に合わせたプログラム」になっ
ていた点だ。そのひとつに、Mari さんへの OG 訪問が挙げられる。これが、カスタマイゼー
ションだと思う。
また、アマーストでの学生との交流の際、英語でのコミュニケーションはできたが「共
通の興味探し」に骨を折った。日本のアイドルが好きなアメリカ人学生と話したが、私は
アイドルに詳しくないのであまり話せない、一方でアイドルが大好きな日本人学生とその
子は盛り上がり、そこから深い話へつながっていくこともあったと思う。アイドルに限ら
ず、趣味や専攻、行ったことのある日本の場所に共通点がある場合、非常にいい交流がで
きると思う。グローバルキッズに行った時、もっと自分がゲームに詳しければ、そこから
話を広げ、もっと子どもたちの心を開けたかもしれない、と思ったことも、これを考えた
きっかけである。
事前調査等を徹底して、
・交流する学生
・観光する場所
・訪問する施設
をより個々人に合ったものにアレンジできる柔軟性を持ったプログラムであるといいと思
う。
また、極論を言うと、渋谷のかわいい文化が大好きなアメリカ人と、渋谷を歩くかわい
い文化の最前線を行く女子高生を会わせると、非常にいい交流ができるのではないか。と
いう発想である。
この発想からもうひとつのプロジェクトを提案する。
② 学生架け橋 国際交流プロジェクト
上記の発想より、渋谷の女子高生と、かわいい文化に興味あるアメリカ人を引き合わせ
る際、大学生が双方の架け橋となるプロジェクト。
渋谷のかわいい文化を先導する女子高生で、国際交流に興味ある人は何人いるだろうか。
一生会う機会のないかも知れない双方を、大学生が英会話などの面でサポートし、交流を
図る。
例：アメリカ人を連れての日本の高校訪問 等
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もう一つの KAKEHASHI Project
文教育学部・言語文化学科３年

鈴木香緒里

1．評価する点
まず、留学経験者にも、海外に出るのが初めてという人にも参加権があり、全学募集で
あったため、様々な学生が集まったこと。（このような募集の仕方はお茶大だけだったよう
だが、よかったと思う。）また、国際交流基金の援助によりお金がほとんどかからないこと
から、挑戦しやすく、今までこのようなプロジェクトに興味がなかった学生の視野を広げ
る手助けとなり、これからの活躍に繋がりそうなこと。そして何よりも 10 日間という短い
スケジュールの中で、主要都市と言える３都市を巡り、大学、企業、ボランティア団体等
の様々な面からアメリカを見て、各所で貴重な体験をし、多くの人と交流が出来たことは
とても良く、更にすべての行程においてすばらしい現地のガイドの方が引率してくださっ
たことで、理解も深まった。
2．改善すべき点
一番気になったのが、日米青少年交流と称しているのに、相手側に日本を理解してもら
うことだけが目標として打ち出されていることだ。招聘事業でも、派遣事業でも、どちら
も日本の強みや魅力を配信し、理解してもらうことが目的として書かれている。私たちが
プレゼンテーションや交流を通して日本をアピールすることで、私たち自身の日本に対す
る理解も深まり、当然日本を理解することは海外に出ることよりも大切なこととして常に
あげられるが、せっかく現地へ訪問する機会を与えられているのだから、アメリカの学生
たちにプレゼンをしてもらったり、各地を案内してもらったり等、交流をしながらアメリ
カについて学ぶ機会がもう少し多ければ、日米の相互理解により繋がるのではないかと思
う。また、高校生など、KAKEHASHI の他のプランの参加者との交流がなく、一緒に派遣され
た他の大学の学生とでさえあまり接する機会が無かったのは本当にもったいない。それぞ
れが行き先も違い、経験したことも違うはずである。事前にもう少し関係を深める機会を
設け、帰国後も報告会を実施するなど、いろいろな人が参加したということを生かしたほ
うがいい。プレゼンの準備や予備知識の学習に関しては、今回前日に行われたようなオリ
エンテーションはもっと早めの段階で実施し、そのあと更に良くしていく時間があるべき
だった。プレゼンの内容は、他大学のとあるグループの「和」のように、相手の心に訴え
かけるようなテーマであったほうが良かったのだろうか。私たちは日本の事実を広めるの
が目的だという認識をしていたので、多くのグループがただ紹介をするという形のプレゼ
ンをしてしまい、これで良かったのかが未だにわかっていない。このように、大学ごとに
違う情報が回っていたり、人によって理解が異なっていたりと、多くの人が参加するプロ
ジェクトでは起こりうることであるが、もう少し改善されるとよい。
3．私の提案
招聘事業
５大学の学生が日本に来たらまず、お茶大と東洋大を訪問。交流。
その後の東京視察、地方視察は、お茶大生と東洋大生が混ざってグループを作り、アメ
リカの学生を案内する。アメリカの学生が行きたいところを事前に聞いておき、こちらが
紹介したいところと合わせてプランを立てておく。これにより、私たちの日本の理解も深
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まる。その後もう一度全員で集まり、学んだことを共有。ここでは日本とアメリカの違い
についてディスカッションをし、お互いをより良くするための提案をする。
この間も Skype 等を使い、定期的にミーティングを行う。また、全員参加のＨＰ（また
は Facebook page）を作り、日本の学生もアメリカ人の学生も当番制でその日それぞれが見
つけた母国の発信したいことをブログ形式で書き、コメントをしたり写真で共有したりす
る。
派遣事業
Ⅰ．出国前
・事前オリエンテーション１（距離的に可能ならば全大学合同、プレゼンを作り出す
前）
プレゼンの仕方や内容の選び方等、講師からレクチャーを受ける。
その場でどのような内容が相応しいか話し合い意見を出し合う。
大学同士の交流もし、それぞれをこの段階で知っておく。
・事前オリエンテーション２（距離的に可能ならば全大学合同、渡米２週間前を目安）
ここまでに、プレゼンは完成させておく。全グループが発表し、講師からのコメン
ト、相互の意見交換。この後各自修正し、あとは練習を重ねるだけの状態にしてお
く。
Ⅱ．渡米中
・アメリカを私たちがより理解出来るよう、アメリカの学生のプレゼンを聞く機会を
設ける。大学だけでなく各地を訪問するときは、学生にガイドをしてもらい交流す
る。
→これにより、ただの観光とならず、その期間もお互いの会話練習、文化共有に繋
がる。
Ⅲ．帰国後
・大学ごとに訪問先が違った際の情報共有、他のプラン・違う年齢層の参加者との交
流も兼ねて発表会を開催。このとき重きを置きたいのが、日本とアメリカの差異、
日本が取り入れるべき点、逆に日本を売り出せる点。
※細かい注意事項
招聘事業の前の準備にもう少し時間をかけられるようなスケジュールに。
事前準備の時間を考え、オリエンテーションの日時を決める。
それぞれのグループが違う場所でプレゼンをし、一つの会で一つのグループだけの
発表しか聞けない、という状況があることを想定した上でのテーマ選び、プレゼン
作りをする。
日本にいるうちにプレゼンが完成、ある程度の発表能力は付けておく。アメリカに
行ってからあまりプレゼンの訂正等で時間をとられないようにする。
渡米中、多くの場所を回るのはいいが、それぞれに見合った十分な活動時間を確保
する。
常に日本とアメリカの繋がりを意識しながら活動できるようにする。
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KAKEHASI プロジェクトを振り返って
文教育学部・言語文化学科３年 八ツ本真衣
1．評価する点
・ローラシアン教会の方やツアーガイドの方を含めたスタッフの方たちのみなさんが、
学生ひとりひとりに向き合ってくれたこと。レセプション時のお話もとても心に残る
ものであったし、プログラム中に個人的にスタッフの方に話しかけに行くと、とても
フレンドリーに、でも真剣に、人生の話や仕事の話までしてくれて、こちらの話も聞
いてくれた。彼らと話したことはとても印象的で、ひとつのロールモデルとなり、自
分の本当にやりたいことを考えたり選択肢の幅を広げて考えたりすることにつながっ
た。また、言葉の壁はあっても心から信頼関係を築くことができるということを彼ら
とのコミュニケーションを通して実感することができた。
・これだけの大学を回り、学生と交流をするということは、ただの留学や旅行ではでき
ることではなく、とても有意義だったと思う。様々な大学のキャンパスツアーをして
もらい、アメリカならではのオープンな雰囲気や自然豊かなキャンパスを肌で感じて
刺激され、海外の大学でも学んでみたいという気持ちを、初めてこれほど感じた。
・夏の研修でお茶大を訪問してくれた学生たちと再び会うことができたこと。１度きり
で終わってしまう仲ではなく、再会して喜びを分かちあったことによって、「また会い
たい」と強く思う心の通った友達もできた。
・観光は自分で行けるから必要なかったという意見もあるが、私自身は、スケジュール
に無理をしてでも観光に連れて行ってもらうことができて本当に良かったと感じてい
る。自分で行くにしてもお金もかかるし、アメリカは行きたい国ランキングの上位に
入っているわけではなかったので、この機会がなければアメリカの都市を観光するこ
とはずいぶん先までなかったかもしれない。同じ都会でも東京とＮＹとシカゴとでは
まったく雰囲気が異なり、見るものすべてが刺激的だった。たとえばＮＹはやはり世
界のニューヨークと言われることに納得させられ、街の雰囲気や街ゆく人たちの雰囲
気を感じて、仕事でここに来てみたい、と強くあこがれを持つようになった。また、
世界貿易ビルの再建現場を通り、再建したビルを見たことも印象的だった。どこか遠
い国の出来事のように感じ思い出すことも少なくなっていた 9.11 の悲劇やその原因、
宗教のことなど、本当にいろいろなことを考えさせられた。また、日本でも美術館に
行くことが大好きな私にとってメトロポリタン美術館の日本にはない規模には本当に
感動し、うらやましくなった。私はすっかりアメリカの虜で、また行きたいととても
強く思っている。観光に連れて行ってもらう時間がなければ、これほどアメリカのこ
とを好きになっていなかったと思うし、外に出てみたいという気持ちもこれほど強く
ならなかったと思う。
・プレゼンテーションを用意して発表するというミッションがあったこと。何もなしで
ただ楽しむだけよりも、このようなミッションがあったことによって達成感も大きく、
逆に自分の力不足によるくやしさも大きかった。このくやしさは、帰国してから自分
の頑張るモチベーションにもなっている。
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2．改善すべき点
・プレゼンテーションは、一方的に日本人がやるのではなく、アメリカの学生からもし
てもらう機会があっても良かったと思う。ある同じテーマについて、日本の視点とア
メリカの視点でそれぞれプレゼンテーションを行い比較したりそれについて議論する
時間などあれば、互いにとってもっと学びが多く有意義だったのではないか。
・観光も含めさまざまな場所に行くことができたが、予備知識が浅くもったいないと感
じることが多かった。担当を決めバスの中で訪問先についての情報共有をする時間は
あったが、あれだけではあまりに浅く、意味がなかった。それぞれ担当を決めて資料
を作ったり発表を聞きあったり、担当者がテーマを決めてディスカッションする時間
があったら良かったと思う。たとえばニューヨークを舞台にした映画を調べてロケ地
マップを作ったり、ウォール街の歴史を調べたり、9.11 について改めてメンバーで考
察してみたり、日本とアメリカの外交について知識を深めたり、アメリカの社会状況
について学んだり。私は貧困問題に焦点を当てて大学で学んでいるためＮＰＯグロー
バルキッズを訪れたときに子どもたちの発言の端々から格差社会の背景を垣間見たが、
もし学んでいなければ何も感じていなかったと思う。せっかくの貴重な機会だっただ
けに、もっと事前学習が充実していれば何倍も学びがあっただろうと思うと残念であ
る。
・たくさんの大学を回ったので仕方がないとは思うが、現地の学生と仲良くなれてもす
ぐに別れないといけなかったり、仲良くなるまえに別れたりしなくてはならないのは
残念だった。今回の訪問でのように浅く広くたくさんの学生と交流する機会も貴重で
楽しいけれども、特定のメンバーと長時間を共に過ごしたり何か課題にとりくむこと
で、より深い関係を築けるような機会も用意してもらえたら良かった。
3．私の提案
・アメリカ・日本学生混合のチームを作り、１日もしくは数日かけて、ある課題に取り
組むようなプログラム。あるテーマについて共にリサーチしディスカッションをして
最終的にプレゼンテーションにまとまるような真面目なものでもいいし、単純に何か
工作などしてひとつのものを作り上げるようなものでもいいと思う。
・学生の中で、訪問したい団体や観光地などを事前に調べて提案し、（もちろん通らない
ものも多いだろうが）実現可能なものについては訪問させてもらう。訪問先のコーデ
ィネートに、学生も少し関与する余地があれば良い。
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KAKEHASHI Project ふりかえり
生活科学部・人間・環境科学科 3 年

金子はるひ

1．評価する点
特に評価する点は大まかに全部で５つあります。
まず、訪問場所が特定分野にとどまらず、多岐に渡った点です。同世代のアメリカ人と
たわいないことや真剣に社会問題について語る機会が得られた「大学」、普段では絶対に伺
う機会が無い総領事館などの「政府機関」、お茶大卒業生の弁護士のお話を聞く機会を得ら
れた「企業訪問」、ＮＹＣでの「観光」など、アメリカ社会を多面的に捉えることができ、
様々な印象を持つ事ができました。
２つ目は、同じ何かを目指している多くの仲間にたくさん出会えた事です。お茶大を始
め、日本の他大学、そしてアメリカの学生等、将来のライバルとの会話が毎日刺激的で、
私たちがこれから何を目指し、どう生きていくのか国を超えた違う立場から一緒に考える
事ができました。国際社会で現在活躍している人などからは、人生のアドバイスをたくさ
んいただけ、アメリカ行く前の自分と今の自分では中身がかなり変わりました。今では英
語のモチベーションがさらにアップし、この世界をよりよき方向にリードできる女性リー
ダーになりたいと考えています。
３つ目はプレゼンを行った場所が多岐にわたり、様々な反応がみることができた点です。
日本のことをほとんど全く知らない人達の前でプレゼンをするのは困難でしたが、これが
世界の現状であるのだと理解し、もっと日本について情報発信していかなければと気づか
されました。日本にいるだけではこのような人に出会う機会はなかなかないだろうし、そ
の人達にどう日本の良さ・魅力を伝えていくのかを考えさせられました。
４つ目は、ほぼ全ての行程が予定通り進んだ点です。大幅な予定の変更も無く、私たち
学生はただバスに乗り、引率者に従って行動するだけで、安全かつ多くの事を効率的に経
験できました。そんな限られた時間の中でも学生の要望に合わせた融通の効く時間がとれ
たことに満足しています。事前にこの研修を計画したオーガナイザーの方や、実際に実行
してくださったインストラクターの方等、みんながそれぞれ努力した結果、大変濃い時間
が過ごせたのではないかと思います。
最後に、参加費です。正直なところ、私の場合、アメリカにタダで行ける！なんてラッ
キーなんのだろうという軽い気持ちで物事が進んでいきました。このようにきっかけは簡
単でしたが、実際の内容は一日一日が非常に濃く、自分の人生を変えた 10 日間であったと
将来言えるでしょう。研修を通して得たこの感動・喜びを一人でも多くの人に伝える事が
これからの自分の使命であると思うし、他の人にも平等にこの機会が与えられる事を願っ
ています。
2．改善すべき点
まず、これは評価する点とは相反しますが、訪問場所がほぼ毎日異なったために、深い
関係が結ばれる前に別れがやってきてしまったことです。とりわけ Hunter Collage の学生
とはもっと時間を長く過ごせたらなと感じます。たった数時間の交流なのにも関わらず、
大学を去ろうとしているバスにずっと手を振り続けてくれた彼らは私にとって宝物であり、
そのような強い個と個の絆を深める機会が増える事が日本と海外との架け橋の礎となり、
世界全体を変えていく方法の１つのだと考えます。
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次に、プレゼンの内容についてです。多くのトピックが一方的に日本ついてのみのプレ
ゼンを行ってしまったため、アメリカ人の方には理解しにくい・想像しにくい物であった
のかもしれません。事前の学習段階でアメリカ社会についての理解をもっと深め、それを
踏まえた上で、米国と日本との比較がなされればさらによいものになるでしょう。
そして、滞在したホテルが学生にとってすこし豪華すぎなのではないかと感じました。
予算がたくさんあり、余裕があるのかもしれないですが、税金をここに投資していること
を世の中の人が知ったら、大半の人は納得しないのでは無いでしょうか。
最後に、最初の３日間程度は野菜が不足気味の食生活であったのがつらかったです。ど
んな環境においても耐えられる事が国際人には求められるということが教訓にはなりまし
たが、多忙なスケジュールの中、限られた食べ物から選択していかなければならない私た
ちの食生活に対してもう少し事前に配慮があれば良かったと思います。
3．私の提案
広く浅くの交流を目的とし訪問箇所がたくさんある事もよいですが、全体的にもう少し
狭く深い交流を織り交ぜる事ができればさらに良くなると考えます。日本に感心・興味を
抱いている海外の学生たちにとっても日本から来た学生の存在は貴重であり、そんな現地
の学生と話す機会も私たちにとってかけがえのない時間です。大学では日本でもできるよ
うな表面的の会話ではなく、現地でしかできない文化活動などを行い、言葉を超えた交流
を行うべきです。ただ単に、日本の大学にはあまりない広大な芝生の上でグループを作っ
てレクリエーションをしても良いし、１つの「面白い」テーマについて（日本とアメリカ
の文化の違いに絡めた）少人数のグループを作って議論・発表してもよいです。一方的に
日本の文化ばかりを押し付けるのではなく、「相互理解」の大切さにもう少し重点を当てる
べきなのではないでしょうか。
最後に、全体として、もっとひとりひとりが英語を話す機会を増やす努力をし、人と人
のコミュニケーションが活発になれば、さらに実りの多い、よりよい研修となるでしょう。
どうしてもグループで行動をせざるのを得ないので日本人同士の交流が多くなってしまい
ますが、それは各自の努力次第で変わると私は考えています。
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KAKEHASHI Project
たったひとつのプロジェクトにするために
文教育学部・人間社会科学科２年

三上奈緒子

1．評価すべき点
本プロジェクトの参加側と企画側、両者の複合的な観点から評価すべき点を述べる。
やはり、すべての参加者が今回の海外派遣を通じて何かしらを感じ考え、彼らの今後の
進路選択に影響を及ぼすような渡航となったこと、が第一に評価できる。それは必ずしも
現地の学生との交流だけでなく、日本と全く異なる環境を自分の目で見て歩くこと、少数
の集団の中で密に 10 日間過ごすことで得られる経験や、初対面の人前で、英語でプレゼン
テーションすることで得られる成長などが挙げられる。また、派遣直後アンケートや１年
後など複数回アンケートを実施し、参加者を追跡調査することも有用である。本プロジェ
クトに参加した学生が他の学生と比べ、例えば、グローバルな時事により関心がある、グ
ローバルな進路選択を視野に入れている、といった結果が統計的に有意に明らかになれば、
本プロジェクトの目的の一つ、青少年層におけるグローバル人材の育成が達成されたとい
うことができる。これは今後外務省がグローバルな視点を日本に浸透させていく上での戦
略的方法のモデルにもなるだろう。
2．改善すべき点
本プロジェクトの改善点を述べるが、一部提案についてもここで言及する。また。「日本
側の一方的な交流」という問題点については森山先生を始めとして、UMASS の曽野先生や
KAKEHASHI Project 参加学生の数人からも聞いたため、ここでは割愛する。
改善すべき点１点目は、フリートーク形式の国際交流の意義を再考すること、である。
今回の私たちの訪米では、プレゼン後に日米学生が一堂に会し、自由に交流できる場が設
けられたが、プレゼンの内容を深める議論や日米両国に関わる社会問題などについて意見
を交換する時間はほとんどなかった。前者のような自由な国際交流の場は東京の学生団体
主催の国際交流パーティーと何ら変わりがなく、日本国内でも同じことは再現可能である。
そのため、米国にいるからこそ、KAKEHASHI Project であるからこそできる、アカデミック
な議論を交わす機会を作る必要がある。
改善すべき点２点目は、訪問先機関の大半が高等教育機関に偏っていたこと・ホテル滞
在であったことである。渡航前はアメリカ主要都市の大学、高校、老人ホーム、子供会、
地域センターのような公共機関を訪問してプレゼンを行い、大学寮やホームステイを通じ
てアメリカ文化の多様性を感じることができると聞いていた。しかし、現状は上記の名目
とは大きく異なった。もちろん訪問先との交渉の関係など様々な要因に左右されるため、
今回の派遣は大学中心にならざるを得なかったのかもしれないし、期間日数や日本からの
学生数を考えると寮やホームステイの手配が困難なことも理解できる。しかし本当のアメ
リカの姿は、スペイン語で全て生活できるコミュニティーの存在や黒人の居住地域、中国
人街、ユダヤ人街、アメリカの現地学生の寮生活の様子や一般家庭のホームステイなどを
通して得られるものを抜きにしては語れない。また年齢層も近い人たちとしか交流してい
ないため、様々な機関を訪問し、様々な年齢の人と交流できるようなプロジェクトに改善
したい。そして、私たちの今回の訪問は、アメリカの主要都市の一部を見たにすぎない、
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ということを念頭におかなければならない。
3．私の提案
改善すべき点でふれた内容を基に、提案を行う。
まず、大学訪問が多い中で Global kids に訪問したように、訪問先を多様化させる。そ
れこそ日本の強みや日本ブランドへの理解を増進させることを目的としたプレゼンを行う
からには、あえて日本とあまり関わりがない機関を選定したい。しかし、実際のアポイン
トメント上難しい部分も大きいため、多文化教育の一環として日本語教育がある小学校や、
ＮＰＯなどを視野に入れたい。また、KAKEHASHI Project は政府が推進する北米地域との青
少年交流の一環で行われているため、予算が許すならば、カナダへの同時訪問も考えたい。
確かに、同年代・同水準の人々と交流する方が仲は深めやすく楽しいが、現地にいるか
らこそ日本では絶対に交流できない人と話す意義は大きいと考える。そして聴衆を意識し
た、それぞれの機関に適したプレゼンや日本紹介を行う。
次に、各訪問機関において、プレゼンに基づいた議論を交わす場や日米の学生に共通す
る命題について意見交換をする時間を強制的に作るべきである。私のビジョンとしてはま
ずアイスブレーキングのために双方の学生の自己紹介、それぞれフリートークを楽しんだ
後、プレゼンを行う。このとき一方的な交流を防ぐために、プレゼンは日本の学生のみが
行うのではなく、米国の学生も同時に自国について発表する形式をとる。その後ディスカ
ッションに移る。ただし、プレゼンに基づいた議論などはやはり学生同士でなければ難し
いであろう。しかし、ただ漠然と交流するのではなく明確な軸をもって交流を行うこと、
一方的にならないように米国側の文化や習慣を吸収することは重要である。そのため小学
校などでは、折り紙体験、「いただきます」「ごちそうさま」など日本独特の概念の中でも
説明・理解がしやすいものを、プレゼンの代わりとして行いたい。
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KAKEHASHI Project を振り返って
文教育学部・人間社会科学科４年

佐々木あゆみ

1．評価する点
評価すべき点は、以下の３点であると考える。
１点目は、この KAKEHASHI project という取り組みが存在すること自体である。研修期
間中にも話しがあったが、日本と米国の両国の首脳によってこのプロジェクトが決まり、
実際に実行に移っている点が評価できる。
２点目は、11 月の渡米プロジェクトにおいては全ての大学に当てはまらないらしいが、
６月にアメリカから来日してきた学生と、11 月に再会できた点である。人と人との交流が
メインになるプロジェクトなので、一回きりの出会いより、複数回の出会いの方が、長期
的な視点で見てより強い人間関係を築くことができると考える。実際に６月に出会ったア
メリカの学生と今回再会を果たし、６月の時より打ち解けて非常に濃い時間を過ごすこと
ができ、現在でも連絡を取り合っているからだ。
３点目は、訪問先の選定についてである。訪問先については各学校が異なる場所が割り
当てられており、国際交流基金やローラシアン協会の意図が少なからずあるのだと感じた。
お茶大に絞って考えると、各大学の訪問に加え、Global Kids やお茶の水女子大学ＯＧでい
らっしゃる山本さんの事務所などの訪問先もあり、バラエティーに富んだ経験をすること
ができたと考える。具体的に述べると以下のような経験ができた。
Global Kids の訪問によって、アメリカの真の社会状況を見ることができた。アメリカの
輝かしい面だけに目が行ってしまいがちであるが、実際には歴史的問題も絡んだ解決の難
しい人種問題や、激しい階層社会がある現実を目の当たりにしたことは衝撃的であった。
一方、山本さんの事務所訪問では、輝かしいロールモデルに値する女性との対談を通し
て、今後の私たちのキャリアを考える上での刺激になったのと同時に、特に私は来年から
男性社会の組織で働く女性として具体的なアドバイスを頂き、仕事をする上での支えの一
つになる経験ができた。
2．改善すべき点
考えられる改善すべき点は以下の４点である。
１点目は、派遣先の選定理由と事前の全体での情報共有についてである。
今回は決められた派遣先に言われた通りに訪問する、という形であったが、さらに主体
的で、且つ学びや吸収の多い訪問にするのであれば、プラン選定者もしくは代理にあたる
方から、派遣先の選定理由についてのレクチャーがあるべきだと考える。また、事前の情
報共有についても、研修前から知っていると各自がさらに調べ、現地でさらに知りたい点
がより多く出てくると考える。
２点目は、プロジェクト全体の手筈の計画性である。
100 名を超える人数が行動するプロジェクトであるので、行動一つ一つの順序など、綿密
な計画がさらに行われるべきであったと考える。話しによれば、あまり時間がない中での
研修であったそうだが、ローラシアン協会内で、さらにシステム化された組織や仕事分担、
及び旅行会社との事前の打ち合わせなども行われると、さらにスムーズに旅行が進んだの
ではないかと考える。
３点目は、大学内でのグループ編成である。
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今回は先生方に事前に決めて頂いたグループで、全体的には滞りなく活動が進められて
いたが、さらに学生主体の活動にするために「興味がある発表内容」に応じてグループ決
めをするのも一つ考えられる。今回はお茶大で初めての KAKEHASHI Project 参加であった
ので、英語の運用能力を考慮したグループ編成、という感じがしたが、実際は全員が一定
程度の語学能力があり、支障なく進められた感じがしたので、次回からは興味がある発表
内容によってチーム編成をすると、より発表にも力が入ると考える。
４点目は、広報・宣伝の仕方である。
KAKEHASHI Project という名称を知っていても内容を知らない、もしくは名称すら知らな
い、という日本人が多い気がする。ＳＮＳでの宣伝が行われているように感じられるが、
できればメディアで取り上げられると、興味も持つ学生が増え、参加者の質がさらに向上
し、よりよいプロジェクトになると考える。
3．私が提案するプロジェクト
字数が限られているため、具体的に提案することは難しい。そこで、今回のプランをも
とに、（１）
（２）で挙げた点を加えたものを以下で提案する。
派遣する学生が決まった時点でミーティング行い（選考基準の公表を含める）アメリカ
の学生に発信したいプレゼン内容を決め、それぞれの興味に応じてグループを決め、プレ
ゼン作成を行わせる。
そして、私たちが渡米前に来日したアメリカの学生たちとの再会をすることのできるよ
うなプランを大前提としたい。プロジェクトの名前にまでなっている人と人との
「KAKEHASHI」をかけるためには、複数回における交流が絶対的に必要であるからだ。
また、研修までに、ローラシアン協会の方から書面またはデータにおいて、研修先選定
理由の説明を行ってもらい、学生たちに各自調べさせ、各自現地に赴いた際にどのような
点をさらに知りたいかを考えさせる。そして、研修初日と２日目のどちらか、渡米する前
の研修において、学生同士で派遣先の情報を共有する。
また、研修前もしくは渡米した初日に運営者と引率者の先生との公式な顔合わせと打ち
合わせを行い、プラン全体の運営面での問題点がないか確認する。というのも、その時点
で問題点が発見されたとしても、解決されうる能性が高いからだ。
以上が私の考えるプロジェクトである。
最後に。引率の森山先生、渡辺先生のお力によって、今回のプロジェクトが、素晴らし
いものとなったことに大変感謝しております。このような取り組みが去年からあったら、
私の人生は変わっていたかもしれません。その位、良い意味で影響が大きかった経験とな
りました。この研修に留まらず、プロジェクト内で出会ったアメリカや日本の学生との交
流を、今後も続けていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
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KAKEHASHI Project に対する評価と
今後に向けた提案
文教育学部・言語文化学科 3 年

片山珠

1．評価する点
通常の海外研修や国際交流プログラムは、どちらかが派遣先の国に行って交流体験をし
て終わりというものが多いが、この KAKEHASHI Project はどちらか一方だけが現地へ赴く
のではなく、日本の学生にもアメリカの学生にも相手の国へ行く機会が与えられていると
いう点がまず大きな魅力のひとつである。そのための渡航費用のサポートも充実しており、
高い費用が弊害となって海外へ出られない学生が不利な影響を受けることなく、誰もが挑
戦できる開かれたプログラムであると言える。また、一度日本を訪問したアメリカからの
学生と約半年後にアメリカで再会する機会が保証されていることから、お互いの関係をよ
り深めることができる点も高く評価すべきである。
渡米中の活動の中では、観光の時間も多少ありながらも、三都市それぞれで現地の学生
との交流があったりアメリカで働く日本人との交流があったりと、多様な出会いの場を提
供していた。そのおかげで実際に現地に行かなければ築くことのできなかった新しい絆を
築け、人対人の繋がりの大切さやそれが持つ力の大きさ、可能性を感じることができた。
また、海外で働いているロールモデルとなる方々との出会いも今後の自分の将来を変える
ほど強い感銘を与えてくれたものであり、こうした人々との出会いに焦点を当てた交流プ
ログラムは真のグローバル人材を育てる上で今後ますます必要になっていくだろうと思う。
以上のように、KAKEHASHI Project は単なる文化交流の枠を越え、参加者一人一人がこれ
からどのように共生社会を築いていくかを考えさせるものとして評価できるプログラムだ
ったと言えるだろう。
2．改善点
改善点としては、まずプレゼンテーションが日本側からの一方的なものであったため、
相互理解につながる架け橋を作るためにはもっと双方向的な活動を行う方が良いのではな
いかという点が挙げられる。今回は合計４回ほど現地で発表する機会があったが、すべて
日本からの発表をして終わりであり、多少質疑応答の時間がある場合もあったにせよそれ
がその後の活動に何か影響を与える事はなかった。アメリカ側からの発表がなかったこと
に加え、「日本の魅力」を発信するというテーマ自体それ以上深めることが難しく、活動の
方向性を限定づけるものであると思う。せっかく実際に現地に行って伝えるならば、その
場を共有している時間をより有効に使えるよう、ディスカッション活動にもう少し重点を
置いたほうが互いに得るものは大きいのではと感じた。そして、事前に行く大学の学生と
ＳＮＳなどを通じて連絡し合えるよう取りはかる事ができれば、現地での活動はさらに有
意義なものになるのではないかと思う。また、今回多くの大学を訪れた一方、場所によっ
てはごく短時間の滞在で学生とあまり交流できなかった所もあった。キャンパス見学も視
野を広げてくれるものではあるが、KAKEHASHI の名のもと、やはり人的交流をもっと深く行
えたらよかったと思うので、交流の質にもう少し重きを置いたら良いのではと感じた。
また、このプログラムは全体的に学生主体ではなく、準備期間も有効に活用しにくい環
境であった。一つには、様々な情報が回ってくるのがとても遅かったという点が上げられ
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る。例えばプレゼンテーションは直前までどこで誰に向かって行うのかが明確ではなく、
学生にとっては準備をするにもしがたい状況であった。プレゼンテーションの指導につい
ても出発前日に行うのではなく、指導を通して得たものを学生が熟慮しより良いものへ改
善することができるようにもう少し早い段階に行い、約半年ある準備期間を有効に使える
ようにした方が良いだろう。各活動において、学生が創造力を活かして主体的に行う余地
を広げることでより積極的な参加を促すことができると思う。
3．私の提案
学生同士の交流により重きを置いた、日米共同の相互理解プロジェクトを提案したい。
具体的には、日本の学生とアメリカの学生を混同したグループを作り、その中で議論を重
ねながら一つのプレゼンテーションを完成させるというものである。交流の質を求めたも
のにしたいので、各都市１大学ほどに絞り、かわりにそれぞれより密な関係を築いていけ
るようにする。事前に混同のグループを組み、準備段階から学生同士で連絡を取り合える
ようにする。発表のテーマはグループメンバーの興味関心に合わせて自由に決めて良いが、
三都市訪問するとなると３つの別々な発表を行うことになり、負担も大きくなると思うの
で、テーマは毎回同じものを扱う。負担を減らせる上、大学ごとの学生の特色の違いを肌
で感じられるのではないかと思う。発表は、最終的な考察がきちんと日本側とアメリカ側
の両方の視点を踏まえたものになるよう、ＳＮＳなどを駆使してそれぞれが主体的に準備
を進められるような環境を作っておくことが必要である。言語については、アメリカの学
生は日本語を学んでいる場合は日本語、日本人学生は英語でそれぞれ発表することで、お
互いに添削し合いながら発表に持っていくことができるだろう。話し合いは何語でも構わ
ないことにする。現地では各グループが発表を行い、その後別々なグループメンバーが混
在するように分けたグループで質問をしたり意見交換をしたりする時間を設ける。
また、発表以外には、どこか交通の便が良い都市でそれぞれ自由にツアーを企画する活
動を行いたい。これは、日本人学生がアメリカに行く場合はアメリカの学生が一日同じグ
ループの日本人学生をつれてその都市内をツアーするというもので、逆の場合も同様であ
る。費用には制限を設け、その中でやりくりしながらその街を案内する。事前に連絡を取
り合えるので、行きたい所ややりたいことなどをお互いに共有しながら計画を立てる事も
可能だろう。この学生企画ツアーは、現地学生は地元のことをさらに知るきっかけにもな
り、訪問している側も観光では行かないような場所を知ることもできる。そしてなにより、
一日一緒に出かけることでさらに絆を深められるだろうと思う。
今回のように現地で働く方々との出会いの場も学生にとっては非常に価値のある機会だ
と思うので、そうした時間も大事にしたい。だが、そことのバランスを保ちつつ学生主体
の活動の幅を増やすことで、より「架け橋」を築く楽しさ、意味、重要性を学べるプログ
ラムになるのではないかと思う。
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KAKEHASHI Project をふりかえって
文教育学部・言語文化学科２年

高須万由

1．今回のプロジェクトの良かった点
今回のプロジェクトで、私が最もよかったと考える点は、日本をあまり知らない人たち
に向けてプレゼンテーションをする機会が与えられたという点である。
これまで、“日本文化を伝える”というような目的で私が行ってきた活動は、日本に住む
外国人や、日本に興味を持ち、日本語や文化を学んでいる学生に対してばかりであった。
しかし、今回の研修では計４回にわたるプレゼンテーションのうち、２回は日本をあま
り知らない地域の人々、そして、日本語や文化を専攻していない学生に向けてのプレゼン
テーションであった。そこでは、私が当たり前のようにアメリカには浸透していると考え
ていた“クール・ジャパン”という言葉も知らず、また「知っている日本食は？」という
質問に対しても、日本好きの外国人に比べればいくぶん反応が悪かったように思われた。
また、急遽スケジュールを変更して行われた、シカゴのルーズベルト大学でのインタビ
ューの中でも、「日本について知っていることはありますか？」という質問に対して、「何
も知らない」と答えられてしまった。
昨今メディアでは、日本があたかも世界中で人気が出てきているかのように取り沙汰さ
れているため、私はこの事実にショックを受けた。
しかし、それと当時に私は初めて「もっと日本のことを知ってほしい」と考えるように
なった。そして、プレゼンを終えた後の聴衆の反応や、インタビュアーの「君たちのおか
げで日本にいいイメージを持ったよ。」という言葉のおかげで、私は、日本は他の国に劣ら
ない魅力的な国であると認識することができた。
日本の良さを広めたいという強い気持ちと、自分の生まれた国に対する自信を持てたこ
とがこの研修で得られた一番大きなものである。
2．今回のプロジェクトの改善すべき点
今回のプロジェクトで悪かったと思われる点は、各都市での滞在時間が中途半端に終わ
ってしまい、また移動に多くの時間が費やされてしまったという点だ。
国際交流基金や、ローラシアン協会の方たちが私たちにアメリカを少しでも多く知って
ほしいという願いを込めて３都市に赴くツアーにしたのであると思われるが、アマースト
の５大学以外のニューヨーク、シカゴの３大学は、キャンパスツアーをして、プレゼンを
して、ほんの少し学生と話して終わり、というものばかりであった。
彼らとの交流はたしかに私自身楽しいと感じられるものではあったが、このプロジェク
トの大きなテーマである“国際交流”といく観点から見直したとき、２，３時間の交流で
果たして本当の交流ができたといえるのだろうか。
私には、ただ一緒に写真をとって、Facebook の友達になるだけの“国際交流もどき”に
思われて仕方なかった。
これは今回のプロジェクトに限らず、他の多くの「国際交流」と名を打つイベントにあ
りがちな光景のように考える。
次に、訪問先の企業の選択である。シカゴで訪れた本学卒業の先輩のお話はおそらく参
加したすべての学生の今後につながるもののように思う。しかし、最初に訪れたグローバ
ルキッズはどうであったか。
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協会の方や先生方、そして受け入れ先のご好意によって成り立っていることは十分承知
の上であるが、本学の学生の趣向に沿わないと思われるゲームの話や、子供たちも日本人
が来るということすら知らなかったという事実を踏まえると、他校のグーグルや国連訪問
に比べるとやや意味のないものになってしまったのではないかと悔やまれる。
3．次回のプロジェクト提案
次回のプロジェクト案として私が提示したいのは次の３つである。
一つ目は、「日本を知らない人たちとの交流」である。これは、私が今回のプロジェクト
を通して最もよかったと感じたところからの提案だ。日本好きの人たちと交流することは
とても価値のあることだが、全く知らない人たちへ日本の魅力を紹介するとなると、我々
がふだん常識であると考えていることが、常識ではなかったりする。そこで、どうにか工
夫をこらして魅力を伝えたいと考えるようになるはずだ。そうすれば、新たな日本の魅力
を発見することが可能になるのではないか。
二つ目は、「学生との交流時間を増やす」事だ。これは私が今回残念に思ったことからの
提案だ。これに関してはさらに詳しく二つの例を挙げる。初めは、現地学生と共同でプレ
ゼンを作ることだ。日本を学んでいる学生とは日本について、知らない学生とは米国につ
いてのプレゼンをともに制作することで、苦労や達成感からより深い交流ができるのでは
ないか。
プレゼンの計画は Facebook や Skype を利用すれば難しいことではない。
次は、現地学生と現地ツアーをする事だ。キャンパスツアーや、校内で時間を過ごすの
ではなく、街を一緒に観光し、ショッピングをし、食事をすることで本当の友人になれる
と考えるからだ。実際私自身も、バスでの移動や食事の席、ホテルでの本学学生との何気
ない会話から、かなり多くのことを学べたように感じている。この二点を通じて“国際交
流もどき”からの脱却を試みたい。
最後は「訪問先の希望をとる」ことだ。これも２点目と同様、私が改善すべきだと考え
る点からの提案である。研修へいく前に、学生たちへ訪問する企業の業種の希望をとり、
みんなで話し合った後、希望の訪問先を決定すべきであると考える。
もしそれが先生や協会の負担になるのであれば、学生自身がその決定した訪問企業へコ
ンタクトをとり、自分たちでアポイントメントを取るということも学生たちにとって貴重
な体験になるのではないだろうか。
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一生続く KAKEHASHI のために
文教育学部・言語文化学科２年 横川和花
1．評価する点
10 日間という限られた時間で多くの出会いがあり、新しい経験もできて私の記憶の中に
ずっと残る研修だったと思う。
KAKEHAHSI Project で最も評価される点は経済的なサポートを得られるということだ。現
在、世界中を通して留学がブームとなってきている。Education at a Glance 2010: OECD
Indicators によると海外へ移動する学生の数は年々高まっている。しかし、日本人の海外
留学者数の集計は 2008 年には前年よりも約 11％減少していることがわかっている。これに
はいくつか原因があり、その中でも大きな問題が「家庭の経済状況」である。KAKEHASHI
Project は国際交流基金のサポートにより派遣されるため、経済の状況がよくない家庭でも
海外に行くという経験をすることができる。また、アメリカのおいしいご飯、有名な観光
地などに行く機会も多々あったため、海外に興味を持つためのよいきっかけにもなると思
う。
2．改善する点
評価する面が多かったのに対し、改善する点も多々あった。
まず一つ目は、学生である、国の援助を得ているという特権を利用しきれていなかった
という点を改善するべきだと思った。研修全体を通して観光地を巡り、自由時間が多くあ
った。確かに海外に来ていて観光をしたくもなるのかもしれないが、今回の研修の目的は
観光ではないし、観光地へは誰でも行けると思う。学生であり、国の援助を得ているので
普段は入れないような国連や日系企業、外資系企業に行く機会を作るべきだったと思う。
二つ目は三都市をまわるのはロスが多く、改善するべきだと思った。三都市をまわるた
めに時間がかかり、現地の大学での交流が浅くなってしまう。多くの場所を巡るのではな
く、一カ所でお互いを深く知るようにするべきだ。
三つ目はプレゼンテーションのテーマをよりアカデミックなものに改善するべきだと思
った。日本の文化を広げることも大切だとは思うが、日本の文化はディスカッションしに
くいし、日本に興味のない人が聞いても面白くないと思う。日本文化についてではなく、
捕鯨問題、TPP、原子力発電などについてプレゼンテーションを行い、それに関してディス
カッションをした方が学びは多いし、そのディスカッションの中で日本の文化や生活につ
いて知ることも可能なのではないだろうか。
四つ目は情報共有の面を改善するべきだったと思う。出発直前まで研修のコンテンツを
伝えられておらず、学生は準備をしようと思ってもできなかった。プレゼンテーションも
どこで、いつ、どのような人に行うのかを知っていたらよりよいプレゼンテーションがで
きたのではないか。また、日本の大学の間で先生によって知っている情報が異なり、それ
によって学生は混乱した。スピーチ内容も前々から伝えられていたらメッセージ性を持っ
たスピーチになったと思う。
最後は派遣人数を改善するべきだったと思う。１校から 23 名の学生は多かった。人数が
多い分、情報共有がうまく行かなかったり、現地学生と交流しにくかったり、時間のロス
が増えたりしていたと思う。ガイドも 23 名の学生を誘導するのは大変そうだった。１校か
ら 15 名程度がよいのではないだろうか。
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以上が改善点だ。高校生などにとっては「経験する」という点ですばらしい研修だと思
うが、大学生には物足りない研修になってしまった。大学生にはよりレベルの高いものを
求めてもよいと思う。
3．私の提案
私が研修のコーディネーターだとしたら、アメリカの１つの都市に 10 日間日本人学生を
派遣する。そして日本人学生には出発前にプレゼンテーションは準備してもらわず、現地
に行き、そこの学生とグループを組んでもらってからプレゼンテーションを作ってもらう。
話し合いやディスカッションを行いながらプレゼンテーションを完成させ、最終日にグル
ープで発表をしてもらうようにしたい。このようにすることで、日本にいる間、日本人学
生は情報が来ないと心配することはないし、主催者側もプレゼンテーションのチェックを
学生派遣前の忙しい時期にしなくてすむと思う。現地の学生に英語のチェックもしてもら
えるし、学校内も案内してもらえるし、学食にも行けるし、寮にも行けるかもしれない。
これでは日本の文化を広めるという目的が達成されないと思うかもしれないが、そのよう
なことはないと思う。ディスカッションをする中で自然と雑談も入ると思うし、異文化間
で交流するとき、相手国の文化に興味を持つと思う。同じグループだったアメリカ人学生
とは今後も続く仲になるのではないだろうか。また、金銭的な面から見ても三都市まわる
よりもよいと思う。移動費、ガイド・バスの運転手代などが浮く。
以上が私の提案だ。確かに今回の研修で知り合いは増えたし、連絡先を交換した人も多
くいた。しかし、今後その人に連絡をとる確立は低いと思う。その場の友人ではなく、一
生続くような友人関係を築けるようにした方が、日本とアメリカの KAKEHASHI になるので
はないだろうか。
参考文献
・小林明（2011）
「日本人学生の海外留学阻害の要因と今後の対策」，
『留学交流』2011 年５
月号 Vol.2
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KAKEHASHI Project を終えて
理学部・物理学科２年

保坂玲

1．評価する点
① 飛行機ホテル移動手段スケジュールのすべてが用意されていたこと。外国に行くのに
何も考えなくてよいので楽だった。
② 第２，３日目が軽かったこと。
（渡米後の時差ぼけ、環境に慣れるまでに大学間交流が
たくさん入ると体力的に辛いものがあるので）
③ アメリカの学生が英語で話しかけてきたこと。日本語専攻だからと日本語を話される
と、
（私の場合）甘えてしまって英語を話さない。自分の使える単語でどう表現するか、
どうしたら伝わるかたくさん考え工夫する機会になった。
④ 多くの人と関われたこと。他大学、他学年、他学科そして他国人。旅行やただ語学留
学ではここまで幅広く交流できないだろう。
また、日本に興味のない（あまり日本を知らない）人と話す機会があったのは良かっ
た。Global Kids､Northeastern Illinois University に行かなければ、まるでアメリ
カ人全員が日本を知っていて興味を持っているように思いこんでしまっただろう。
⑤ 費用がとにかく安い。お金の心配がいらない。
2．改善すべき点
① 直前まで情報が届かなかったこと。渡航直前まで滞在先や訪問大学が確定せず不安だ
った。
② 部屋割り。２泊目からは良かったが、KAKEHASHI のようにグループで活動する場合、同
じグループで部屋を固めるできだと思う。夜に発表練習を行うのでお互いに気を使う。
③ KAKEHASHI Project の存在が周知されていなかったこと。文教育学部では授業中にアナ
ウンスがあったらしいが、理学部では全く知らされていなかった。
春夏の短期研修も理系向けが少ないし、文教育学部ばかり留学の機会が与えられてい
る印象を受けた。
3．私の提案
２－③を踏まえ、プロジェクトのアナウンスはすべての英語のクラスで行う。
訪 問 先 は 大 学 を 中 心 に 様 々 な 人 が い る 場 所 を 選 ぶ （ 観 光 地 、 今 回 の Global Kids ､
Northeastern Illinoi のようなところ）
。楽しいだけの project にしない。
また、プレゼンをしたとして内容に関する質疑応答の時間を設ける必要はあまりない。
KAKEHASHI 内で数回発表をしたが発表内容に関係ある質問がほぼなかったためである。もし
現地の人と議論の場を設けるのであれば、プレゼンとは別に議題を用意しておく。
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Kakehashi-Project を振り返って
文教育学部・言語文化学科１年 小山未空
１．評価する点
レセプションやレクリエーションの時間、大学食堂での昼食など、アメリカの学生と自
由に交流する時間が設けられており、堅苦しい話題ではなく、身近な話題で気さくに話を
する事が出来た点。その時間の交流を通して、連絡先の交換をすることが出来た。
ニューヨークで、Hard Rock Café、タイムズスクエアの他、エリス島で米国史に触れ、
メトロポリタン・ミュージアムで美術品鑑賞が出来たことは、“本物のアメリカ”を体感す
るという点で重要な意義を持った。実際に自分の目で見ることでしか味わえない感覚があ
ると感じた。観光で様々な場所を案内してくださったコーディネーターに感謝したい。
日本人同士の交流に関して、同大学の先輩方と 10 日間寝食をともにしたことは、自分の
振る舞いを見直す良い機会になったと思う。また、コース選択に関する個人的な相談や、
女子大特有の悩みを相談することが出来たので、心のわだかまりが少し軽減された。大学
内の交流機会としても良かった。時間をかけて親密な関係になったことで、帰国後も食事
会を企画するなど、お茶大生間では珍しいと思われる親密な友人関係を気づくことができ
たと思う。このことは、私にとって大きな収穫の一つとなった。
アメリカの学生との交流の場では、夏にお茶大で連絡先を交換し、Facebook 上で連絡を
取り続けた友人との再会が印象に残っている。来年は日本に留学することが決まっている
という話から始まり、日常のたわいもない話や将来の夢など、言語の違いや文化的背景の
隔たりを気にすることなく会話を楽しむことで、個人間の交流の柔軟性を感じた。また私
にとっては、英語を使用している、ということを意識せずに、自分の感情をストレートに
表現することをためらうことなく会話が出来たことに満足感を覚えた。このような交流を
重ねることで、後には国家間の政治的・経済的問題といった、重いトピックについても、
次第に議論を交わせるようになるのではないか、という希望を抱いた。最後に、実際に自
分の肌で様々な場面から“アメリカ合衆国”を体験したことで、“American Dream”の雰囲
気を実感し、少しばかり自分の将来に光を見いだすことができるようになったような気が
する。
２．改善点
日本出発前夜に行われた、プレゼン方法の講義をもっと早い時点で日程を組んで実施し
て頂きたかった。どれほど素晴らしい講義を受けたとしても、渡米前夜という状況では自
分たちのプレゼンに十分反映することが出来ない。プレゼンになれていないにしても、や
るからには恥ずかしくないように、そして今後の自分の為になるようにしたいと考えてい
たので、この点に関しては大変惜しいことだったと感じている。それに加え、私たちのプ
レゼンに関する態度も、講義を受ける前までは生半可なものであったように思える。「やれ
ばいいんでしょう」といったような態度があったことも否めない。このことからも、プレ
ゼンに関しては入念な事前準備・指導、それに対する意識の向上が必要であったと感じた。
エンジンがかかるのが遅すぎたと思う。また、聴衆が私たちのプレゼンに何を求めている
のか、日本政府あるいはローラシアン協会が要求していることが何なのか、その主旨を理
解することが困難であった。「日本の誇れる点・強みを発信してほしい」という非常に抽象
的な要求を受け、話し合いを重ねた上で決定したトピックは他大学と重複してしまった。
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ものによっては、内容までもが酷似してしまったものもあり、アメリカ滞在中に急遽、プ
レゼンの内容を変更したチームもあった。大学ごとに大まかなテーマを与えても良いので
はないかと思った。
プレゼンの後、質疑応答の時間が設けられたが、それほど活発な議論に発展することは
なかった。アメリカの学生側が必要とする、または関心のあるトピックを取り上げる必要
があったのかもしれない、と反省している。この点に関して、日本とアメリカの大学間で
の事前の話し合いが必要だったと感じた。あるいは、日本側とアメリカ側の学生が特定の
テーマを共有し、双方からのプレゼンを行うことで、その後の質疑応答や討論を活発にす
るなどの改善方法が考えられる。
今回に関して、UMass で福島原発に関する日本人学生の意見を求める質問が投げかけられ、
数秒間の沈黙の後、東洋大学の帰国子女の二年生男子が口火を切った。あのような場面で
発言するだけの知識は、今回渡米した 23 人（自分を含めて良いのかは怪しいが）は持ち合
わせているはずであるし、沈黙していては何も始まらないので、何はともあれまずは発言
するべきだったと思う。（そうすれば、一年生の私も出しゃばってしまったのではないかと
不安にならなくても済むので！）
個人的には、事前に準備したプレゼンテーションを一方的に発表するだけではなく、討
論など予想の出来ない展開の可能性を含んだ、リアルな交流、生きた英語を交わす場がも
っと欲しいと感じた。たくさんの大学巡りをするのではなく、例えば５ＣＣとの交流に多
くの時間を割くことで、ひとつ深い段階での交流ができるのではないかと考えた。
３．提案
国内、事前準備の早い段階で、プレゼンテーション最終完成度合の目標設定をする。例
えば、ＴＥＤトークのような形式のプレゼンを要求しているのか、学生立場からの情報発
信ということに重点を置いているのか、を明確にする。発表テーマは聴衆層によって決定
し、相手が必要としている情報、企画者側の目的を考慮する。大学ごと、あるいはチーム
ごとにトピックを割り振り、それらの重複を避ける。渡航先での目標や、参加する意義を
自覚させることで、参加者たちが自身に与えられていた役割を認識出できるようにし、「楽
しい渡航♪ではなく、有意義な渡航！」になることを目指す。
現地滞在中、訪問大学で参加者それぞれに現地学生のバディーをつける。（事前に学生同
士で連絡をとれるようにすると交流が円滑に進む。：高校の時に同様のことを体験した。）
バディーと一緒に授業を受け、昼食をとる。その後、プレゼンテーション会場にてバディ
ーを含む現地学生・日本人学生で集まり、プレゼンをし、質疑応答・討論の時間を設ける。
レセプション会場で立食パーティー。お別れまでの時間はフリーとし、連宅先の交換など
にあてる。訪問大学ではなるべく日本人学生が２人以上で行動することがないようにする
ことで、英語を話さなければならない状況に身を置かせる。
残りの日程で、博物館や美術館を含む観光の時間とする。
今回の渡米では、常に日本人学生同士でかたまっていたために、あまり英語を使っての
会話がなかったように思えたので、その点は大きな改善点となりうるのではないだろうか。
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KAKEHASHI Project を振り返って
生活科学部・人間・生活学科２年 石川文絵
1．評価する点
今回の KAKEHASHI Project を通し評価する点を３つあげる。
１点目はニューヨークでの総領事・大使館訪問である。国際交流基金主催の国家プロジ
ェクトであったために、大使館を訪問し日本大使と直接お話するという大変貴重な経験を
することができた。
２点目はシカゴでの Barnes+Thornburg 事務所訪問である。お茶大卒業生の話を聞くこと
ができたことは、将来について考えるきっかけになったと同時に、「海外で働く」という新
たな選択肢が増えた。実際にアメリカで働くお茶大卒業生の考え、視点を学んだことは非
常に良い機会であったと感じている。
３点目はアマーストでのプレゼンテーションで、ディスカッションの機会を得られたこ
とである。聴衆には子どもからご老人まで幅広い世代の方がおり、その多様性を反映した
質問や議論は非常に面白く感じられた。また、日米の視点の差をつく鋭い質問もあり、「国
家と個人」や「アメリカと日本の自由の違い」について考えるきっかけになった。
2．改善すべき点
今回のプロジェクト全体は受け入れと派遣の二部構成であったが、特に派遣を通して感
じた改善すべき点を、３つあげたい。
１点目はディスカッションの機会の少なさである。このプロジェクトの目的の一つであ
る「日米の相互理解の深化」という点からは、各大学でプレゼンテーションをするだけで
は日本側からの一方的な発信になってしまい、相互理解には至らないといえ、目的を十分
に達成することは困難であるだろう。プレゼンテーション、質疑応答を経たのちに、いく
つかのグループになってディスカッションをして意見交換をすることによってはじめて相
互的な活動が生じるといえる。
２点目は移動の多さである。今回はニューヨーク、ボストン、シカゴの３都市、計５大
学を訪問しそれぞれでプレゼンテーションを行った。プレゼンテーションの回数を重ねる
ことで、発表者側は自信もつき経験も積むことができると同時に、より多くのアメリカの
学生に日本文化を発信できる。このことは「グローバル人材」として活躍するために必要
な英語力やプレゼンスキルを身につけることに寄与し、効率よく日本の魅力を伝えること
が可能である。しかし、多くの場所で「発信」することはできても、
「相互理解」までつな
がったかどうかというと疑問が残る。訪問都市の数を減らして移動距離を短縮する分を、
学生やコミュニティの方々との対話の機会に当てるべきだと考える。
３点目は全体的なスケジュールに占める観光の多さである。ボストンを除く２都市では、
観光や買い物にあたる時間が多かったように思う。もちろんアメリカを知る上では街に出
て、現地の生活や空気、文化に触れることは欠かせないだろう。しかしながら観光によっ
て感じ取られる文化は、きわめて表層的なものであり、アメリカの国の一面に過ぎず、内
実にせまるものとはいえないと考えられる。大学の授業を欠席してプロジェクトに参加し
ていることから、観光よりも企業訪問やアカデミックな学びの機会が必要に感じた。
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3．私の提案
このプロジェクトの第一の目的に、「日本経済の再生に向けて、訪日外国人数の増加を図
る」という文言がある。少子高齢化や第三世界の台頭により国際競争力が相対的に低下し
ている日本が、国際社会での生き残りをかけて観光分野の点から経済再生を図ろうとして
いることが読み取れる。その目的を達成するには、派遣者一人一人が観光大使になり、積
極的な誘致を行う必要があるといえ、プレゼンテーションの内容も観光に特化したものに
すべきである。この場合の聴衆は学生に限る必要はなく、コミュニティイベントなどで発
表を行うことが効果的であるといえる。
その一方で、青少年交流を通じた「日米の相互理解の深化」という目的もある。相互理
解と経済再生は同じベクトル上にあるものとは言いがたく、同時に達成することは難しい
と考えられる。日米の相互理解の深化には、互いの交流や対話が必要であり、観光に特化
したプレゼンテーションのほかにそのような機会を設ける必要があるといえる。
そこでわたしの提案としては、まず日本側が観光に特化したプレゼンテーションを幅広
い世代に対して行い、日本への誘致を図る。次に大学生交流として、日米が共通して持つ
問題について双方からプレゼンテーションを行い、グループになって議論する。その時の
議題は「外交」「ジェンダー」「安全保障」などと事前にいくつかにテーマをわけ、各自が
それぞれの視点から発表の準備をしておく。発表後にグループごとに集まって意見交換を
して、視点の違いや考え方の違いに触れたのちに問題解決に向けてともに話し合う。発表・
議論・対話を通して、問題を共有し解決を目指す課程で日米の青少年間の相互理解を深め
ることがねらいである。
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KAKEHASHI, Bridge from Both Sides
文教育学部・人文科学科２年

斉藤美沙季

1．評価する点
評価する点は３点ある。１点目は、費用がほとんどかからずにプロジェクトに参加でき
る点である。海外に行くにはやはり費用がかさむので、金銭的な制限なく、海外に行かせ
てもらえる機会はものすごく貴重である。２点目は、現地の大学生と交流する機会が多く
設けられていたことである。交流の内容はまだ改善の余地があるが、そもそも交流する機
会があったこと自体は、ありがたく、交流を通じ学生としての学習への姿勢など学ぶべき
ことも多かった。３点目は、多様なキャリアをもつ人々に出会えたことである。ガイドの
メアリーさん、ダンさんをはじめ、現地で日本語を教えている先生方や弁護士として活躍
されている山本さんなどに出会えたことはとても有意義なものだった。特に海外で活躍さ
れている女性の姿は自分にとって励みになるものであった。
2．改善すべき点
改善すべき点は４点ある。１点目は、日本の学生が一方的にプレゼンテーションをする
機会が多く、米国の学生の意見を聞く機会が少なかったことだ。簡単な質疑応答ではなく、
グループディスカッションの時間をじっくりと設けて欲しかった。また、プレゼンテーシ
ョンのテーマもクールジャパンを世界にアピールする、というもので、ディスカッション
向きではないかもしれない。ゆえに、プレゼンテーションのテーマを２種類（クールジャ
パンに関するものと多様性に関するもの（多様性は、６月のセッション時のテーマであっ
た））を用意し、後者でディスカッションをするのが望ましいと考える。また、できれば多
様性に関するプレゼンテーションは米国の学生も用意し、お互いに話し合い、現地での調
べ学習を行うなどして、最終的に日米の学生で１つのものにまとめられると更によいので
はないだろうか（具体的な提案は３に書く）。２点目は、様々な場所を短期間で訪問すると
いうタイトなスケジュールであったため、なかなか現地の学生とゆっくり話す時間がとれ
なかったことである。大勢の学生と浅くつながるよりも数人の学生とじっくり話して交流
を深めたほうが、帰国後の双方の関係も長く続くと私は考えている。そのため、もっと少
人数で密な関係を築く時間が設けられたらよかったと考える。３点目は、11 月にいきなり
訪問するのではなく、遅くとも夏休み中から現地の学生とスカイプなりチャットなりで交
流を深めておきたかった点だ。どうしても滞在日数に限りがあるので、その滞在期間を最
大限行かせるように、事前・事後も交流の機会を設けてほしいと思う。６月にお茶大を訪
問したマサチューセッツ五大学連合の学生とは、後日メンバー全員でテレビ会議のような
ものをしたが人数が多かったのでなかなか思うように話せなかった。できれば、６月にデ
ィスカッションをしたグループメンバーと少人数でテレビ会議ができればもっとよかった
と思っている。
3．私の提案
山本さんの話を聞く会やクールジャパンのプレゼンテーション（質疑応答の時間もきち
んととる）は今回と同様に行うが、大学訪問の際に１か所の大学だけは今回と内容を変え
てみたい。どのように変えるかを以下に記す。まず、プレゼンテーションのテーマを２つ
にすることだ。１つはクールジャパン、２つめは多様性を大きなテーマとし、それぞれグ
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ループごと（今回と同じく４グループ）に小テーマに分かれる。多様性に関しては、例え
ば、Ａグループが「多様性と教育」、Ｂグループが「多様性とジェンダー」、Ｃグループが
「多様性と雇用」、Ｄグループが「多様性と都市」というテーマに分かれるとする。このよ
うに日米それぞれで上記のように４グループに分かれ、日本の学生は日本の場合を、アメ
リカの学生はアメリカの場合をプレゼンテーションにまとめる。９月からスカイプなどを
使ってグループごとに現状の進捗を報告し合い、日本の学生は英語の表現などを米国の学
生に教えてもらう（米国の学生は日本語学習者であれば日本語で発表をしてもよいが、英
語でもかまわないとする）。さらに 11 月の訪問時に、プレゼンのテーマに関連して米国で
訪問したい場所や話を聞きたい人（例えば、Ａグループであれば学校、Ｂグループであれ
ば現地の NGO、Ｃグループであれば企業、Ｄグループであれば都市計画プランナー）も事前
に相談しておき、11 月に訪問する場所を決めておく。ある大学と２日間行動をともにする
ことができるとして、１日目は各グループの自由研修にする。その時間を使ってグループ
ごとに事前に決めた訪問場所を訪れる。２日目は午前中に昨日の自由研修で学んだことを
プレゼンテーションにまとめ、発表の最終調整を行なう。このようにして日米の学生で共
同して作り上げたプレゼンテーションを午後の時間を利用して発表し、その後は、日米の
学生をミックスにして（同じグループであった日米の学生が１人ずつはどのグループにも
いるようにする）４つのテーマについてディスカッションをし、全体での共有も行う。こ
のように日米の学生で協力して１つの発表を作り上げる経験は大変だがとても価値のある
ものになるだろう。また、１日目を自由研修にすることでお互いの仲も自然に深まると思
う。全ての訪問先でこのような共同作業をすることは難しいとしても、どこか１カ所でも
実現できれば、訪問時に学生が一貫した研究テーマを持ってプロジェクトに参加すること
ができる。また、帰国後もグループごとに月１回のペースでプロジェクトを通して学んだ
ことや、今の自分の生活にどのように生かしているか、プレゼンテーションをしたテーマ
に関して自国で何か変化があったか、などを共有できればなおよいと思う。このように交
流を一過性のものにせず、狭く長くつきあえる交流にしていくことがポイントであると考
えている。以上のように変更することで、日米双方の学生の間に達成感が広がると同時に、
相手の国の○○さん、という個人的で密なネットワークができると私は考えている。

- 92 -

KAKEHASHI プロジェクトの意義と実習としての在り方
文教育学部・言語文化学科２年

内山みどり

1．評価する点
一つ目に、短期でありながら数多くの機関を訪問できたという点だ。今回のプロジェク
トは、外務省や国際交流基金、ローラシアン協会をはじめとする様々な機関の連携によっ
て旅程や訪問先が組まれているということもあり、大学や企業、領事館といった公的機関
を訪問できたという強みがある。政府が推進する「北米地域との青少年交流」の一環で訪
問する機関としてふさわしい。また、日米交流の将来の担い手として期待されていること
を常に意識し、モチベーションを維持することができた。派遣された学生全員がことある
ごとに自分たちがその場にいる意味合いを感じていたのではないか。
二つ目に、青少年交流という留学や語学研修とはことなるユニークな切り口で海外渡航
を経験する点だ。今回は、英語圏への派遣であったが、英語学習が主の目的ではない。も
ちろん、英語を用いる環境が普段より整っているという点では英語を実践する機会となっ
た。しかし、一番の目的は交流である。しかも、日本語・英語両方を交えた交流は、日本
に関心のある学生とコミュニケーションをとる機会が多い本プロジェクトに特有なもので
あり、日米双方の学生にとってそれぞれが学習中の言語を用いることは、より対等性が増
す。また、自然とお互いを知ろうという姿勢が生まれやすく、こころから交流の楽しさを
覚えた。そして私は、プロジェクトを通じてあらためて人的交流の大切さを実感した。そ
れは同時に今回の目的である日米間の KAKEHASHI をかけるのにもっとも重要な要素だ。
2．改善すべき点
大学生同士の交流ということで、もう少しアカデミックさが加わればいわゆる「得るも
の」の多いプロジェクトであったと思う。アメリカの学生がお茶大に来た際、多文化共生
についてのプレゼンとそれを受けたグループディスカッションをした。拙い英語ながら、
互いの国が抱える問題について話せたのは有意義だった。KAKEHASHI プロジェクト全体とし
ての「青少年交流」という趣旨とお茶大独自の「多文化共生について考える」というサブ
テーマは重なり合う点もあり、交流の中では多文化の存在を知り、そのような環境を肌で
感じることは出来た。もちろん、キャンパスツアーやウェルカムパーティなどでざっくば
らんに個人的に社会問題などについて聞いてみるということは出来たかもしれないし、わ
たしもそのような話に導く努力をすべきだったのかもしれない。しかし、お茶大生がアメ
リカを訪問して実際に感じたこと、イメージとの違い、生じた疑問点などは個人レベルで
の交流の中だけにとどまらせず、全体で共有してお茶大でおこなったディスカッションの
ように発表しあったり意見を聞いたりする場があるとアカデミックさが増すし、自分が見
過ごしていたことにも気づけるだろう。
また、10 日間にわたる滞在を帰国後の一日で振り返るのはもったいないと思う。せっか
くさまざまな貴重な経験をし、みな気づきがあったはずなので、毎晩その日の振り返りを
バスの中などでおこなうのもよいかもしれない。陸前高田における実習では、毎晩夕食後
に振り返りをおこなった。ただ、疲労や体調の都合はそれぞれなので、そのような場を設
けることはむずかしいかもしれない。
今回のプログラムは、大学ごとに訪問先が異なり、他大学の訪問先には私の関心のある
機関も多かった。夕食時間など、大学ごとではなく垣根を越えて座り、お互いの情報交換
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をするのも有意義だと思った。また、global kids をはじめとする機関について、なぜ私た
ちはそこを訪問するのか、などそこが選択された意図がはっきりしないまま終わってしま
った。お茶大生にそこを訪問させるのには何らかの意図があるはずで、事前告知があると
なおよかった。
3．私の提案
日本の魅力、強みを発信するのに大学内でしかも既に日本に関心を抱いている学生を対
象にプレゼンを行うのは、より広範囲な層へのアピールとして本当に効果的なのか。日本
政府として私たちに日本発信の「ジュニア大使」のような役目を与えるならば、政府主催
でかなり大々的な「Japan festa」のようなものを屋外の大きな公園などで開催し、その中
に設けた小テントのブースで各グループが用意したプレゼンを行うのはどうか。私がイメ
ージするのは、青山公園などで開催されたドイツフェスタなどだ。ドイツフェスタは、フ
ード中心だったが、Japan Festa は私たち学生によるプレゼンを組み入れることで、「人」
を通じたコミュニケーションを交えた独特な文化の魅力発信が出来るのではないか。外務
省主催あるいは後援の festa だからこそ出来る大規模なイベントに学生ならではの立場で
参加するのは意義があるのではないか。私たちも時間をかけて作ったプレゼンをより多く
の方に伝えたいという意気込みで渡米しているので、このような festa ならばプレゼンを
何度も行うだけでなく、フィードバックを期待できるという点でやりがいがいある。私た
ちが各国の festa に参加して、よりその国に関心を持つ経験から、逆に私たちも open なイ
ベントで日本の魅力発信を行いたいと思うのは自然である。
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KAKEHASHI プロジェクトを通して
文教育学部・言語文化学科２年 松下華菜
今回の KAKEHASHI プロジェクトを通して感じたことを１．評価する点 2．改善するべき点
3．私の提案という順に述べる。
1．評価する点
今回のプロジェクトで一番良かった点は現地の様々な大学を見学できたことだ。日本で
も他大学を見学する機会はあまり得られるものではなく、自分の大学以外の大学生がどう
いった生活を送っているのかとても興味があった。そして私たち自身が大学生であるため、
中学や高校ではなく大学を訪問できたことで私たちと同じ年齢の人達がどういう生活をし、
何を学んでいるのか知ることができた。また、我々はニューヨークでは Hunter College、
マサチューセッツでは Mount Holyyoke College, Umass, Amherst College,シカゴでは
Roosevelt University, Northeastern lllionois University を見学したが、地域ごとの大
学を訪問することができたこともよかった点の一つである。渡米によって私は日本とアメ
リカの文化の違いを深く学ぶことができ、日本との習慣や文化の違いに多々驚きを感じた
が、地域ごとの大学にもそれぞれの特徴がはっきり表れており、アメリカの中でも土地ご
との文化や雰囲気の違いなどを実感することができた。この経験によって一つの国の中で
も文化的差異が存在するということを改めて認識した。
さらに、Mountholyork College では見学だけではなく実際に授業を受けることができた
こともとても良い経験となった。なぜなら日本の大学の授業と大きく違っていたからだ。
私が受けた人類学のクラスでは教授が授業中にアンケートをとりながら進めて行く形をと
っており、一人一人の学生がリモコンを使いアンケートに答えていた。また、教授はアン
ケート結果をもとに生徒の意見を聞き、教授と生徒の対話によって授業が進められていた。
日本の講義形式の授業とはまったく異なっており、とても魅力的だと思うと共に日本の授
業への疑問の念を抱いた。アメリカの様々な大学を訪れたことは、私が大学生としてこれ
からどう過ごして行くべきかを考えさせてくれると共に、自分の今までの生活以外の新し
い世界を見たことによって視野の拡大につながった。
2．改善するべき点
今回の 10 日間の滞在を通して改善するべきだと感じたことは２つある。１つ目は事前の
調査不足だ。アメリカに行く直前に担当が振り分けられて、現地のバスの中で訪問先につ
いての知識交換が行われたが、観光地を含め全ての訪問先においてより詳しく調べてから
行くべきだったと感じる。予定通りではなかった場所もあるため仕方ない部分もあるが、
知識がない為によくわからないまま終わってしまった観光地なども正直ある。事前に調査
を行い冊子にまとめるなどをしておけば全員が十分な知識を持つことができ、そして訪問
した際にはより深くその場所を知ることができただろう。また、訪問先だけではなくニュ
ーヨーク・マサチューセッツ・シカゴのそれぞれの特徴や歴史的背景をしっかり事前に調
べておくべきであったと感じる。直接目にして体験することももちろん大切だが、予備知
識があれば深い理解が得られるに違いない。出発前のミーティングなどで調べる時間を設
けるべきだったと感じる。
もう一つは「観光客」で終わってしまったことだ。確かに 10 日間の滞在だったため私た
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ちは観光客にすぎなかったのだが、常に団体行動で周りに日本人がいることの方が多かっ
たことを思うとあまり現地で生活したという気にはなれない。例えば自分たちでレストラ
ンを探してお店に入りメニューを注文するという機会もほとんどなかった。電車に乗るこ
ともなかったため、日常生活・文化の体験にはあまりつながらなかったように感じる。10
日間様々な貴重な経験をしたが、どれも日常的というよりは非日常的な体験だったように
思う。もう少し実際のアメリカの生活に触れる機会があればより日本との生活の違いを実
感することができ、多文化について理解が深まっただろう。
3．私の提案
以上のことをふまえて、私が提案したいことはホームステイまたは大学の寮での生活だ。
ホームステイはやはり現地の日常生活を体験するためには一番有効な手段であると感じる。
また多くても数人の学生しか一つのホームステイ先に泊まることがないため、ホームステ
イを行った場合多くは英語でコミュニケーションをとることになるだろう。そうるすこと
によってより英語力の向上にもつながる。また、大学の寮で生活することができれば実際
の現地の大学生がどのような生活をしているのか体験することができる。私はアメリカの
大学生と交流することができたことが一番良かった点だと考えるため、寮での生活も知る
ことができたらさらに良かったと感じる。毎日ホテルで滞在するだけではせっかくのアメ
リカ滞在なのに少しもったいないような感じがした。10 日間ずっとホームステイなどをす
ることは不可能かもしれないが、１日でもこういった現地の生活ができればもっとアメリ
カの文化を肌で感じることができるのではないかと思う。
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KAKEHASHI プロジェクトふりかえりと企画の提案
文教育学部・人文科学科３年 一ノ瀬霞
1．評価する点
今回の実習で私が良かったと感じた点は主に３点ある。
１点目は、多文化共生を主眼においたＮＰＯ団体や大学を訪れることや、実際にアメリカ
にある企業での多文化共生への取り組みについて現地で働いている人の生の声を聞くこと
で、それぞれの団体等が多文化共生をどのように捉え、いかに働きかけているかを知るこ
とが出来たことである。
２点目は、海外の大学でプレゼンや討論をするという貴重な機会を得られたことである。
海外に行って初対面の人々を前に英語でプレゼンをし、質疑を受けるという機会はなかな
か得ることのできないものだったため、これを通して自分の英語力にある程度自信もつい
たし、課題点も見つけることが出来た。今後の学習への強いモチベーションとなった。
３点目は、大学で授業を聴講したり参加したりすることで、アメリカで大学教育がどの
ように行われているか、そしてそれが日本の大学での授業の行い方とどのように異なって
いるかを、少しではあるが見ることが出来た点である。講義形式の授業において学生が積
極的に手を挙げて次々に教授に質問を投げかけるのは、日本ではあまり見られない光景で
あったため、私自身もこのような学習態度で授業に臨むよう普段から心がけたいと感じる
ことが出来た。
2．改善すべき点
改善すべきと感じた点も同様に３点ある。
１点目は、プレゼンが一方的であり、お互いに十分な理解が得られたとは思えない点で
ある。私達が日本を紹介するだけでなく、例えば同じテーマで相手国側の学生もプレゼン
紹介をするなど、相互の交流が見られると良かったと感じる。
２点目は、日程が詰め込み過ぎで、一つ一つの訪問先に十分にコミットすることが出来
ず不完全燃焼に終わった点である。半日、もしくは一日程度の訪問で、本当の「交流」が
生まれるのだろうか。滞在箇所を絞ってじっくりと関わり合う方が、後々にも続くような
「交流」が出来るのではないかと思う。
３点目は、自分達で行く旅行では見られないような部分、出来ないような体験をもっと
出来たらよかったという点である。企業訪問は非常に学ぶものが多く良かったと感じるが、
普段の旅行でも訪れることが出来るような場所にわざわざ実習として行く必要はなかった
のではないかと感じる。もちろん、相手の国の様子を見ることは文化を知ることになり、
学びに繋がるが、10 日間と言った短い期間であれば比重の置き方を変えた方が良いのでは
ないかと思う。
3．私の提案
私がコーディネーターになったとしたら、以下の３点を下地にしたプロジェクトを作り
たい。
1．滞在都市を一箇所に限り、じっくりと交流を行う。
2．プレゼンは一方的に行うのではなく、グループごとに一つの共通のテーマを決め、日
本人グループと相手国側グループとが協力してプレゼンをつくりあげていく。
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3．プレゼンのテーマに関する授業を受けて、新しい知識を取り入れつつプレゼンに活か
す。
たとえば「多文化共生」をテーマとして設定するといったような今回の実習の要素を取
り入れた上で具体的なプランを作ると想定すると、私は下記のようなプロジェクトを提案
したい。
まず日本人側、相手国側それぞれが４つのグループにわかれ、その上で日本側のＡグル
ープは相手側のＡグループ、ＢグループはＢグループと、というように統合する。そして
統合したグループごとにサブテーマを設定する（例えば、○○における多文化共生、とい
うように）。
渡航前には、事前準備として、グループごとにインターネットを使った会議システム等
を使い、下調べや情報共有を行う。渡航後は、現地の大学で自分達の扱うテーマに関連す
る授業を受けたり、テーマに関係した取り組みを実際に行っている団体や企業を訪問しイ
ンタビュー等を行うことで、より知識を深めていく。
このように、事前に調べていた情報にプラスして現地で自分達の足を使って集めた知識
を使い、グループ内で討論を重ねて一つのプレゼンをつくり、最後にそれぞれのグループ
が公の場で発表・討論をする。帰国後は再度インターネット会議を使って全体でフィード
バックを行い、さらにそれぞれが自分の国で実習の成果を発表するような機会を設ける。
このようなプランであれば 10 日間ぐらいの滞在でも、事前準備をしっかりとしておけば
十分に実行可能であると思う。
一つの目的を設定して共に協力しあいながら、密に連絡を取り合いながらつくりあげて
いくことで、将来にも繋がるような真の「交流」が生まれるのではないだろうかと私は考
える。
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KAKEHASHI プロジェクト現状とこれから！
文教育学部・言語文化学科３年 小保内瞳
今回、お茶の水女子大学のメンバーとともに、このプロジェクトに参加できたことを本
当にうれしく思うと同時に、いろいろな場面で疑問や不満を感じることもあった。それぞ
れを客観的にまとめ、私なりの改善策を提案したいと思う。
1．評価する点
まず初めに、このプロジェクトの最も評価すべきところは、そのミッションだと思う。
学生たちに、海外において日本の良さや強みを発信する機会を与えたい。そのために政府
が渡航費などを全負担し、学生たちに海外へ行くチャンスを提供するという仕組みは本当
に素晴らしい。
次に、各地で訪問できる大学、企業、組織などの選定や 10 日間の日程のすべてのホテル、
店などの手配においても、学生たちがどんな環境でどんなところに訪問してもらいたいの
か、ということを考えて計画されていると感じた（しかし、これは裏を返すと予定が詰め
られすぎて、余裕がなく、途中で集中力にかける原因にもなったので判断は難しい）。特に、
最終日の山本まりさん等、大学によっての訪問先が良かったように思う。
2．改善すべき点
最も大きな課題だと感じたのは、プロジェクト全体の統一感と、目標に向けての準備不
足というところだ。今回で言うと、他大学との事前の交流は必須だったと思うし（各自現
地で行うというのは無理があったように感じた）、お互いのプレゼン内容を把握しておく必
要があったと感じた。
また、根本的な課題として、多文化交流が前提だったはずが、一方的に日本の文化を押
し付ける形になってしまっていたのが残念だった。６月にお茶大に来てくれた学生たちと
の交流のように、お互いに同じテーマでプレゼン等を用意し、それについて討論するとい
う形がよかったのではないかと思う。また、たった一度の訪問で深い友情関係を築くのは
物理的に難しいので、事前にビデオ会議等の機会を増やし、相互の関係を築いておくこと
も必要だったのではないかと感じた。
3．私の提案
もし私が企画側だったと仮定して、今回のプロジェクトをベースに組み直すとしたら、
まず６月の段階から、なるべく早く訪れる大学や企業を確定させるようにし、先方と学生
とのつながりづくりをしっかりと行っておきたい。またメアリーさんのようなガイドの方
とも先にコミュニケーションをとっておくのがよかったと思う。今回、訪問先など現地で
の予定がはっきりするのが約一週間前と直前すぎたので、訪問先についての下調べなどが
不足してしまったが、そうすれば、調べ不足ということはまずなく、関係性が築かれた上
で訪問することが可能だと思う。
また、日本にいる間は、一緒に行く各大学のメンバー同士の交流会や勉強会などを行っ
たりして、現地についての知識を高めておくことも大切かもしれない。また、現地の学生
との交流についても、事前に連絡を取り合っていた学生と必ず会えるようにし、一度きり・
その場の友達作りではなく、長く連絡を取り合っていける関係性を目指したい。
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それから、今回多くの大学や学校を訪問したが、私自身は一都市につき一校に絞ってじ
っくりディベートを行うのでもよいのではないかと感じた。そうすれば、その学校の学生
と一緒に各都市の観光もできるし、仲良くなれる機会も格段に増えるだろう。また、日本
文化の紹介だけではなく、現地の文化の紹介もお互いに行えば、両国の違いのおもしろさ
や文化的背景についてもお互いに理解が深まるのではないかと思う。せっかく国のプロジ
ェクトで行くわけだから、ただの観光や日本から来た学生チームだけの交流は現地ではな
るべく避け、現地でしかできないこと・現地の学生と共同だからこそ実現できることは何
かを事前に細かく決めておき、それらを行うべきだと思う。
また、「自分にとっての KAKEHASHI とは何か」という質問を、もっとオープンにしていき
たい。参加した学生同士、最後に交流会を設けて、各自の見つけた答えや、10 日間を通し
て学んだこと、感じたことについて共有する時間があるともっとよいと思う。せっかくプ
レゼンの練習をしたのだから、最終発表としての場が全体で持てればなおよいだろう。ま
た、プロジェクトが終わったあとにも、現地の学生とビデオ会議をしたり、訪問先の企業
の方と意見交換会を行ったりできたらおもしろいと思う。
今回、一番の改善点は情報の共有不足であり、また各学生との交流だったと思う（任意
で行えただろうが、ある程度のサポートはもう少しあってもよかったと感じる）
。一方的な
企画ではなく、双方的に関わりを強められる企画になることを願う。
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KAKEHASHI Project を振り返って
文教育学部・言語文化学科３年 吉田真央
1．評価する点
① 安全面
今回の研修で一番感動した点。移動、宿泊先、訪問場所のすべてにおいて身の危険を
一切感じなかったのでしっかり組まれた研修だと思った。安全を確保するために現地の
人との交流は減った印象があったが、それでも一番に評価したいと考えた。
② 経済面
やはり外務省委託で行われているだけあり、経済的な心配が少なかったのも評価すべ
き点だと考えた。自分でお金を出して海外へ行くとき以上の責任感を持って臨むことが
できたのも経済的なバックアップのおかげだと思う。
③ プログラム構成（訪問都市）
10 日間という短い滞在期間にも関わらず、ニューヨーク、ボストン、シカゴという大
都市を訪問することができたのが魅力的だった。それぞれの都市で大学に行くことがで
き、都市ごとの風土や学生の雰囲気の違いを体験することができたのは貴重な経験であ
る。
④ サポート面
現地でのアテンドを英語ネイティブの人が常にしてくれたのが心強かった。タイトな
スケジュールの中でも私たちの希望をくみ柔軟に対応してくださったので何とか 10 日間
乗り切ることができた。
2．改善すべき点
① 目的
そもそもの目的があいまいだった。KAKEHASHI をつくるといってもそれがアカデミック
なディスカッションを含むのか、それともただの異文化交流で終始するのか、研修が終
わっても謎のままだった。
② プログラム構成
上で挙げた目的とも関連するが、本研修の目的が定まっていなかったために結局「日
本宣伝隊」として巡業したというような印象を持った。せっかくレベルの高い大学を訪
問できたのに、こちらが一方的にプレゼンをしてあとは学生同士で自由に交流という、
双方にとって得るものが少なくなってしまっていたように思う。
③ プレゼンテーション
結局目的もオーディエンスも分からないまま出来上がったプレゼンだったので自分の
中で不完全燃焼になった。途中で無理をいって作り直したが、それができるのなら最初
からもっとしっかりしたプレゼンを作りたかった。
3．私の提案
① 目的
「多文化共生」をテーマに経済、科学、文化などのトピックに分かれて日本と相手国
双方の立場からプレゼンテーションを行い、理解を深める。
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② 参加学生
マサチューセッツの５ＣＣのような形で、
「東京５大学コンソーシアム」を結成。各大
学から１グループずつ選出された学生で構成する。または、学内で専攻ごとに枠を決め
てそれぞれの学問分野を活かしたプレゼンを行う。
③ 滞在期間、訪問先
期間は２週間前後で、訪問都市は最大でも２つまで。できれば１つの都市が望ましい。
訪問先は大学で、日本側と同じ主旨で集められた学生との交流をプレゼンやディスカッ
ションを通して実現する。機会があれば授業を聴講させてもらう。
また、地域の国際交流機関を訪れて取り組みや様子を視察する機会を設ける。
１つの都市に１週間程度滞在することで観光では見えないその土地や地域の人に根付
いた文化を感じる。
④ その他
学内で全学から募集をかけるとどうしてもグロ文や英文の学生が多くなり、考えにも
偏りが出てしまっているように感じたので、なるべく多様な分野から学生を集めたいと
思ったのが企画のねらい。
目的意識を高めるのならば、たくさんのことを詰め込むのではなく、１つ１つの質を
上げることが大切だと本研修を振り返って感じたのでアカデミックな内容に焦点を当て
て提案する。

- 102 -

KAKEHASHI Project を通して考えたこと
文教育学部・言語文化学科２年 佐藤文香
1．評価する点
私が KAKEHASHI Project の評価する点として、大きく三つの点を挙げたいと思う。まず
一つ目に、日本青年館での事前研修はとても勉強になった。プレゼンテーションのノウハ
ウをプロの方に教えていただいたことで、自分達のプレゼンの問題点や改善点に気がつく
ことができた。プレゼンテーションは、「する」ものではなく、「プレゼントする」もので
あるという考えは、今回の KAKEHASHI に限らず、今後のプレゼンにも生かしていきたいと
思う。二つ目によかったのは、参加費が全額補助だったことだ。私はアメリカという国に
はとても関心があったが、金銭的な問題がその意欲を阻んでいた。今回、KAKEHASHI Project
というチャンスがあったからこそ、アメリカに行くことができた。全額補助で、国のバッ
クアップがついているからこそ、「お金を出して頂いているのだから、国の代表として行く
つもりで、きちんと任務を果たさなくては」という意識を持つことにもつながった。三つ
目に、個人では訪問できないような場所に多く行かせてもらうことができたことである。
特に、ニューヨーク総領事館・シカゴ総領事館でのレセプションは、とても貴重なもので、
忘れられない経験になった。ニューヨーク・ボストン・シカゴというアメリカの有名な都
市をまわることによって、それぞれの都市の違いを肌で感じ、アメリカの多様性について
考えることができた。
2．改善すべき点
このプロジェクトを振り返ってみて考えるのは、そもそもこの KAKEHASHI Project の大
きなテーマである「アメリカと日本の架け橋になる」というテーマが達成されたのか、と
いうことである。私は正直、この問いかけに対して Yes と即答することはできない。正直、
このテーマに関しては消化不足な点が多いのが事実である。まず改善すべき点の一つ目と
して、相互理解へのアプローチ方法を挙げる。先に挙げたテーマを達成するためにプレゼ
ンテーションをして日本の魅力を発信する、ということであったが、私には一方的なもの
ように感じられてしまった。相互理解を目指しているのに、どうして日本側のみがプレゼ
ンをするのだろうか。私は今回のプロジェクトに、アメリカの文化を実際に目で見て肌で
感じ、メディアや教科書で知る「ハンバーガー、自由の女神のアメリカ」とは違う、現地
に住む人達が感じているアメリカを知るために参加した。アメリカに住む学生の生活や、
多様性に対する見解や、銃社会に対する考えなど、直接話を聞かなければわからない、も
っと込み入ったことが知りたかった。学生と交流する機会も多くいただいたが、初対面の
方達なのでどうしても深い話までできないことが多かった。プレゼンをする度にディスカ
ッションの時間も用意されたが、自己紹介してお互いの緊張をほぐすのにほとんどの時間
が費やされ、熱の入ったディスカッションになかなか行き着かなかった。プレゼンをする
相手にはそもそも日本に対する知識が全くない人達も多く、そのような人たちの前でプレ
ゼンをしているとなおさら自分たちが「日本文化は素晴らしい、世界に誇れる、だからぜ
ひ日本に来てください」と一方的に押し売っているように感じられてしまった。二つ目の
改善点として、訪問場所の選択である。国際交流基金主催で、参加費全額補助で参加させ
ていただいているのだから、観光などの時間はもっと削ってもいいのではないかと思う。
大学ごとに訪問場所（特に企業）が違っていることにも疑問を感じた。エリス島ツアーな
どは個人の旅行でも十分行けるところなので、そのような観光場所を巡らずに、国のバッ
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クアップがついている、国際交流基金主催のこの KAKEHASHI Project だからこそ行ける場
所にもっと行きたかった。三つ目は、参加者の選抜方法である。今回、全部で六大学が参
加していたが、プロジェクトの中で、どうしても KAKEHASHI Project に対する熱の差、気
持ちの違いを感じてしまうことが度々あった。大学によって選抜方法が異なるという話を
聞いたが、同じプログラムに参加する上で、その選抜方法に大きな差があることはあまり
良いことではないと私は考える。
3．私の提案
今回の 10 日間の中で多くの学生や現地の方々と交流し、「相互理解とは何か」と考え続
ける中で思ったのは、６月にお茶の水女子大学で実施した、五大学を招待しての前半研修
はとても充実していたな、ということである。この前半研修では、前以て日米双方が「多
様性」というテーマに関してプレゼンするということを決めていた。その結果、双方とも
参加者それぞれがある程度の前提知識を持った上で自分の意見を持ち参加することができ
たので、ディスカッションもとても白熱した。この前半研修が良かったのは、お互いが同
じテーマについて調べ、自分の考えをしっかりと持っていた点である。つまり、この
KAKEHASHI Project 後半研修も、日本側のみのプレゼンではなく、共通テーマで日米双方に
プレゼンさせたり、もしくは事前交流を skype や facebook などを通じて行い、お互いの国
がそれぞれ相手の国について知りたいことや興味のあるテーマを伝え、それに即して双方
がプレゼンしたら良かったのではないかと思う。今回訪問したアメリカの大学によっては、
１〜２時間くらいしか滞在できず、学生とディスカッションするどころか十分な交流がで
きなかったところもあったので、もう少し全体的に相互理解にフォーカスしたプログラム
作りができたらいいのではないか。もし私が主催側だったら、観光時間を削って、その分
を企業訪問や現地学生との交流のための時間に充てる。企業訪問も、数社だけではもった
いないと思う。また、参加者の選抜方法は、各大学に委ねるのではなく、国際交流基金主
導でいいのではないか。国の代表として、全額補助してもらってアメリカまで行かせて頂
くので、全参加希望者共通の選抜試験を課すべきだと思う。選抜試験に関しては、お茶の
水女子大学で実施したような志望理由書、ディスカッションによる選抜が適切なのではな
いだろうか。
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「国際交流」の発生とその意味について
文教育学部・言語文化学科１年 北野奏子
１．評価すべき点
今回の KAKEHASHI Project において良かった点として挙げられるのが、自分ではなかな
か訪れる機会のない場所へ行くことが出来たこと、さらには経済的に余裕がない私たち学
生にたくさんの貴重な経験をさせてくださったことです。通常、自ら計画する旅行では様々
な大学や企業を直接訪問すること、ましてや大使公邸にお邪魔するといったことは実現不
可能といっても過言ではありません。さらには日本の魅力を自ら口で直接伝えるといった
ことは、一見容易に実現が出来るように感じますが、実際日本はモノカルチャー社会であ
ることもあり、なかなかそのような公の場が用意されていないのが現状であると私は思っ
ていました。
しかしそのようなもどかしさの中で、今回経済的にも余裕のない私たちがアメリカに直
接赴き、自分自身で日本の現状や魅力を紹介する場を用意していただいたことは、私にと
ってかけがえのない経験となったと同時に、日本国が、グローバル時代で生き残っていく
ためにもまずはソフトパワー外交によって生じる「交流」を大事にしていこうとしている
姿勢が伺えました。私はこの方向性には決して批判的ではありません。それは私たちがこ
れからの時代を迎えるにあたって、ソフトパワー外交こそが国家間の関係改善をもたらす
可能性を有しているからです。事実今回の交流においてよく話題として取りあげられたの
が日本のアニメをはじめとしたポップカルチャーでした。このように私たちの文化が、他
国の人々が日本に対して少しでも興味を持ってくれるきっかけになることが、交流の発端
ともなり得るのです。
２．改善すべき点
しかし真の国際交流を実現するにあたって何よりも不可欠であるのは、
「相互理解」です。
つまり、私たちが架け橋を作り上げるには、一方的な歩み寄りではなく、両者が文化的差
異を乗り越えようとする努力が必要なのです。
そして私が今回の KAKEHASHI Project を通じて違和感を感じざるを得なかったことは、
この根幹がまるごと抜けてしまっているという点でした。このプロジェクトの趣旨は日本
国の代表として魅力を伝えることであったと同時に、互いの文化を理解し、学生間の長期
的な友好関係を築くことも掲げられていました。けれども今回私たちが行ったことは一方
的なプレゼンテーションであり、米国の学生からしてみれば、押し付けがましいほどの日
本の押し売りのように見えても無理がないと思います。幸い、私たちがニューヨークとマ
サチューセッツで訪れた大学は日本語学科を有していたため、私たちのプレゼンテーショ
ンも快く受け入れてくださり、温かく歓迎してくださいました。しかし、私が挙げた問題
点はシカゴで訪れた大学で最も顕著であったと思います。それは私たちの発表に対して、
ニューヨークなどで得られたような良い反応をしてくださりませんでした。私は後に学生
たちになぜ私たちの発表を見に来てくださったのか尋ねたところ、アメリカ史の授業の一
環であったからという回答を得て、少なからずともショックを受けました。それはこの訪
問自体が少しも私たちの目的に沿っておらず、計画した側が「架け橋」の意味を何もわか
っていないように感じたからです。
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３．私の提案
では、どのような計画であれば、真の国際交流を実現出来たのかを私なりに考察してみ
ました。繰り返しになってしまいますが、これを達成するためには両国間のあらゆる差異
を乗り越えようとする歩み寄りが欠かせません。
この条件を満たすためには、どちらの国でプロジェクトが開催されるかは関係なく、日
本の学生とアメリカの学生の両者が、同じテーマのプレゼンテーションを用意することが
第一に必要であると思います。それは同一の内容を紹介することで、両国の違いを認識し、
そのメリットやデメリットを含めてお互いに理解することが可能となるからです。ここで
重要となってくることはプレゼンテーションのテーマは自国の文化といったものだけでは
なく、より意見交換が有意義となるように TPP の参加の有無、グローバリゼーションへの
両国の対応などといった学問的テーマも必要であると思います。それは文化というものは
決して交錯することのない議題であるため、ただひたすら納得するしかありませんが、学
問的なテーマを設定することによって、両国がどのようなスタンスを前提とし、それが自
国の起こしている行動にどのような影響を与えているのかを話し合うことが出来るからで
す。
このような議題において、互いのプラス面もマイナス面も包括的に受け入れることは最
終的に何につながるかというと、単に真の国際交流が生まれるだけではなく、両国にとっ
て最適な結論に辿り着くことが出来るのです。私たちは生きる環境が違いますが、同じグ
ローバル時代を生き、その将来を担うコスモポリタンであるという点においては同一であ
ることは変わりありません。つまり目指す目標は、自国をはじめとした、住みやすい世界
をつくることであることも変わらないでしょう。ゆえにこのような深い話し合いは様々な
意見の衝突も生まれるとは思いますが、両国が互いに深い理解をし、今後協力していくう
えでは避けられない通り道であるように感じました。
また質の良い人間関係を築き上げるには、複数の大学をひたすら訪問をするのではなく、
何日間かを一つの大学と共に過ごすことも重要であると思いました。その内容としては、
ただ話し合いをするだけではなく、一緒に市内観光をしたり、共同でプレゼンテーション
を作り上げたり、などといったことが挙げられます。何か一つ行動を共にすることによっ
て、互いの素の人間性も見えてくるため、上辺だけの友達だけで納まらずに、本当の友人
関係を築き上げることが出来るように感じました。
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KAKEHASHI プロジェクトをふりかえって
文教育学部・言語文化学科１年

冨岡志寿子

1．評価する点
国際交流基金によると KAKEHASHI プロジェクトは日本的な価値や日本の魅力等の国際理
解を増進させることを目的としていた。私はこれがアメリカ人だけでなく日本人にもメリ
ットとなるものだと考える。なぜなら我々日本人も、日本の魅力を再認識でき、また何よ
りも“発信する”ことで英語力ならびにコミュニケーション能力を身に着けられるからで
ある。そして私はプロジェクトのいくつかの活動を通してこの目標を達することができ、
お互いに有益な経験をすることができたと思う。このような機会には中々巡り合えるもの
ではなく、この素晴らしい機会を与えてくれたことは大いに評価すべきだ。具体的に見て
いきたい。プロジェクトの前半では、アメリカの大学生が本校へ来校し多文化社会につい
てのディスカッションを行った。その際、私たちは日本社会、文化について議論すること
ができた。単一民族国家であると多くの人に誤認されている日本社会の現状、またより日
常的なところであれば、なぜ日本人は地味な色の洋服ばかり着ているのかなど日本の内情
についても話し合い、日本について意見を交わしあった。これは、アメリカ学生の日本的
な価値の理解につながったと思うと同時に、そのようなアメリカ学生と熱い議論を交わす
ディスカッションという場は自分を刺激し勉強意欲を掻き立てるものであった。また、ア
メリカでのプレゼンテーション発表も日本の魅力を伝えるうえで重要だ。私はそれを発表
後の質疑応答の場で実感することができた。質疑応答の時間ではたくさんの質問が飛び交
い、またプレゼンテーションの内容に意見を述べてくださる方もいた。そのような反応を
見て現地の人が日本文化に興味を持ち、そして自分たちのプレゼンテーションが彼らの日
本文化理解の一助となったということを実感した。もちろん、私も英語で発表をするとい
う良い機会を持てたし、またその質疑応答により新しい発見をすることもでき、このよう
な場を与えてくれたことは大いに評価したい。
今までは、KAKEHASHI プロジェクトの目的に着眼点を置いてきたが、ここで他の点にも注
目していきたい。私が考える一つ目の評価すべき点は、以前本校に来校した学生と再び会
う機会を与えてくれたことだ。再会した時の喜びは一入であり、遠慮もなく多くのことを
話すことができた。会ったばかりであるとどうしてもあいさつ程度の会話で終わってしま
うが、彼らとの会話はより内容の詰まったものであり、それは大変刺激的でまた勉強にな
るものであった。そして二つ目は大使館や領事館、またアメリカで活躍する日本人女性の
企業訪問の機会を与えてくれたことだ。グローバルに活躍する方々のお話を直接伺うこと
ができたことは中々できない体験であった。そしてそれは将来同じように世界を舞台にし
て働きたいと思っている私にとって大変勉強になるものであった。特に同じ女性として活
躍されている Mari Yamamoto 氏を訪問し、お話を伺うことができたことは将来の自分のプ
ラン設計の参考になり、それは大変貴重な時間であった。以上４点が、私が評価すべきと
考える点である。
2．改善すべき点
私が今回のプロジェクトで改善すべきと考える点は以下の２点だ。
１点目は訪問地、特に訪問大学の数についてである。今回のプロジェクトでは一日に２
つの大学を訪問したり、また１つしか大学を訪問しなくとも滞在期間は多くて半日であっ
た。もちろん訪問した大学の学生とは楽しく交流することができたが、滞在期間が短いと
やはり密な交流をすることはできない。私は１か所の滞在期間を延ばし学生との交流を深
めるという選択肢があってもよかったのではないかと考える。アメリカの学生が本校に来
校した際は１日がかりであり、その時は単なる日常会話ではなくお互いの文化を理解しあ
える熱い議論を交わし、たった１日であっても深い友情というものが生まれていた。そし
て私はアメリカに行った際も同じようなことを期待していた。だが、実際は多くの大学を
訪問し、各大学の滞在期間は短いものであった。多くの人と出会って連絡先を交換して、
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それっきりというのは自分としては真の国際交流ができたというには納得がいかない。も
ちろんそれは沢山の刺激をもらえることにつながるから素晴らしいことだと思う。だが、
特定の人と交流を深めることはさらに得るものが大きいと考える。異なる環境で育った人
と話し合い、刺激され、またそこから生じる根本的な考え方の違いを目の当たりにするの
も良い勉強になるはずだ。何よりもその場限りの思い出ではなく一生ものの思い出となる。
日本にいては異国の人と深く議論できる場は、普通ならばそう簡単に得られるものではな
い。だからこそこのようなプロジェクトの際に、そのような機会をつくるべきだと私は考
える。
２点目として訪問地、特にプレゼンテーションをする場所の情報提供の速さ、正確さが
欠けていた点を改善すべきものとしてあげたい。プレゼンテーションの観客は主に誰であ
るのかというのがきちんと伝えられていなかったというのがそのように考える理由だ。具
体的には観客は大学生なのか、社会人なのか、またもし大学生ならばその人たちは日本語
を学んでいて日本文化に興味があるのかなどといったことを伝えてほしかった。プレゼン
テーションは観客が誰になるかによって内容また細かい言い方がかわってくるものだ。し
かし、今回はどのプレゼンテーションも直前まで観客の情報が伝えられておらず、観客に
適したプレゼンテーションができなった場面もあり心残りである。情報を伝えてもらえれ
ば参加者としても渡航前に準備できることがたくさんあるのだから、情報共有の遅さ、ま
た曖昧さは改善してほしい。
3．私の提案
これらを踏まえて私は以下のようなプロジェクトを提案したい。概ね大変素晴らしいプ
ロジェクトであるから、ここでは変更点を主にのべていきたい。
まず、１つ目の変更として提案したいのは、訪問大学数を減らすことである。そして一
つの大学での滞在期間を少なくとも１日、可能ならば数日にし、日本人が一方的にプレゼ
ンテーションをするのではなく、アメリカの大学生とディスカッションを行ったり、また
お互いに日本語をマンツーマンもしくは少人数のグループで教えあったりするのも面白い
と思う。それゆえ、１都市につき訪問する大学数は１つ、多くても２つにするべきだ。今
回のプロジェクトではニューヨークやシカゴではそれを満たしていたがどちらの都市も各
大学での滞在期間は短い。特にニューヨークは観光の時間を削って交流の時間にあてるこ
とができたと思う。観光は個人でも簡単にすることができる。だが、現地の学生との交流
はそう簡単にできるものではない。彼らと思う存分話し合い、一生記憶に残る充実した国
際交流ができる場を提供したい。また訪問する大学には、前半のプロジェクトで交流をし
た大学を含めたい。前述したが、お互い長い渡航をし、やっと会った仲間と再び出会えた
ことはとても嬉しいものだった。また既にお互いを知っているため、遠慮なしに様々なこ
とを聞くことができる。初めて出会う人と比べて一歩も二歩も進んだ交流をすることがで
きるのだ。
さらに提案したいことがある。それは学生も旅行プランの計画に関わるということだ。
今回、本校が訪れた中で最もメンバーに好評だったうちの一つとして、Mari Yamamoto 氏訪
問が挙げられる。訪れる前から、期待の声が高く、ご本人を訪問した当日も質問が絶えな
かった。この訪問地を選び、手配してくれたことは大変ありがたいことだった。ただ一つ
残念なことは訪問時間が短いことだ。質問が多く時間内にすべてを消化しきれていなかっ
たのだ。もちろん、Mari Yamamoto 氏のご都合もあるわけだから無理を言うことはできない
が、私たち学生の“彼女に会うことに対する期待”、ニーズを事前に認識していればもう少
し時間を延ばすことができたのではないかと考える。また訪問地の中には我々とは全く接
点のない場所もあり、かなり戸惑ったことを覚えている。もちろんそのような人々との交
流は新鮮で、良い刺激となった。しかし私たちにより適した訪問先が他にもあったのでは
ないかと感じたのも事実である。そして、これらは計画を立ててくださった方が私たちの
ニーズを知らないことからおこったことだろう。それゆえ、旅行する当事者がプラン設計
に少しでもかかわるべきだと考えた。それは大それたものではなく、例えば、事前に指定
された地域内でどのような場所にどのような目的で訪れたいかなどを学生にアンケート調
査するということだ。これを行えば学生のニーズに近いスケジュールをくむことができる
はずであり、学生にとってもより充実した時間をすごせることにつながると思う。
以上２点が、私が提案する変更点であり、実現は難しいかもしれないが今後の KAKEHASHI
プロジェクトの発展の一助となれば嬉しい。
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【総評】

渡辺紀子（お茶の水女子大学）
KAKEHASHI プロジェクトは、国際交流基金主催、ローラシアン協会のコーディネートで
11 日間にわたり北米３都市（ニューヨーク、ニューイングランド、シカゴ）で行われた。
交流のメインとなったのは、2014 年６月 26 日に米国からマサチューセッツ５大学連合のメ
ンバーが来日、それを受けて今回、マサチューセッツ５大学連合を訪問できたことである。
訪問先では、渡航前から準備・練習を重ねた「日本の魅力」についてのプレゼンテーショ
ンを実施した。また、訪問先ホストのアレンジによりゲーム、キャンパスツアー、討論会
など用意されていた。しかし、短期間で複数機関を訪問しなければならないため、じっく
り話し合いの場を得ることができず、学生が望むような深い交流までにはなかなか至らな
かった。しかし、その状況の中でも、各訪問大学において、連絡先を交換、出発のギリギ
リまで交流が続いた。また、６月に訪日したマサチューセッツ５大学連合のメンバーとは、
再会を喜び、更に親交を温めることができた様である。機関訪問以外は、観光の時間が比
較的多く、学生の間では、各土地の名所を知るのも良いが、旅行で体験できないことをも
っと経験させて欲しかったという意見があった。また、全般的に「日本の魅力」に関して、
一方的に各所で発表したという感が拭えなかった様である。しかし、各訪問機関での経験、
また出会った学生や企業の方との話の中で、一人一人が得たものは非常に大きく、プロジ
ェクト終了後は、全ての学生が視野を広げ、次の目標を見いだし、意識を高く持つことが
できた。そして、引率者として学生達の成長を短期間で間近で見られたことは大変幸せな
ことであった。改めて、このような機会をいただいたことに、国際交流基金、そして全体
の企画運営でご尽力いただいたローラシアン協会に心より御礼申し上げる。
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森山新（お茶の水女子大学）
KAKEHASHI プロジェクトは、政府（外務省）が推進する北米地域との青少年交流の一環と
して、2013 年から実施されているもので、本学は 2014 年度のプロジェクトに選ばれ、６月
にアメリカの学生を日本に迎え、11 月には本学学生がアメリカを訪れる形で双方向の交流
が実施された。本学では志望動機と英語力をもとに 23 名が選抜され、６月の受入プログラ
ムは渡辺紀子先生が指導を行い、11 月の派遣プログラムは渡辺紀子先生と私が引率、指導
にあたり実施された。
本学は 2012 年より「グローバル人材育成推進事業（全学型）」に採択され、日頃から様々
な国際交流活動を実施している。KAKEHASHI プロジェクトと同様のプログラムとしては「国
際学生フォーラム」の開催がある。毎年３月に世界７か国から学生を受入れる一方、2013
年２月には本学学生が国際学生フォーラム参加大学の１つ、ヴァッサー大学を訪れ、東日
本大震災の復興と国際協力について考え、討論する場を設けている。また韓国とは隔年で
日本と韓国で「日韓大学生国際学生セミナー」を実施、両国の間に存在する様々な問題に
ついて、ともに考え、討論し、解決を模索する場を設けている。それらの交流実践と比べ
ると、今回の KAKEHASHI プロジェクトは、ニューヨークのハンター大学、アマーストのス
ミス大学、マウントホリヨーク大学、アマースト大学、マサチューセッツ大学アマースト
校、シカゴのルーズベルト大学、ノースイースタン・イリノイ大学など、日頃交流するこ
とのなかった大学との交流が実現し、本学の交流の拡大と発展に大きく寄与したことが最
大の成果であろう。近年、グローバル化の中で本学学生の意識はよりグローバルな方向へ
と拡大しつつあり、それに伴い、学生の英語などの第二言語力も向上している。今回の交
流はそういった学生の意識やニーズにマッチし、参加学生の満足度も非常に大きく、交流
実施後は、アメリカを始め、海外留学や交流に対する意欲は大いに高まった。期間中、参
加学生は自身の語学力を駆使して、日本文化理解、発信と相互理解に全力を注いでいたが、
そのような体験の中で、アメリカが、世界が、日本と日本の文化をどのように見つめてい
るのかを知るとともに、自らが積極的に海外に出、交流を行うことの重要性に目覚めた。
その一方で、情報発信のツールとしての語学力やコミュニケーション能力、異文化理解能
力のさらなる向上の必要性を痛感して帰国する学生もいた。また、シカゴで活躍する本学
ＯＧを訪ね、お話を伺ったが、そこでは海外に出て活躍する女性リーダーのロールモデル
を見ることで、その一歩を歩みだした学生に対し強いインパクトを与え、将来自身が海外
で活躍する姿を思い描くことにつながった。さらに６月の訪日と 11 月の訪米と、交流が２
度実施されたことで、その間フェイスブックなどで友情を深め、暖めていた学生たちの絆
は非常に強いものとなり、その絆は交流後も継続され、展開されている模様である。
このように本プロジェクトは、学生一人ひとりのモティベーションと可能性とに火をつ
け、自ら海外に出て国際交流に貢献しようという意欲を与えた点でその意義は大きかった
と言える。将来、学生一人ひとりが世界に出、活躍する際に今回の経験が重要かつ貴重な
基盤となってくれることと信じている。
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