奨学生会報第30号の発行にあたって
神戸市長
神戸は、1868年の開港以来、国際港湾都市として発展し、150年以上にわたり、
多くの外国人に愛されてきました。近年、留学生はじめ、神戸に転入される外
国人の数は増え、現在、約４万８千人の外国人の方がお住まいになっています。
神戸市の留学生への奨学金制度は1985年に始まりましたが、篤志家の故菅原一
郎氏が神戸で学ぶ留学生の皆さんが安心して勉学に励むことができるようにとの
思いで、1988年に神戸市に多額のご寄付をされ、翌1989年、
「神戸・菅原奨学金」
として拡充されました。これまでに32か国・地域から約707人の留学生が、この
奨学金を受け、神戸市内の大学・大学院を卒業され、世界中で活躍されています。
今年は、新型コロナウイルス感染症によって、多くの留学生の皆さんが、思
い描いていた留学生活を送ることが難しい状況です。しかし、こうした状況に
負けず、前向きに勉学に励み、神戸での留学が皆様の将来のご活躍につながる
ことを期待しています。
奨学生OB・OGの皆さんには、神戸で得た経験や人脈を生かし、神戸と母国
の架け橋になっていただくことを期待しています。奨学金同窓会への参加、神
戸の応援組織である「Kobe International Club」の設立や参加を通じて、神戸
との繋がりや神戸への愛着を持ち続けていただけること願っております。
最後になりましたが、奨学生の皆さんの神戸でのご活躍を祈念するととも
に、日頃より奨学生をご支援くださっている方々に、心より感謝申し上げます。
令和２年12月

神戸・菅原奨学金への想い
株式会社エモック 代表取締役

菅原

隆司

2020年は世界中の人々にとって、大変な１年となりました。
新型コロナのパンデミック、それに伴い行動は制限され、いまだに各国への
渡航は禁止されています。
留学生の皆様は故郷に帰ることができない方がたくさんいらっしゃると思い
ます。その様な大変な不便の中で、一生懸命に勉学に励まれていることと思い
ます。
今まで以上に先行きの見えない厳しい時代の中で、海外で学ぶ経験を得た皆
様は、間違いなく未来への希望であると感じております。
神戸・菅原奨学金が少しでも皆様の力になることができれば、大変うれしく
思います。
最後になりましたが、本事業にご協力下さった神戸市の関係者の方々に深く
感謝申し上げ、またこれからも本事業に末永くご尽力下さいますよう心よりお
願い申し上げます。
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OBだより

〜神戸で活躍する2019年度奨学生〜
にある交流イベントに参加したりして、学生時
代を充実しました。それで神戸市に住みながら
思い出と得たものが沢山ありました。修士２年
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（ベルギー出身）

■自己紹介
私はベルギー出身のスティーブンと申しま
す。ベルギー人として、チョコレート、フライ
ドポテト、そしてビールが好きです。他の趣味
はバスケットボールとアニメです。私は修士課
程から博士課程まで、５年間兵庫県立大学大学
院で応用情報科学（ヘルスケア科学）を勉強し
ました。現在、社会人１年目として、神戸の企
業で働いております。
■奨学生時代と神戸市での思い出
2015年に来日し、その時からずっと神戸に住
んでいます。大学院に通学しながら英会話講師
バイトもして、忙しい日々を送りましたが、日
本人と留学生同士の友達を沢山作ったり、神戸

生から「神戸菅原奨学金」を受給し、そのおかげ
で更に様々な国から来た留学生同士と出会った
り、更に神戸にある交流イベントに参加したり
することが出来ました。神戸菅原奨学生として、
「異文化サロン」、「Kobe community forum」等
の楽しいイベントに参加出来、世界中から来た
方々と出会えて交流出来たことは私に残ってい
る一番大事な思い出です。
■現在の仕事について
私は現在、神戸市西区にある伊福精密という
会社に勤めています。４月から入社して、研修
が始まっていましたが、コロナウイルスの影響
で５月から在宅になってしまいました。８月中
旬から改めて職場に戻って現在3Dプリンター及
び3D CADについての研修が続いています。神
戸での生活を通して、神戸が住みやすいこと、
そして観光都市として魅力を感じたことから今
の仕事に就きました。仕事では、人間関係、コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン、 そ し て チ ー ム ワ ー ク が 一
番大事だと思い、毎日日本語を勉強しながら頑
張っています。
■現役奨学生へのメッセージ
神戸菅原奨学生の皆様、お金だけでなく、神
戸菅原奨学金より様々な貴重なことや経験を頂
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表紙デザイン紹介

き、この貴重な思い出や経験を大事にして、是

留学生として神戸に
きたとき、最初に遊びに
行ったのが神戸の港でし
た。そこで、神戸での最
初の写真を撮りました。
その後、クリスマス、誕
生日、お盆祭り、花火大
会など、色々な時に友達とそこで楽しい
時間を過ごしました。神戸の港は私が最
初に見た神戸であり、たくさんの思い出
がある場所です。表紙は、神戸の港を描
いてみました。皆さんは、そこでどんな
思い出があるでしょう？（李 詩琪）

作って頂きたいと思います。大学か大学院を卒

非神戸菅原奨学生としての楽しい思い出を沢山
業してから、もし日本で働きたい夢があれば、
諦めずに頑張って下さい。この夢は必ず叶うこ
とが出来ると思います。
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留学生活・交流活動①

愛出ずる者は愛返り、
福往く者は福来たる
留学生活・交流活動

ゲン

キテイ

氏 名：厳 綺婷
出身地：中国
所 属：神戸学院大学
グローバル・コミュニケーション学部
４年

今年は、日本に来て五年目で、また、不思議な一
年間だ。
新型コロナウイルスの影響で、世の中が知らず知
らずのうちに変わっていくが、唯一変わってないの
は心だ。
今年一月以来、新型コロナにより、
「マスクをしっ
かりつけてね」という温かい言葉がよく聞くように
なった。また、マスクがなしには生きられない時代
になった。元々、日本人は国民病である花粉症のた
めによくマスクをする。さらに、日本人は「他人に
迷惑かけてはいけない」という気持ちがとても強い
と思う。しかし、こんなに慎重している日本人の間
でも、感染が広がってしまった。その後、マスク爆
買いに連れ、日本のマスクはすっかり少なくなって
いた。そのことについて、気が咎める中国人はとて
も多いと思う。実は、今年の一月末に新型コロナが
爆発に拡大した時に、私も家族と友人に一部マスク
を無料で配送した。今は会えないが、会えるまで元
気でいようと決めて、コロナが落ち着いたら、また
家族や友人に会いたい。
ニュースによると、
二月、中国武漢市新型
コロナウイルスの感染
拡大が続いているのを
受け、兵庫県は10日、
マスク約100万枚を友
好提携している広東省
に送った。25年前、広
東省は阪神淡路大震災
時に義援金を贈ったほ
か、2009年インフルエ
ンザ発生時にマスクを
兵庫県と神戸市に提供
した。このことを中国
のことわざでは、
「赠
人玫瑰手有余香」とい

4

う。また、日本語では、
「愛出ずる者は愛返り、福
往く者は福来たる」である。このことわざは、元々
は日本のことわざだが、中国ではこの意味に相当す
るものが少ない。同時に、私たちを励ましてくれ
る。小さい頃、家族がよく教えてくれた。自分があ
る物を友達や家族にシェアすると、お互い心があっ
たまる。これは、受けた恩は必ず返すということで
ある。
コロナの感染拡大以来、支援を受けた中国の友好
都市に「受けた恩返す」と。支援物資に貼られた漢
詩の応援メッセージを見て、私は非常に感動した。
メッセージは、
「青山一道同云雨，明月何曾是两乡」
と書かれており、これは、唐時代の詩人が友人に向
けた詩の一節で「風も雨も乗り越えてきた親友が、
遠く離れたところに住んでいても、同じ空で同じ月
を眺めている」という意味である。コロナは全世界
で広がっている時期で、不安だが、変化することが
多い、変わってないのは友情だ。コロナの期間中、
大量な報道を見た。例えば、感染者の人数が増加や
医療設備不足や不幸になくなった人などだ。危険な
時期で、一番辛いのは、前線で頑張っているお医者
様、警察様などである。我々の健康のため奮闘し、
犠牲になった英雄、お医者様及び命をなくした方々
を私たちがけっして忘れてはいけない。日本の緊急
事態宣言を出した後、全国的に活動休止になってし
まった。いつものような賑やかな三宮じゃない、セ
ンター街で人の様子が見えなくなった。また、夜に
なってから、スーパーは、六時に営業終了しまっ
た。そして、暴走バイクが全くなくなった。そこ
で、助けたいが、一人の能力が足りないかもしれな
い。今のところは、外出を控えるのは一番助ける方
法だ。さらに、緊急事態宣言が出る前の三月は意識
的に外出を控え、自宅でオンライン授業を通じて医
療通訳を勉強していた。医療関係のことは、将来少
なくともやりがいがあると思う。
四月になったら、桜が咲くのは新学期だが、新型
コロナウイルスの流行で、ほとんどの学校が封鎖を
余儀なくされ、多くの学校がオンライン授業になっ
てしまった。最近、
「大学は人生の夏休み」という
言葉が流行っている。確かに、大学生は高校生より
行動できる範囲が広がり自由に、また社会人よりも
ストレスが少ない。大人でもなく子どもでもない
ちょうど狭間にある。しかし、現在多くの大学生が
今までにないことに対して不安を抱えている。例え
ば、インターンシップや授業や就職説明会など一切
がオンラインになっている。変わっているのは世間
だ。そのため、今後個人が世の中の新たな変化に適
応していかなければならない。この時期、私は卒
業した先輩や友人を通じて、外資企業の話をいた

留学生活・交流活動②

ボランティア活動を通じて、
人生観が変わった
レ

ティ

留学生活・交流活動

だき、ようやく内定
を勝ち取った。しか
し、この仕事は日本
で仕事をするではな
い、日本に出張でき
る仕事だ。元々の夢
は卒業後日本で働く
のに。
四月、５年前、日
本に来たばかりの
ホームステイ先田中
家族への感謝するた
めに、中国の薬局で
仕事をしている友達
に頼み、田中工場に
マスクを給付した。一か月かかったが、手に入れた
ことは温かいと感じられた。
六月になってから、いろいろな事を考えて、５年
前に住んでいた大阪に引越しした。なぜなら、昔お
世話になった方々に会いたいからだ。そちらは、お
じいちゃん、おばあちゃん、田中家族がいる。
「ど
うして大阪に戻るの」
「懐かしいから」五年前の記
憶が一気に思い出した。最初がお世話になったとこ
ろ、ホームステイ先、家族のような大切な存在だ。
おうちに入った瞬間「お邪魔します」と言ったが、
「お帰りなさい」と田中家族はにこにこしながら迎
えてくれた。皆が元気な笑顔で、何事も変わった何
ことも変わってないみたいです。おじいちゃんの髪
が真っ白になっちゃう。色々な日本の城が手作りで
きた。おばあちゃんは82歳、まだ毎日日本の伝統的
な財布を作っている。また、お花を育っている。孫
たちは一年一回二回しか会えない。なかなか黙って
いる言葉がいっぱい話した。
田中家族は四代に渡って伝統的な財布の仕事をし
ている。また、東京で仕事をしているお兄ちゃんが
やっと大阪に帰ってきた。嬉しいことは孫が生まれ
た。六月の間に、時間があったら、おばあちゃん
と昔話をしたり、最近の出来事を話したり、料理を
作ったりした。懐かしい手作り漬物を食べてよかっ
たが、自然に自分の90歳なおばあちゃんが思い出し
た。
「お帰り」おばあちゃんがいつも嬉しく言った。
言葉より伝えないことがいっぱいあると思う。たま
に、午後三時は、田中家族の孫と遊んでいた。お兄
ちゃんに中国語を教えて始めた。この世代の変化が
見られてよかった。
五年間日本で一番勉強になったことは、知識を学
ぶだけではなく、感謝の気持ちだ。
バラは美しいが、鑑賞できる人には必ずあげる。

ヅン

氏 名：LE THI DUNG
出身地：ベトナム
所 属：日本経済大学
経済学部
４年

神戸市に住み始めたのは、大学の１年生でし
た。今までこの美しい街に３年くらい住んでい
ます。私にとっては、住みやすいところだと思
います。東京のように賑やかすぎないが、田舎
のように静か過ぎないです。交通は非常に便利
で、ここの人々も非常に開放的で優しいです。
また、天候もとても良いです。そして、外国人
のための交流会やお祭りもたくさんあります。
これも神戸での大学を選んだ理由の一つです。
この３年間は、大学での勉強するほか、交流活
動やボランティア活動にも参加しています。大
学１年生入学後、ゼミ先生の指導のもと、神戸
ユネスコ協会一員として入会し、ボランティア
活動や交流活動などを始めました。
■ボランティア活動について
私が参加している主なボランティア活動は神
戸と海外です。
神戸では様々なボランティア活動に参加して
きましたが、一番印象に残ったのは、2017年の
神 戸 市 花 火 大 会 の 掃 除 ボ ラ ン テ ィ ア で す。 暑
い夏の日だったと思います。私たちのグループ
には、先生と学生を含めて約30人がいました。
午前９時頃に「ポーアイしおさい公園」で集ま
り、各グループに分けられ、ゴミを集め始めま
した。皆がちゃんとゴミの分別しながら作業し
ました。私たちのグループ以外にも他の団体も
参加していました。作業は13時ごろ終了しまし
た。晴れていたので、皆がだいぶ疲れていまし
た。作業終了の報告を終えた後、それぞれ皆が
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早く帰りました。その最初のボランティア活動

心に聴講してくれました。そして、最後の日に

の後、
「日本はなぜこんなにきれいなのか」とずっ

神戸常盤大学の学生と協力して、
「寺子屋」の全

と頭の中で考えてきた質問にやっと答えられま

員の健康診断をしました。

した。それは街をきれいにするには人々の努力

留学生活・交流活動

が必要だと思います。
外国でのボランティアはこれまで３回参加し

私にとって、ボランティア活動に参加するた
びに、ボランティア活動を通じて、人生観が変
わったと思います。

ていました。
初めては神戸ユネスコ協会主催モンゴル国際

■交流活動について

ボランティア（モンゴル・ウランバートルとドン

神戸での交流活動も多様です。国際交流・研

トゴビ県にて2018年9月2日～9日）ウランバート

究会のほか神戸市多文化交流員として兵庫区水

ル市にあるDVを受けた子供のためのシェルター

木地域福祉センタ－における「子ども達と留学

「魔法の城」での防犯教育です。

生とのカレ－料理交流会」や神戸市立神港橘高

２回目は、大学２年目の終わりである３年目

等学校における2019年度「道徳の日」防災プロ

の始まりの春休み中に、神戸ユネスコ協会主催

グラムなどに参加しました。交流活動の中に最

母国であるベトナムでの国際ボランティア活動

も印象深いのは、おそらく「子ども達と留学生

です。ここでは、ベトナム語で日本型の防災手

とのカレ－料理交流会」です。初めて留学生と

帳を作成し、２つの大学、３つの日本語学校、

子供たちが一緒にチキンカレーを作って食べた

３つの高校で手帳を配布しながら避難訓練を説

り、ゲームをしたり、素晴らしい体験でした。

明しました。

以前は、ボランティア活動についての私の考

３回目は大学３年目の夏休みの時です。神戸

えでは、お金か何かを与えることでした。けれ

ユネスコ協会主催ネパール国際インターンシッ

ども、神戸ユネスコ協会主催のボランティア活

プ（2019年9月7日～14日）
：日本ユネスコ協会連

動に参加して、ボランティアというのはお金や

盟が運営する「寺子屋」にて主な活動は、日本

物を贈るだけではなく、知識をあげることでボ

文化の紹介と日本語教育です。今回私の役割は

ランティア活動とも言います。

日本語の50音と簡単な日常会話を教えることで
す。これは私の３つの国際ボランティア活動を
最も印象に残りました。人の前で日本語を教え
たのは今回が初めてなので初日は少し恥ずかし
かったが、２日目以降はみんなと知り合って自
信がつきました。受講した学生は小中学生、大
人の40代から60代までの学生もいました。皆熱

子ども達と留学生とのカレ－料理交流会

ネパールの「寺子屋」にて日本語教育
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留学生活・交流活動③

神戸での二年間の留学生活
コ

トクイン

留学生活・交流活動

氏 名：胡 徳贇
出身地：中国
所 属：神戸大学
工学研究科
博士課程前期課程
１年

大学院入試には日本建築史の問題があって、
中国で全然勉強したことがありません。当時は
2018年の９月、私は初めて中国の土地を離れ

日本語が下手だったので、授業中に理解できな

て神戸に来ました。海外に行くのは初めてなの

い内容が多い。チューターの先輩は「直接に京

で、日本には友達がいなくて、私はまだ自分が

都に行って見ましょう」と言いまして、私を連

どれだけ迷っていたかを覚えています。今、日

れて京都に行って、いくつかの歴史建築を見学

本に来て２年になります。自分のこの２年間の

しました。多くの教科書に表示されにくい建物

留学生活を思い出して、多くの人にお世話にな

細部は、京都で簡単に見られます。その中で、

りました。心から感謝していますので、その一

鹿苑寺金閣に深い印象を与えられました。建築

部を記録しておきましょう。

の表面に金箔を貼っている、日光に照らされて

来日前は神戸大学の寮を申請しましたが、落

とても美しいです。見学のほか、先輩は京都の

ちました。まず不動産仲介で家を借りる必要が

有名な料理店に連れて行ってもらって、本場の

あ り ま す。 当 時 日 本 語 が 下 手 だ っ た 私 は、 ス

日本の伝統料理を食べてみました。

タッフの話がわかりませんでしたので。スタッ

中国にいた時、私はアルバイトをしたことが

フはグーグル翻訳アプリで私と交流してくれま

なく、生活費はすべて両親の支援に頼っていま

した。非常に時間がかかりましたが、スタッフ

した。日本に来てから，日本の大学生たちはほ

は丁寧に説明してくれて、最終的に満足な家を

とんどアルバイトをして自分の生活費を稼いで

借りるのを手伝ってくれました。私の在日生活

いることを知りました。早めに日本での生活に

もそこから始まりました。

慣れるために、私もアルバイトを始めたいが日

研究生として入学した私は、指導教授の紹介

本語能力が不足ため、いくつかのコンビニの面

で研究室の先輩たちと知り合い、ある先輩が私

接に落ちました。最後、先輩の紹介で、彼のア

の チ ュ ー タ ー と し て、 大 学 院 入 試 の 資 料 を 整

ルバイト先に行きました。最初は基本的な接客

理してくれただけでなく、生活上のこともたく
さん教えてくれました。日本に来たばかりの私
は、まだ日本の物価水準に慣れていませんでし
たが、当時はいつもコンビニでお弁当を買った
り、学校の食堂で食事をしたりして、食事にお
金をたくさん使いました。その後、先輩が水道
筋に連れて行ってくれましたが、そこには野菜
店や雑貨店がたくさんあって、商品の価格がと
ても安いです。私は鍋と食材を買ってきて、自
炊生活を始めました。
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留学生活・交流活動④

日本での留学生活
留学生活・交流活動

チャ

アルム

氏 名：CHA AHRUM
出身地：韓国
所 属：日本経済大学
経済学部
４年

用語も知りませんでしたが、よく使われる用語
を ノ ー ト に 書 い て、 練 習 を 繰 り 返 し ま し た。

日本に留学して今年で６年になります。今考

時々お客様は関西弁で話して、理解できない場

えると勇気があったと思います。言葉も文化も

合が多い。一緒に働いている同僚は丁寧に教え

全く知らないまま来てどうしたらいいのか迷

てくれたおかげで、徐々に関西弁が分かるよう

うことばかりで、とりあえずやってみようとし

になりました。偶に不注意でミスをして、お客

ました。ひらがな、カタカナから覚え、日本語

さんを怒らせてしまうこともあります。店長が

勉強を始めた頃、街中で道を聞かれ、困ったこ

出てきてまずお客さんに謝り、お客さんが出て

ともありました。また、紹介してもらった日本

行った後、店長も私を叱るのではなく、丁寧に

人の知り合いに話したいことがあってもどの言

どうすればいいのか教えてくれました。私が初

葉を使うか、この言葉は合っているどうか分か

めて給料をもらった時、店長は「このお金は私

ら な い し、 翻 訳 機 を 使 っ て 話 し て も 通 じ ら な

からもらったのではなく、お客さんからもらっ

かったのです。そこで日本語勉強する必要性を

たのですよ」と丁寧に言いました。こんなサー

感じ、真面目に勉強しはじめました。やればや

ビス精神は私の人生において、とても良い勉強

るほど日本語と韓国語は似たような単語が多い

になりました。

し、表現方法の違いにも興味ができ、勉強自体

勉強やアルバイトのほか、研究室の同級生た

にたのしさを感じました。勉強している間、言

ちと旅行に行って、神大の六甲祭に一緒に参加

葉と文化に慣れてきまして、周りの人たちと仲

す る こ と も あ っ て、 退 屈 だ っ た 留 学 生 活 が 豊

良くなって一緒に遊んだり、勉強したりして、

かになりました。こんなに多くの人に助けられ

楽しい毎日を過ごしました。それで、２年間の

て、神戸に来て本当によかったと思います。

留学予定を延長しました。
日本での生活がいつも楽しいとは言えませ
ん。独立したら生活費は自分で稼ぐべきだと思
い、社会経験があまりなかったのでアルバイト
を始め、上司との関係や仕事のことで大変でし
た。しかし、日本人との会話が多くなり、日本
語能力レベルが上がったのでたくさんの友達が
できましたし、社会経験として今後就職して仕
事するときにも役に立つと思います。
６年間の留学生活の中で印象に残る楽しかっ
たのは色々あります。その中、去年の夏頃のこ
と が 今 で も 記 憶 に 残 っ て い ま す。 日 本 と 韓 国
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た。子供に授業するのははじめての経験で、緊

がら文化交流をするボランティア通訳のことで

張しました。子どもたちのかわいいな笑顔を見

す。この交流会は神戸市と韓国の大邱市が交流

た瞬間、緊張感はなくなり、意外と韓国に興味

関係であり、参加する青少年たちは各国１人が

があって、勉強しましたと言う子供も家族旅行

ペアーになって、１年は韓国に次の年は日本に

で何回か韓国へ行ったと言う子供もいました。

行って旅行しながらそのペアーの実家で一晩泊

たった30分だけの授業でしたが子供たちと楽し

まるということを続けてやっています。私は２

く遊んで楽しい時間でした。

留学生活・交流活動

の青少年たちがそれぞれ30人集まって観光しな

年目の時で、韓国の青少年たちが日本に来て旅
行するとき一緒に同行しました。しかし、その
頃、日韓関係が悪かったのでもしかしたら反感
を持っているかも知らないと心配しました。で
も、私の想像は外れました。初めて出会った両
国間の青少年たちはすごくお互いに仲良く楽し
んでいました。ポートアイランドにある科学博
物館へ行って遊んだり、ご飯食べながら話した
り、浴衣を着てみたり、うちわを作ったりなど
様々なことをやりました。最後に韓国の青少年
たちが日本の友達の家に行く前、日本の青少年

私の留学生活は来年に終わりますが、日本で

の両親との食事やイベントがありました。いい

社 会 人 と し て 住 み 続 け ま す。 様 々 な 方 々 と 出

思い出となりました。話は母国語なように通じ

会ったこともボランティア活動でいい思い出を

ないけど、少しでも各自勉強などしてお互いの

作ったのも、交流会で韓国人として他の留学生

言語で話そうとする姿やこの機会で知り合った

と話したのも全てが大切な経験でした。もちろ

外国の友達を大事にするその姿をみながら、私

ん、社会人になっても交流会やボランティアは

は国際的に関係があまり良くない時でもこのよ

続けていきたいです。留学しないとなかなか経

うな交流会があるからまだ仲直りができる機会

験できないことですので、留学して良かったと

はあると考え、心がすごく暖かくなりました。

思います。

次に思い出すのは日本の幼稚園でゲスト先生
になったことです。日本の子供たちに韓国の文
化を紹介しながら色々なことを話す時間でし
た。その時、韓国語と日本語が似ているのを知
らせるためにクイズをメインで授業をしまし
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りました。先輩が卒業したあと、私が紹介されて毎

留学生活・交流活動⑤

週一回の語学教師の国際交流活動をやり始めました。

交流活動を楽しむ生活
リュウ

ジョゲン

留学生活・交流活動

氏 名：刘 汝源
出身地：中国
所 属：神戸市外国語大学
外国語学研究科
博士課程
３年

中国語教室の生徒さんたちが、向上心あり、常
に知識を求める素敵な方々です。中には何年前から
ずっとこの交流センターで習っていた方も居ますが、
私が他の国際イベント交流活動で出会った方も居ま
す。ここの交流センターは、毎年２回、児童館や小
学校で外国人講師を募集して、自分の国のことを紹
介するイベントを開催しています。私が行く予定だっ
た小学校の、打ち合わせの担当者の方は、婿さんが
中国人で、コミュニケーションが取れないことを悩ん

日本に来てから７年目、慣れてというか、静かで落

でいました。イベントが終わった後、無事に中国語

ち着いている生活リズムに好きになっていました。自

教室の仲間になりました。児童館の子供たちが元気

宅で研究をひたすらにやっている日々が続いていて、

良くて、一緒に中国のアニメを見て、太極拳もやりま

たまに学校の図書館へ、日常はこのように送られてい

してよかったです。イベントが終わって、子供たちは

ます。唯一の楽しみは毎年の国際交流活動です。

前から用意してくれたソーランの踊りを、私たちに見

国際交流活動を始めたきっかけはドアの開け間違

せてくれました。この素敵な思い出は、今生徒であ

いでした。子供のごろから、師匠である母に従い、

る担当者の方との、楽しい会話の内容になっていま

太極拳をやっていました。小さいから、やはり子供

す。今年も来年も必ずイベントに行くと約束しました。

の仲間たちと遊びたいだが、いやいやながら母に太
極拳を教えられていました。日本に留学して、この特
長を生かしたいと思って、ある国際交流センターのイ
ベント募集が目に入った。母国伝統文化の講座のイ
ベントで、講師を募集しています。そして、ついに面
接の日、センターのビルに入って、事務室の隣の部
屋を間違えて開けてしまいました。少人数の語学教
室で、中国語をやっているようです。なんと、講師
は、私と同じ指導教授の先輩のGさんです。２人の
目があった瞬間に、私もGさんもびっくりしていまし
た。その後、学校で会った時、Gさんがそこで国際交

専攻は言語学なので、常に言語関係のことに興味

流活動として、中国語の教師をやっていることが分か

を持っています。一般的な音声と文字、身振り、手
話が言語を成り立っています。手話の国際交流会（中
日）で通訳を担当するイベントで、素敵な人と出会い
ました。中国の手話協会の方が来日にして、日本の
手話協会の方と互いに交流するイベントがあって、難
しいことは、国によって、手話も違ってきます。例え
「walk」は言葉が違っても、
ば、
「歩く」
「走（zou）」
人類共通の動作なので、
「人差し指と中指を下に向
け、足に見立てて交互に動かす」という万国共通の
手話みたいです。
でも、
「箸を持って動かす動作」の「食べる」は、
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箸を使わない国では通じません。また、日本の手話
で「結婚」を表現するには、親指を立てて男性、もう
片方の手で小指を立てて女性を表し、その二本の指
をくっつけます。しかし中国の手話では、指による男

私たちが見た日本・神戸①

グローバル都市としての神戸
イ

女の区別はなく、両手の親指を向かい合わせてお辞

ジョンヒョク

儀させます。手話だけで通じないことがあるため、
私が中日の通訳者としてイベントに参加しました。言
語が通じなくても、心が繋がっていることは、深く感
じました。その後、元々中国語に興味を持っている
方が私に声掛けてくれて、今は中国語教室の仲間も
なっています。
何かをやって、誰かと出会い、どのような思い出

2018年、初めて日本に来たとき、私はこれか

を作る。交流イベントは、無味乾燥である私の日常

らの日本生活について不安がありました。しか

の中で、一番の醍醐味です。

し、 私 が 日 本 で、 特 に 神 戸 で 会 っ た 大 事 な 人
達はこのような恐れを克服するように手伝って
くれました。私はこのような人達との出会いを
通じて、日本生活に対する自信を持つようにな
り、神戸でのさまざまな経を通じて成長するこ
とができたと考えます。
まず、神戸大学の研究生として入学して、修
士入学を準備している私に、学校の先輩達は入
学試験と面接の準備を手伝ってくれました。お
かげで私は修士課程で正規生として入学するこ
とができました。現在は、神戸大学で『日本と
韓国の文化産業比較』という研究テーマを進行
しています。

神戸大学 百年記念館

次に、アルバイト先で仲間たちに手伝っても
らいました。私は、今も三ノ宮の服屋でアルバ
イトをしています。初めてアルバイトに入った
時、不自然な日本語、そして接客文化に対して
適応するのが特に難しかったです。しかし、仲
間たちは心から私をバイトに慣れることができ
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私たちが見た日本・神戸

氏 名：李 鐘赫
出身地：韓国
所 属：神戸大学
国際文化研究科
博士課程前期課程
２年

私たちが見た日本・神戸

るように手伝ってくれました。私は彼らの助け

２年間神戸で生活しながら一番良かったのは

で日本語能力を向上させることができたし、こ

いろんな出会いがあったことです。このような

れを土台で他の留学生たちよりも日本の生活に

出会いを通じて、私は留学初期の困難を克服す

早く適応することができました。とくに、アル

ることができました。自分自身も多くの人に助

バイト先には母国の音楽であるK-POPや韓流に

けてもらって、より積極的で自立的な人に成長

関心がある友達が多かったです。彼らと日本、

することができました。このような経験を通し

韓国の文化、音楽などについて話しながら親し

て、学んだことが私はこれから商社の仕事をす

くなることができました。また、休みの日には

る時にも十分活用できると考えます。例えば、

カラオケに行ったり、ボーリングをしたりしな

異 文 化 を 持 っ た 人 に 出 会 っ た 時 も、 彼 ら と コ

がらもっと仲良くなりました。これは小さい規

ミュニケーションを通じてお互いをより深く理

模ですが、私は日本人の友達と文化交流を経験

解することができると考えます。これから仕事

したと考えます。また、私はこのような経験を

で他の地域で暮らすことになっても神戸で会っ

通じてコミュニケーション能力を向上させるこ

た大事なご縁を大切にしていきたいと私は心か

とができました。

ら思います。

今までの経験を通じて私が見た日本、その中
でも神戸という都市の最大の特徴はグローバル
という魅力を持っていることだと考えます。グ
ローバル都市というのは単純に外国人がたくさ
ん住んでいるため使える表現ではないと考え、
何よりも違う文化を持っている人たちが既存の
文化と融合を通じて真の意味のグローバル化が
実現されると感じました。特に、神戸には、そ
のためのすばらしい外国人支援団体や人たちが
多いと考えられます。例えば、神戸国際コミュ
ニティセンターKICCは留学生や異文化圏の人々
を日本の生活に適応できるように積極的に助け
てくれています。その支援分野は就労、医療、
又は日本語学習等非常に多様であるため、様々
な 面 か ら の 支 援 を 受 け る こ と が で き ま す。 ま
た、これらの団体を通じて外国人コミュニティ
が形成され、その中でも様々な文化交流が行わ
れています。神戸で留学をしながら、私は日本
人の友達だけでなく、中国、イギリス、イタリ
アの友達にも出会いました。これを通じて私は
世界を見る視野を広げることができました。学
校の討論授業で様々な観点を通して問題を深く
掘り下げることができ、このような経験は就職
活動にもとても役に立ちました。おかげで私は
日本留学中にグローバルに活躍できる人材にな
りたいという夢を持つことになって、商社業界
に就職することができました。
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過 ご し ま し た。 私 が 温 泉 で 好 き な こ と の １ つ

私たちが見た日本・神戸②

は、その楽しみ方の多様性です。内湯と露天風

日本の温泉体験
ホセ

ヒル

呂 が あ り、 一 部 の ホ テ ル や 旅 館 で は、 通 常 の
シャワーの代わりに温泉を提供しています。だ
カルボ

か ら 旅 行 に 行 く と き は、 自 分 の ホ テ ル で も リ
ラックスできる簡単な方法を見つけることがで
きます。

私たちが見た日本・神戸

氏 名：JOSE GIL CALVO
出身地：スペイン
所 属：神戸大学
経営学研究科
博士課程前期課程
１年

神戸で修士課程に留学する前は一度日本に滞
在 し て い ま し た。 ２ 年 前 に 高 知 県 の 高 知 工 科
大 学 に 交 換 留 学 生 と し て 来 ま し た。 そ れ ま で
は、自分の文化とは非常に異なる文化にとても
興味があったので、しばらく日本語を勉強して
いました。交換留学期間中、日本についてもっ
と教えてくれる日本人と外国人の友達をたくさ
ん作ることができました。日本での日常生活を

小豆島のオリーブ温泉

知ることができ、とても楽しい時間でした。私

私の意見では、温泉の良いところは、自然や

にとっては毎日が新鮮でこれまでの日常とは

人とつながることができるということです。温

百八十度違っていましたが、日本人にとってこ

泉に入ったら、湯に浸かるとストレスが軽減さ

れは普通でありふれた日常でした。

れます。それはリラックスする方法ですが、現

私にとって最も興味深かったことの１つは、

代の、また都会での喧噪を忘れて、静かな時間

日本の温泉文化でした。私の国、スペインには

を過ごすこともできます。私は温泉が好きな最

そのようなものはなかったので、初めは温泉の

大の理由は、自分だけの時間を確保でき、その

ことをあまり知りませんでした。友達に頼み、

間何も心配する必要がないことです。

近くの温泉に連れて行ってもらうことにしまし

また、友達と温泉に行けば違った楽しみ方も

た。初めは、行った場所が温泉街なのか、街の

できます。これは私たちスペイン人にとって非

真ん中にあるのかよくわかりませんでした。

常 に 興 味 深 い こ と で す。 友 人 や 家 族 の 周 り で

私が行ったのは温泉ではなく銭湯だと友達から

裸になることは、通常、恥ずかしい経験と見な

言われました。日本は火山活動が盛んな国ですの

されます。スパーに行くときは、タオルまたは

で、全国に温泉が見られるのは珍しいことではあ

バススーツが必須です。だから、友達や家族と

りません。伝統的に温泉は広場にあり、定義によ

一緒にスペインのスパーに行くとき、周りの人

り、温泉水のみを使用していました。一方、銭湯

と会話したり、お湯を楽しむことに集中したり

ははるかに安く、温泉水もありません。

することはほとんどありません。しかし、日本

こ れ を 知 っ て か ら、 本 物 の 温 泉 を は じ め、

では、温泉の文化を理解すると、恥ずかしがら

色々なところに行って、新しい体験をしてみる

ず、友達と一緒にさまざまな環境で楽しむこと

ことにしました。私が初めて行った温泉の１つ

ができます。私の意見では、これは、良好な関

は香川県の小豆島にありました。８月中旬に露

係を築き、さまざまな状況で自分についてオー

天風呂で海を眺めながらのびのびとした時間を

プンにできるようにするための良いアイデアで
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Beloved Japan
ビスワス

サモール

私たちが見た日本・神戸

氏 名：BISWAS SAMOL
出身地：バングラデシュ
所 属：日本経済大学
経済学部
４年
有馬温泉の金の湯

す。温泉の中で新しい友達をつくることもでき
ます。
神戸での生活を始めて以来、忙しい生活から
リラックスできる温泉をいろいろと試しまし
た。ある日、六甲山をハイキングした後、留学
生の友達と一緒に有馬温泉に行く計画を立てま
した。今までで最高の温泉体験でした。私たち
は早朝に旅行し、正午に六甲山の頂上で昼食を
とり、有馬温泉に下り、有名な金の湯と銀の湯
で友達と一緒にお風呂に入りました。そのおか
げで私たちはとても強い友情を築き、日本の温
泉文化に非常に感謝しました。

友達との六甲山の山頂
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It has been five and half of a year since I
came to Japan. These five and half of a year
has been pretty fantastic to me. I came to
know so many new people and some of them
has become very good friends of mine. I have
visited so many new places and visiting new
places always give me the joy and pleasure. In
these five and half of a year, I think, I have also
learned a little bit of Japanese language and
very few things about Japanese culture.
It seems to me that I am very much
influenced by Japanese culture in a positive
way. I believe punctuality is one of the most
important part of Japanese culture. In japan
almost everything is incredibly systematic and
just on time. I have never seen a train is late
in all these years I have been living unless any
unwanted accident occurred.
I assume that cleanliness is another major
part of Japanese culture. It does not matter
wherever I have been to in japan I found
everything is nice, clean and tidy. At first when
I came to japan, I saw roads are very clean. I
have never seen anybody throwing anything
on the roads or anywhere else. Added to that,
Russia football world cup in 2018, it was a very
big news in all over the world that Japanese
people cleaned the stadium after the match as
they leave. Whole world was very surprised.
Some of friends from Bangladesh called me

Night view of beautiful Merican park

it makes dweller’s life even more convenient
and comfortable. At the same time vending
machines are everywhere for the people, 24
hours open convenience store are available
almost in every 5minutes walk which makes
dweller’s life easier. People can get things
whenever and wherever they need, it is not a
problem even if it is late night.
Japanese people are very compassionate.
They think about others feelings before they do
or say something. They are very social and well
mannered. I have never seen anybody talking
on the phone while travelling in the train.
Moreover, I have never heard of any sound
from my neighborhood. They hate to be the
reason of other disturbance. They also known
for their politeness and their hardworking
nature.
Japan is haven for a foody person. The
variety of food is unreal. I am working in
convenience store as a part time worker. I was
very surprised to see inconvenience store new
food items are kept almost in every week.
Initially I had some problem eating Japanese
food. However now a days I am very fond of
Japanese food. There are so many dishes which
I had in japan for the first time in my life. Such
as Ramen, Udon, Sushi and Sashimi. In recent
years Japanese food becomes very popular in
Bangladesh as well. Few Japanese restaurant
has been set up in Dhaka.
My initial two years I lived in Okinawa
where climate is nearly same as my country. It
is hot about all year round. Since 2017, I have
been living in beautiful Kobe. I am not very
fond of Japanese climate or weather. However,
I like spring of japan. It is like a festival. Cherry
blossom is in everywhere. People enjoying
cherry blossom with family and friends. It is
just full of life, lights and colors. I really love
spring of japan. It is wonderful. Winter is a bit
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and asked about that.
I think honesty is also a massive part of
Japanese culture. If you lost anything in japan
there is a pretty good chance of getting back the
thing. I lost my wallet couple of times and I got
my wallet back both of the time with everything
in it.
Customer service of japan, I think the best in
the world. “Customer is god “I heard this phrase
all of my life but in japan for the first time I see
customers are treated as god. Customers are
warmly welcomed in everywhere and they are
served very politely and with a smile.
Safety and freedom are unbelievable here
in japan. Very often I go out at late night and I
can walk around without any fear in my mind
what is very satisfying and pleasant. There are
very few countries in the world as safe as japan.
I live in very close to Merican park. As it is
so near to my house very often, especially in
summer, at late night I go to there. I enjoyed the
night view of beautiful Port Tower and around.
I sit down in the bank of the sea and can enjoy
my time without any hesitation. Not only I see
so many men and women also enjoying the
beautiful night of the place. Women can also
move freely at night in japan which cannot even
think in many countries.
Japan is very convenient and comfortable.
I think transportation system is top class
which save passenger’s time and energy and

tough for me but I like when snow falls.
Now I am a 4th year university student.
Expecting to be graduated next year. After
graduation I would love to continue living in
this beautiful country, this wonderful city Kobe.
I am leading a very peaceful, convenient and
comfortable life.
Thank you japan

私たちが見た日本・神戸④

私が見た日本・神戸
グェン

テ

タオ

私たちが見た日本・神戸

氏 名：NGUYEN THE TAO
出身地：ベトナム
所 属：兵庫県立大学
経営学部
４年

今、私はそろそろ日本で就職し、社会人にな
るタイミングです。コロナ禍で経済、社会また
人々の生活に不安をもたらす大変な時期です
が、日本留学での過程を振り返って日本での経
験、 価 値 観 が 私 を 支 え て 勇 気 を 注 い で い る と
思っています。そのために大変なパンデミック
でも「台風の後の虹」のように希望をもって前向
きに日本で挑戦し続けていきたいと考えます。
Enjoying cheery blossom

日本に留学してそして神戸に移住して神戸の大
学（兵庫県立大学）に進学して本当に良かった
と、大変実感しています。
まず、日本の文化、考えは非常にユーニック
で学ぶものがたくさんありました。来日するま
えに日本人がただ働きすぎるという偏ったイ
メージを持ったが、来日してよく働く背景を理
解できました。それは仕事への責任感、約束だ
と思います。働く環境についてはまだ改善する
余 地 が 多 く あ る が、 日 本 人 の 働 き へ の 精 神 が
あったからこそ、資源が乏しく災害が多い日本
が先進国として人類に著しく貢献してきたわけ
ではないかと考えています。たとえアルバイト
でも自分が行う業務にきちんと心を込めて接客
するおもてなし精神はほかの国にない貴重な美
徳です。こうやって来日した当初、日本語がわ
からなくても日本人と一緒にアルバイトをして
語学の面での成長だけではなく精神も豊かにな
りました。そして、数年間日本に住むとなぜ日
本では、アニメ、茶道、柔道のような独特な文
化財から新幹線のような卓越した技術が存在す
るかを自分の考えで解釈してみました。それは
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何事に対しても心を込めて繊細なセンスかつた

際都市です。北野異人館のような欧米の文化が

くましい行動力で成し遂げることだと考えま

描かれている地区と中華の伝統を大事にしてい

す。日本で留学するおかげで多くの刺激を受け

る元町中華街、そしてベトナム人、韓国・朝鮮

て成長させてもらいました。

人、ブラジル人など多文化を彩っている長田区
のように、ほかの日本の大都市に比べたらまだ

治維新以降、西洋の植民地になる危機から乗り

規模が小さいが、自然だけではなく神戸は文化

越えて資源が乏しく技術や教育のような出発点

的も非常に豊かな街だと実感できました。人情

が欧米諸国に比べて遠かったことにもかかわら

が溢れて安心して生活しながら勉強を充実させ

ず僅か数十年で日本が欧米列強と肩を並べるこ

ました。多くの大学が所在しているだけではな

とができた当時、同じアジアの国で植民地だっ

く、神戸では、多くのボランティアや外国人支

たベトナムの人たちは日本のことを非常に尊敬

援の事業が整っています。今年の８月に中国、

していました。戦争での教訓で日本人はさらに

韓国、モンゴル、ブタン、インドネシア、ナイ

勉強と技術に努力を重ねて世界中に多くの高品

ジェリアなど多国籍の留学生と一緒に神戸の街

質な製品を届けました。そのような誇りの歴史

の清掃ボランティア活動に参加しました。諏訪

を背負っている日本人はいつも謙遜しています。

山公園の清掃活動のついでに神戸の全体を眺め

自分のことに自慢せず自分の不足さをいつも

ることができました。とても素晴らしい景色で

自覚することは高い成果の源であることを学ぶ

感動しました。

ことができました。日本企業から内定をもらっ

コロナ禍がいつ収束するかがわからないが、

た時に語学学校の先生に「先生のご指導のおか

日本で学んだ精神でコロナに負けずに努力して

げで無事内定をもらった」と報告する時、それ

い き た い と 決 心 し ま し た。 日 本 で の 留 学 は 母

はタオさんの努力だと優しく祝辞を贈ってくれ

国への愛情を強くし、私を成長させてくれまし

ました。いつも謙遜した姿勢で生きようと自分

た。ベトナム人のアイデンティティ、日本人に

を促しています。

学んだことを武器にして就職してからも国際人
として、ベトナム、日本、そして世界に貢献し
ていきたいと考えます。

インターンシップに参加した大阪の老舗製造企業さんの社長に提案を行う様子です。

そして神戸で大学生活を送ったことは最高な
選 択 で し た。 神 戸 に 転 居 す る た め に ダ ナ ン、
ハ ノ イ そ し て 名 古 屋、 大 阪 で 生 活 し た こ と が
あったが、気持ちが落ち着いて時間の流れが穏
やかに感じるのは神戸のみです。北に六甲山、
南に瀬戸内海に囲まれて都会と自然が溢れる国
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日本人の謙虚さに大変感銘を受けました。明

異文化比較①

神戸でアパートを見つけた
アバンチュール
カザク

ボグダン

氏 名：CAZACU BOGDAN
出身地：モルドバ
所 属：神戸国際大学
経済学部
４年

異文化比較

Kobe is a lovely
city. I felt in love with
this beatufiul city from
the first sight. A place
where Japanese culture
synconize with Europe.
And that’s what is so
beautiful about Kobe, it
is a multicultural place.
The Kitano-chou is a
representative area of
Kobe and proves the
hospitality of Japanese.
People from Europe
were allowed to build
their embassies and
show their culture to the Japanese, from other
side they had a lot to learn from Japanese. This
remained alive even now days in Kobe.
But how is it living in Kobe?
I found Kobe an interesting place to discover.
Backward there are gorgeous mountains that
surround the city like a fortress. I love climbing
those mountains. Down below to the mountain
there’s the ocean that extends long until the horizon.
And in between of those two, the lovely Kobe city.
I believe that every of us had to deal with the real
estate. Sometimes finding the right living space can
be very tricky. Well, for me it was. I spent a long
time to find the right apartment. When I just came
to Japan, Kobe International University was very
nice to help me find my first apartment. It was a
dormitory. I have shared the apartment with person
from China.
I loved having a roommate from another culture.
It was very interesting to find about China. I did
learn a lot about Chinese history and China itself
from TV and books, but was amazing to learn
about China from an ordinary Chinese. This way I
18

made a lot of
friends. Later
on, I started
to attend the
university. I
have enlarged
my number of
friends. Now I
have a lot of friends from all other the Asia. Japan,
Taiwan, Vietnam, Thai, Philippines and others.
With time I gathered a lot of things in my
apartment. The place got smaller and smaller.
Studying at university I needed to buy a lot of
books. So I bought a book shelve to store them
there. But it wasn’t enough. I had to buy more and
more books and that came out with less and less
place in my apartment. I finally reached the number
of 400 books. I decided that it’s time to move to
another place, a place where I can store all those
books.
It was harsh to find such a place. I was very
picky. First I was searching for the area I would like
to live.
I thought maybe I should move to Rokko-island.
It was very close to my university and Rokkoisland is famous for a big number of foreigners.
But it didn’t feet me for some reason. Then I
saw the Rokko-michi, and firmly decided that I
will move there. It is close to the university and
the infrastructure is very convenient. Moreover,
Rokko-michi is quiet and close to go anywhere you
want in Kobe.
Now that I have decided the area I want to
move, it was a question of time to find the right
apartment. And truly, I did find the apartment that
fits me. It is bigger than the previous one and I
have enough space to store my books. Now I can
buy more books. There’s a second hand book store,
just in between of the JR-Rokko-michi station and
Hankyuu-Rokko station. The store’s name is 口笛
文 庫, Whistling Library. Very funny name. I love
that place, there I found various interesting books.
Soon, I’ll need a new apartment to store all the
new books.

異文化比較②

TEEJ :One of the Great
Hindu Festival
パッティ

ダルマ

ラズ

氏 名：PADHYA DHARMA RAJ
出身地：ネパール
所 属：日本経済大学
経済学部
４年

Women Dancing together on Teej

Day-1 Getting together to enjoy the special
dinner (Daar)
The first day of 'Teej' is a day of feast called
'Daar Khane Din'. On this day people gathered
at one place in their finest attire . When the night
falls, they’ll make a hearty meal and delicious
sweets. Friends and family gathered together
to have special dinner 'Daar', performing
traditional dances and sing devotional and
traditional songs. Married women are invited
by their father or brothers in their house for this
special dinner so that women get chance to see
their childhood friends. They sing and dance
together expressing sorrow and happiness of
their life.
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Japan is a unique country with old traditions
that are passed down from generation
to generation, This country is able to be
modern and developed, while never losing its
individuality. Sometimes we’re even tempted
to think that Japanese people are from a
different planet or from future. Their approach
to ordinary thinks makes us feel excited and
astounded.
Similarly, Nepal is also culturally rich
country with its own traditions and living style.
Nepalese society is multicultural, multi-ethnics
decorated by diversity of people with variety of
caste, culture, ethics and religions. We celebrate
lots of feasts and festivals throughout a year.
"Teej" is one of the important festival celebrated
specially by Hindu women worshipping Hindu
god "Shiva" and goddess "Parvati". Married
women pray for long life and welfare of their
husband while unmarried girls pray for good
life partner which is quite interesting. However,
I am not aware of such practice in Japan. I have
been staying in Japan from last seven years
and during this stay I have never seen Japanese
women worshipping god /goddess. They seem
to be busy at work all the time. But in Nepal,
majority of people/women believe in god, and
spend significant time on worshipping god/
goddess including several temple visits. This is
one of the significant cultural differences I have
noticed between these two societies.
As per Hindu religion, 'Teej' is an auspicious
day is to celebrate Goddess 'Parvati' and her
true love and devotion towards Lord 'Shiva'.
The word 'Teej' literally means 'third' and is
usually the third day after full moon or new
moon night. Therefore, it is celebrated on the
advent of monsoons on the third day after the

new moon night．
This festival holds great significance as it
is a celebration of the union of Lord Shiva
and Goddess Parvati. According to the ancient
Hindu mythology, Goddess Parvati observed
very tough fasting and prayed Lord Shiva for
100 years to please him and get married to
her. She took 108 incarnations to be accepted
by Lord Shiva. Happy from her dedication,
Lord Shiva decided to fulfill her wish and
marry her. Hence, it is believed that women
worshipping Lord Shiva and Goddess Parvati
on 'Teej' will be blessed with happy married
along with good health, long life and welfare of
husband and children, and as well as peace and
harmony in married life .'Teej' also known as
"Haritalikateej" is observed for three days with
three different event : enjoying a grand feast,
observing a rigid fasting to pray Lord Shiva,
traditional bath in the holy river in group.
During these 3 days Nepali women decorate
themselves in a beautiful red Sarees (Nepali
traditional dress), makeup and jewelry as much
as possible. Red color is used widely as symbol
of good fortune and happy married life.

Day-2 Observing a one-day fast to worship
Lord Shiva
The second day of 'Teej' is the tough
fasting day. Fasting start with bath early in the
morning. After having a warm bath, women
decorate themselves with red traditional dress
and jewelry and visit to nearby Shiva temple
in groups and offer flowers, fruits and sweets.
The fast is strict and rigid. Some women prefer
to have fruits and liquid, while some keep
this fast without food and even drop of water.
There is no restrictions Married women keep
this fast abstaining themselves from food and
drinks with the belief that their devotion to the
god will be blessed with long life, peace and
prosperity of the husband and whole family.

異文化比較
Eating Special dinner "Daar" on Teej

Unmarried girls keep the fast with a hope
of getting a loyal, honest, loving and good
husband in the future. They spend whole day in
singing and dancing.
The very important part of the puja is the oil
lamp which must burn throughout the night. It
is believed that the light of an oil lamp all night
will bring peace and prosperity.
What’s interesting is of this day is women
participating on rigid fasting don’t eat anything
from morning to till night, they must fast for
the whole day, pious women believe that it will
bring the good fortune for their husbands. They
choose to take this challenge since family is
everything for them. Surprisingly, under the
fasting condition, most of the Nepalese women
looks energetic even after fasting whole day

Nepalese women dancing together on Teej
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and spending time in prayers and dancing. You
must be amazed at their devotion, faith and
sacrifice for a better family.
Day-3 Rishi Panchami (Taking Holy bath)
T h i r d d a y o f Te e j f e s t i v a l i s " R i s h i
P a n c h a m i " . Wo m e n t o w o r s h i p " S a p t a
Rishi"(seven powerful saints worshipped on
Hindu religion). The main feature of the day
is the ritual bath. On this day, women wakeup
early before the sun rise and take the ritual bath
with particular types of mud from the root of
Tulsi(herbal plant) ,then brush their teeth with
"Datiwan"(herbal plant) 365 times. Women
again dress up on red Saree and ornaments and
worship the images of the seven saints. On this
day, they ask for forgiveness for the mistake
committed during menstruation periods. The
myth of this festival is little controversial
nowadays. (As per Hindu religion, women
and girls should isolate themselves during
four days menstruation cycle and are banned
from touching kitchen, temple and males. To
go against this rule is considered as sin and
women pray for forgiveness on this day with
Sapta Rishi which is little superstitious). This
is observed by married as well as unmarried
women and girls who have reached their
menstruation periods.

Women worshipping ( Doing Pooja ) in group

At the time of this monsoon festival, the
sky is clear and sunshine is cozy. We can see
Nepali females singing and dancing at the
streets and temples for a week in celebration
of this festival. Beside Teej, if anyone visiting
Nepal from August to September, you are likely
to experience another two big festivals named
GaiJatra and Nepal Kumari Festival.
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私が経験した他国文化（結婚式）
ポンマラット

ダオワラス

氏 名：PHOMMALATH DAOVALATH
出身地：ラオス
所 属：兵庫県立大学
応用情報科学研究科
博士課程後期課程
３年

私の国の結婚式では親戚、友達お世話になっ
た人など、新郎新婦の関係者にそれぞれ招待状
を送ります。宛先の書き方は招待する人の名前
と家族と共に、友達と共に（Wedding invitation

To Mr. Eric with families /lover/friends） と い
う風に書きます。１枚の招待状に対して参加人

私のことを紹介

数制限もなく招待された人は一人（一人で参加

したいと思いま

はかなり珍しいです）から友達グループ、家族

す。 私 は ラ オ ス

グループ、参加するので披露式は数百人から千

のルアンパバー

人以上が来場するのは当たり前のことです。式

ン郡ルアンパ

の流れは司会者が新郎新婦を紹介して新郎新婦

バーン市、小さな町に生まれました。ラオスはフ

から乾杯の挨拶、乾杯したらみんなが自由に食

ランスの植民地になった事もあって私が住んでい

事しながら飲んで、ダンスステージで最初に新

た町は仏教の黄金色お寺とフランス風の古い建

郎新婦のダンスを楽しみます。その後はみんな

物、ラオスの古い建物がミックスしています。そ

好きな音楽に合わせて自由にステージでダンス

れが外国人に魅了されたのかもしれませんが、小

して式を楽しみます。

さい時からアメリカ人、ヨーロッパ人の観光客
が町を歩いているのを見ない日がありませんでし
た。 小 学 生 の 頃
にいつか英語で
外国人とコミュ
ニケーションを
取れるようにな
り た い と 思 い、
小学校４年生から英語を勉強し始めました。小さ
いときから一生懸命に英語を学んだ事が日本の留
学につながることになったのです。
私の家族は決して裕福な家庭ではなかったの
で、高校卒業して日本の留学試験を受けて合格
し、日本の外国人国費留学生として文部科学省
から奨学金で夢にみた海外留学することができ
ました。

結婚式はだいたい夕方７・８時スタートして
夜中の11時か12時までです。

日本でいろいろな国からの留学生やいろんな

私が初めて日本の結婚式に参加したのは日本

人と出会って、他国文化交流することができまし

語学校のときの担任先生の結婚式でした。なぜ

た。その中で一番貴重な体験なのは結婚式です。

招待されたのか、そのきっかけのエピソードを
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は じ め に、

紹介します。日本語学校卒業した２・３年後の

もいましたので、日本人の奥さんも奥さんの家

ことだったのですが、私が大阪でラオス料理作

族にも驚いていたそうです。

る会というイベントを開催した時に先生が参加

私が体験した

して私の友達の友達に一目惚れして結婚するこ

結婚式の話に戻

ととなりました。

りますと日本以
その結婚式に

外に他の国の結

最初に驚いたこ

婚式に参加した

とは参加者が少

のはタイと韓国

なすぎるのと決

で し た。 特 に タ

まった流れ決

イで体験したことをいうと、地理的にタイとラ

まった時間に終

オスは隣同士の国、仏教徒が多い国、文化も言

わることでした。

葉もかなり似ていますが、結婚式が全然似てい

さ ら に び っ く り し た こ と は、 参 加 可 否 の 返

なかったことに驚きました。

異文化比較

事、招待状された人にだけ参加できることでし

その結婚式は、日本語学校で出会ったタイ人の

た。一番驚いたことは今まで見たことがない式

友達の結婚式でした。テーブルは日本みたいに決

の途中での「お色直し」
（衣装を変える）のこと

まりはなく自由に座ります。出された食事はビッ

でした。さまざまの人に出会った中で結婚式に

フェ式で、出席者は結婚式場に着いたとたん自由
に食事し始めて、その光景をみて唖然としまし
た。あまりにも驚いたので、私が同じテーブルい
た友達に質問してみました。
“なんの合図もなく
もう食べていいの？“と問いました。すると、
「今
食べないといつ食べるのよ？食べないともう食べ
るチャンスはないよ、新郎新婦が来たら二人が挨
拶して乾杯したら式は終わるよ！」

ついて、日本人がラオスの結婚式した話も逆に

実際食事していた途中に新郎新婦が入場し、

聞いたことがあります。その話は、私の友達の

新郎新婦と記念写真撮影会がしばらく続いて、

ことですが、彼の名前はEricで、フランス生まれ

そ し て 二 人 の 愛 の 誓 い、 指 輪 交 換、 二 人 の 紹

のラオス人です。留学先のオーストラリアで日

介、新郎が新婦にサプライズの歌を歌い、新婦

本人の奥さんと出会って彼の家族が住むフラン

の感想スピーチ、そして二人から参加者への感

ス、パリで結婚式を挙げた後、日本に移住した

謝スピーチして、最後に乾杯挨拶して、一人一

のです。結婚式の話ですが、式を挙げる前の二

人の乾杯に回ってそれで式が終わります。あっ

人が決めたこと

という間に終ったというような体験でした。

は自分たちの親

多国籍の結婚式を紹介しましたが、私は30歳

族だけの小さな

も超えてまだ独身です。他人の結婚式に参加す

結婚式をあげま

ることばっかりでなく、自分の結婚式でみんな

しょうという話

に祝福して欲しい日々願っています。

でした。
結婚式の参加者は新郎の親族・親友と新婦の
家族が日本から参加したのは本当でしたが、フ
ランスにいたEricの親戚はみんなラオス人なので
ラオススタイルで、実際に参加した人数が500人
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The Main Festival of Nepal
[DASHAIN]
グルン

カマル

氏 名：GURUNG KAMAL
出身地：ネパール
所 属：日本経済大学
経済学部
４年
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Significance of Dashain
Dashain symbolizes the victory of good over
evil.For followers of Shaktism, it represents
the victory of the goddess Durga. In Hindu
mythology,
the demon
Mahishasura had
created terror in
the devaloka (the
world where gods
lives) but Durga
killed the rakshas
(demon). The first

Day 1: Ghatasthapana dashain
The tilaka (in red) and jamara used during
DashainGhaṭasthāpanā (sowing Jamara) marks
the beginning of Dashain. Literally, it means
placing a kalasha or a pot, which symbolizes
goddess Durga. Ghaṭasthāpanā falls on the first
day of the festival. On this day the Kalash is filled
with holy water and is then sewn with barley
seeds. Then the Kalash is put in the center of a
rectangular sand block. The remaining bed of
sand is also seeded with grains. The priest then
starts the puja by asking Durga to bless the vessel
with her presence. This ritual is performed at a
certain auspicious time which is determined by
the astrologers. The goddess is believed to reside
in the vessel during Navratri.
The room where all this is done is known as
the Dasain Ghar. Traditionally, outsiders are not
allowed to enter it. A family member worships
the Kalash twice every day, once in the morning
and then in the evening. The Kalash is kept away
from direct. sunlight and holy water is offered to
it every day, so that by the tenth day of the festival
the seed will have grown to five or six inches
long yellow grass. This sacred grass is known as
jamara. These rituals continue until the seventh
day.
Day 7: Phulpati
Phulpati is a major celebration occurring on the
seventh day of Dashain.
Traditionally, on this day, the royal Kalash,
banana stalks, Jamara and sugar cane tied with
red cloth is brought by Brahmins from Gorkha,
a three-day walk, about 169 kilometres (105 mi)
away from the Kathmandu Valley. Hundreds
of government officials gather together in the
Tundikhel grounds in conventional formal dress
to witness the event. The king used to observe the
ceremony in Tundikhel while the Phulpati parade
was headed towards the Hanuman Dhoka royal
palace. Then there is a majestic display of the
Nepalese Army along with a celebratory firing of
weapons that continues for ten to fifteen minutes
honoring Phulpati. The Phulpati is taken to the
Hanuman Dhoka Royal Palace by the time the
occasion ends in Tundikhel, where a parade is
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Dashain (Daśãi, Nepal or Baḍādaśãi), also
Bijayā Daśamī) is a festival originating from
Nepal. In parts of India, it is called Dashera.
Dashain is celebrated by the Hindus and Kirats of
Nepal and the ethnic Nepali speaking Indian.
It is the most anticipated festival in Nepal,
Bhutan, Burma, and North Indian hills. People
return from all parts of the world, as well as
different parts of the country, to celebrate together.
All government offices, educational institutions
and other offices remain closed during the festival
period. The festival falls in September or October,
starting from the shukla paksha (bright lunar
fortnight) of the monthof Ashwinand ending on
Purnima, the full moon. Among the fifteen days
on which it is celebrated, the most important days
are the first, seventh, eighth, ninth, tenth and the
fifteenth.

nine days of Dashainsymbolize the battle which
took place between the different manifestations
of Durga and Mahishasura. The tenth day is the
day when Durga finally defeated him. For other
Hindus, this festival symbolizes the victory of
Ram over Ravan as recounted in the Ramayana.

held.
Since 2008, when the royal family was
overthrown, the two-century old tradition is
changed so that the holy offering of Phulpati goes
to the residence of the president. The President
has taken over the king’s social and religious roles
after the fall of the royal government.

異文化比較

Day 8: Maha Asthami
The eighth day is called as 'Maha Asthami'.
This is the day when the most fierce of Goddess
Durga’s manifestations, the bloodthirsty Kali,
is appeased through the sacrifice of buffaloes,
goats, hens and ducks in temples throughout the
nation. Blood, symbolic for its fertility, is offered
to the Goddesses.Appropriately enough, the night
of this day is called Kal Ratri (Black Night). It
is also the norm for buffaloes to be sacrificed
in the courtyards of all the land revenue offices
in the country on this day. The old palace in
Basantapur Hanuman Dhoka is active throughout
the night with worships and sacrifices in almost
every courtyard. On the midnight of the very day
the Dasain Ghar, a total of 54 buffaloes and 54
goats are sacrificed in observance of the rites.
After the offering of the blood, the meat is taken
home and cooked as "prasad", or food blessed by
divinity. This food is offered in tiny leaf plates
to the household Gods, then distributed amongst
the family. Eating this food is thought to be
auspicious. While the puja is being carried out,
great feasts are held in the homes of common
people. On this day Newar community has an
event called "Khadga Puja" where they do puja of
their weapons.
Day 9: Maha Navami
The ninth day of dashain is called Mahanavami,
"the great ninth day". This is the last day of
Navaratri. Ceremonies and rituals reach the peak
on this day. On this day, official military ritual
sacrifices are held in one of the Hanuman Dhoka
royal palaces, the Kot courtyard. On this occasion,
the state offers the sacrifices of buffaloes under
the gunfire salutes. This day is also known as
the demon-hunting day because members of the
defeated demon army try to save themselves by
hiding in the bodies of animals and fowls.
On Mahanavami, Vishvakarman, the god of
creation, is worshiped as it believed that all the
things which help us in making a living should
be kept happy. Artisans, craftsmen, traders, and
mechanics worship and offer animal and fowl
blood to their tools, equipment, and vehicles.
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Moreover, since it is believed that worshipping
the vehicles on this day avoids accidents for the
year all the vehicles from bikes, cars to trucks are
worshiped on this day.
The Taleju Temple gates are opened to the
general public on only this day of the year.
Thousands of devotees go and pay respect to
the goddess this day. The temple is filled with
devotees all day long.
Day 10: Bijaya Dashami or Vijaya Dashami
The tenth day of the festival is the
'Bijayadashmi'. On this day, a mixtureof rice,
yogurt and vermilion is prepared. This preparation
is known as "tika". Often dashain tika timeis
different every year. Elders put this tika and
jamara which is sown in the Ghatasthapana on the
forehead of younger relatives to bless them with
abundance in the upcoming years. The red also
symbolizes the blood that ties the family together.
Elders give "Dakshina", or a small amount of
money, to younger relatives at this time along with
the blessings. This continues to be observed for
five days till the full moon during which period
families and relatives visit each other to exchange
gifts and greetings. This ritual of taking tika from
all the elder relatives (even the distant relatives)
helps in the renewal of the community ties greatly.
This is one reason why the festival is celebrated
with so much vigor and enthusiasm.

Father and mother putting tika on their children's head during Dashain festival

メコン川が中国チベット地区を源流にラオス、
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ミャンマー、タイ、カンボジアを通過し、最後

ベトナムでのメコンデルタの水上朝市

にベトナム南部へ到達する全長4000kmもの大河
です。最下流域となるベトナムでは大河が大地
を豊かに潤し、人々はその恵みを遥か昔から享

ホー

ニャット

ティン

氏 名：HO NHAT THINH
出身地：ベトナム
所 属：神戸国際大学
経済学部
３年

受してきました。南西部地域に多くの川と運河
があるため、地元の人々が毎日の賃金と商品の
輸送の両方に必須の移動手段としてボートを使
用しなければならないです。地元の人々は水路
を利用しながら商売の規模を拡大し、水上マー
ケットを設立しました。もう一つの理由は、ベ

皆さんは手漕ぎボートで買い物したことがあ

トナムの南西部地域では大量の果物や野菜の育

りますか？多分多くの皆さんはしたことがない

てるところなのです。更にほとんどの水上マー

と答えるでしょう。私の出身地であるベトナム

ケットはメコンデルタの大きな果樹園の近くに

南西部にはたくさんの川があり、何千年の間、

あり、地元の人々のビジネスを非常に促進して

地元の人々は環境に適応する方法を学び、魅力

います。

的な川の文化を生み出しているメコンデルタの

ンデルタの水上朝市は他のタイプの伝統的なも

長い歴史を持つベトナムのメコンデルタの水

のと区別しました。フルーツ、魚介類、新鮮な

上朝市は、依然として南西文化の伝統的な価値

食材やその他の複雑な手作りの製品、そして日

を 持 っ て い ま す。 何 百 の ボ ー ト や 手 漕 ぎ ボ ー

用品など生活に密着した品々をどっさり積んだ

トが１か所に集まり、にぎやかでカラフルな景

手漕ぎボートが、何十隻もひっきりなしに行き

色を作り出します。したがって、この地域はベ

来して活気があります。

トナムで最も美しいメコンデルタの水上朝市を
誇っています。カジュアルな生活手段から、今
では水上マーケットは地元の文化の魅力的な一
面であり、メコンデルタの魅力的な体験の１つ
です。

手漕ぎボート

さらに、ベトナムの東西部地域では川が合流
する場所がたくさんあって、その結果、他の県
からの多くのベンダーが水上マーケットに旅行
メコンデルタの水上朝市

し、地域の特産品をもたらします。野菜舟、果

ベトナムのメコンデルタの水上朝市の起源と

物舟、デザート舟、軽食舟、ホウキやバケツな

運営については、依然として激しい議論が続い

どの雑貨舟と分かれていて、どの舟も吃水線と

ています。ただし、最も説得力のある理由は、

水面の位置が変わらないほど、商品を積み込ん
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水上朝市があります。

地味な手漕ぎボートの象徴でベトナムのメコ

で い る。 そ ん な
舟を器用に操っ

母国情報・紹介②

漢服ブーム

て い る の は、 ノ
ン ラ ー（ ベ ト ナ

シュ

ム特有の円錐形

ブンエ

氏 名：朱 文慧
出身地：中国
所 属：神戸大学
経営学研究科
博士課程前期課程
２年

の日よけ帽子）
をかぶっている
女 性 た ち だ。 彼
女たちは舟の上
で巧みにバラン
スを取りながら、笑顔で品物を高くかざし営業
をして、
「タマネギ１袋、安くしておくよ」、「甘

中国の伝統衣装を話しましたら、みなさまが

いスイカだよ～」
、
「パイナップルはどう？」な

最初にチャイナドレスを思い出すのではないで

どなど矢継ぎ早に声が飛びます。

しょうか。今日は中国のもう一種の伝統衣装を

早起きをしてメコンデルタの水上朝市に買い
物するだけではなく、朝食もできます。フォー

紹介します。漢民族の伝統衣装で、漢服といわ
れます。

母国情報・紹介

からフーティウなどという麵類を売っていま

中国の歴史ドラマを見たら、ドラマの中に出

す。小さい船で作るために、丼も小さいという

てきた服はチャイナドレスではないことに気づ

のが特徴です。

く 人 は 多 い で す。 そ れ は 漢 民 族 の 伝 統 衣 装 で
す。漢服は黄帝から明末清初（17世紀）までに
発展し、王朝交代を経て、中国の礼儀文化に基
づき、また漢民族の染織と刺繍などの工芸と美
学を生かし、中国無形文化遺産と中国工芸美学
を伝承しました。
漢服の形として、４種類を紹介します。それ
船での朝食

は、上衣下裳、深衣、儒裙、袍服です。
上衣下裳とは、上は襟のある上着、下は裳と

ベトナムでの有名なメコンデルタの水上朝市

い う ス カ ー ト 状 の 下 衣 と い う 形 で す。 古 書 に

と言えば、Tien Giang県のCai Be水上マーケッ

は、上衣下裳の形は天地の意味をとって、神聖

トやHau Giang県のNga Bay水上マーケット、

であるという記述があります。

Can Tho市 のCai Rang水 上 マ ー ケ ッ ト な ど、

深衣とは着丈の長

いくつか挙げられます。魅力的な川の文化を味

い、 裾 の 広 が っ た

わって、ベトナムのメコンデルタの水上朝市に

ゆったりした衣服で

是非来てください！

す。 そ の 特 徴 は、 上
下分けて裁断しよう
と し ま し た が、 ま た
上下を縫い合わせる
こ と で す。 春 秋 戦 国
時代、冠服制度は『礼
制』に取り入れられ、

改良した深衣

さらに複雑になりました。当時、思想の急激な
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変化によって、各地域では明らかに異なってい

は世界中の民族衣裳の歴史でも独特です。丸い

る服装を形成し始め、深衣はその時に作られま

袖は、天円地方という考え方の中の天円を表し

した。その後、深衣は衣装の代表とされ、最も

ています。袖の幅が広くて長いのは漢服の中で

流行していました。

礼服の袖型の特徴です。漢服の礼服は普通ゆっ
儒裙とは、短い上着
と裳などの形です。儒

る人柄と態度を示しています。

裙は唐代の女性の主な

漢服の中のボタンについては、ボタンがある

服式です。当時、女性

かどうかという二つの状況が含まれています。

は短い上着を使って、

普通、漢服はボタンを使わないので、ボタンが

ロングスカートを腰あ

あっても、ボタンを隠して外に現れません。帯

るいは脇の下にリボン

で結び目を作って服を結ぶのが一般的です。

で結んで、細長く見え
るようにしていました。
改良した儒裙

たりとした袖で、おっとりとし、落ち着いてい

漢服そのものは清の統治政策のもとで消えま
したが、強い生命力を持っていますので、その
部分の元素はずっと絶滅していませんでした。21

称です。１つの布で上下の服を作り、自然に一

世紀の初め、中国の発展に従って、人々は自分

体となり、上衣下裳と明らかに違います。これ

の伝統文化の中の優秀な部分を見始めました。

らの最も流行している時期は宋代と明代で、皇

一部の人は漢服の優れた部分を学び取り，不要

帝貴族も普段はこ

な部分を取り除き、漢族の伝統衣装を復元しま

のように着ること

した。また、今は、伝統的な祝日を回復するこ

が 好 き で し た。 更

とによって、伝統的な儀礼を回復し、伝統的な

に知識人達のカ

学説を広めています。それで、伝統的な漢服も

ジュアルな服装で

回復され、漢服を着るのは爆発的に流行してい

した。

ます。

清朝になった
ら、 統 治 者 は 満 民
族の統治を維持す

改良した袍服

るために、新しい冠服制度を作り出しました。
漢服は清の支配者の武力により、次第に消滅し
てきました。また、清朝の二百年余りの歴史の

注：
[1]
右衽とは、垂領の襟はＶ字状に交差させ打ち合わせ、自
分から見ると、左の衽を右の上に重ねる着方といいます。
[2]
天円地方とは、天は円く、地は方形であるという古代中
国の宇宙観です。中華文化圏の建築物や装飾のモチーフ
として用いられます。

中で、漢民族の男性の服装は基本的に満州服を
モードにしており、チャイナドレス、長いシャ
ツ な ど、 服 の 主 体 と し ま し た。 満 民 族 の 衣 装
は、衣装の改良と発展といえますが、漢族の伝
統的な民族衣装ではありません。
次に、漢服の特徴を３つ紹介します。
漢服が歴代の変革様式の上でずっと変わって
いないのは、右衽の伝統です。これは、中国の
従来の“右のほうを尊重する”という考え方と
関連しています。しかし、他の少数民族では異
なる場合もあります。
漢服は丸い袖が特徴になっています。その形
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袍 服 は、 長 衣 の 総

る必要があるのは豊年祭が近年観光化されてき
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たとは言え、儀式の部分がちゃんと残っている

台湾の原住民
チョウ

モンショウ

氏 名：張 文昇
出身地：台湾
所 属：流通科学大学
流通科学研究科
博士課程前期課程
２年

地域もあります。その場合、部落の人以外は参
加できません。事前に参加できるところと時間
をきちんと聞かないと嫌われてしまいますよ。

普 段、 台 湾 と 言 っ た ら 何 を 思 い 出 さ れ ま す
か？夜市ですか？それともタピオカですか？確
かに、台湾の屋台文化は盛んでいます。でも、
それ以外も様々な文化があります。その中で最
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も特別なのは原住民の文化でしょう。今の台湾

祭りはもちろん、やはりグルメも大事です。台

は漢民族の人口は一番多いですが、実はこの人

湾の原住民部落はほとんど東側と山のほうに分

達は最初からこの土地にいるわけではありませ

部しています。当然、一部の部落は観光地とし

ん。漢人がこの土地に上がる前の遥か昔にすで

てよく知られています。そちらに行けば原住民

に 色 々 な 民 族 が 住 ん で い ま す。 彼 ら は 己 の 言

の伝統料理が食べられます。それ以外、夜市で

語、文化を持っていて、時に他人の文化を受け

も、たまに原住民が経営している屋台もありま

入れ新たな道を歩み始めます。時に歴史の流れ

す。よく見られるのは石板焼肉です。豚肉と野

に自分の誇りを示しています。

菜を直接石板に乗せて作られましたので独特な

現在台湾の原住民族は合計16族もあります。
人口は少ないのですが、それぞれの文化や儀式

かおりがあり、普通の焼肉とはちょっと別な風
味を味わえます。

などを守られてきました。その中で最も有名な

ところで今話したところは一般的には行きに

のは阿美（アミ）族の豊年祭です。毎年の七月

くいと思います。まずは普通のツアー旅行はあ

に豊作への感謝を込めて最長７日間の祭りが行

まりない上、交通も便利とは言いにくいです。

われます。この豊年祭はアミ族にとってお正月

ですので、体験してみたかったら、色々と大変

のように一年で一番重要な行事とも言えます。

だ と 思 い ま す。 で も、 原 住 民 の 文 化 は 絶 対 部

昔では単なる感謝だけでなく、宗教、儀式そし

落、祭りなどのような行事に行かなければ体験

て、文化の伝承など、様々な意味を含まれてい

できないものばかりでもありません。実は台湾

ます。さらに、この祭りは若者たちの合コン会

の原住民は歌の上手の人がたくさんいます。そ

場にもなります。もし、チャンスがあれば、是

の中に自分の族語で作られた歌もあります。興

非一度を参加してみてください。でも、注意す

味があれば、音楽からその文化を味わうのも一
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種の風雅とも思います。そして、音楽だけでな
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く、原住民の歴史を描写した映画もあります。

My Country Nepal
タムスハン

オゲン

サンガン

氏 名：THAMSUHANG OGEN SANGAM
出身地：ネパール
所 属：日本経済大学
経済学部
４年

一番有名なのはセデック・バレという映画です。
この映画は日本統治時代で賽德克（セデック）族
の話です。中には戦争などのこともあって、あ
まり愉快ではありませんが、セデック族が日本
文化の前で自分の誇りをどうやって守るのかの
シーンは見どころです。この映画を見て、きっ

わると思います。この映画も台湾でよく忘れら
れた人の歴史と日本との関わりを見返して、理
解する手段でもあります。もともと、文化の融
合は全部楽しいことではありません。この映画
はその時代の暗い面を見せます。台湾の歴史と
原住民の話を理解したい人にお勧めします。
今日は台湾の原住民について簡単に紹介しま
した。当然のことながら、この短い話で詳しく
話すことはできませんが興味のある人はネット
で調べられます。セデック・バレの日本語版資
料もあります是非見てください。今まで知らな
かったことを理解することによって視野がきっ
と広がると思います。そして、皆さんに台湾は
タピオカとか台北だけではないことを教えた
かったです。
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と部落は野蛮で時代遅れなものと言う認識が変

My country Nepal is a land of friendly and
engaging people, where deities mingle with
mortals and magnificent temples, monasteries
and historical monuments can be found
at almost every turn. This is the home of
Sagarmatha “Goddess Mother of the World”,
the iconic Mount Everest, and her snow-capped
counterparts making up the weather-beaten
Himalayas. From eight of the fourteen tallest
mountains in the world to the flourishing Terai
plains of Jhapa, you will be forgiven for having
your camera glued to your hands at all times.
To take in the wonders of the Himalayas, we
recommend travelling to Dhulikhel, one of the
most popular destinations to view this chain of
giants. Nepal’s startling beauty is at its best in
Pokhara which has been the subject of many
travel writers. Its pristine air, the spectacular
backdrop of the snowy peaks of the Annapurna
Range and the serene Phewa, Begnas and Rupa
Lakes, makes this destination ‘the Jewel of
the Himalaya’. For a walk on the wild side we
suggest a Nepal tour to the Chitwan National
Park. Chitwan translates to “heart of the jungle”
and is a UNESCO World Heritage Site. The
park is home to many endangered animals such
as the one-horned rhino, royal Bengal tiger,
gharial crocodile and fresh water gangetic
dolphin. The Bardia National Park is the largest
wildlife area in the Terai and protects 968
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square kilometres of sal forest and grassland,
including one of Asia’s largest stretches of tiger
habitat.
A Nepal tour wouldn’t be complete without
exploring the fascinating Kathmandu Valley.
Comprising of the three ancient cities of
Kathmandu, Patan and Bhaktapur, the valley
houses seven UNESCO World Heritage Sites
and is also home to a myriad of monuments,
sculptures, artistic temples and magnificent
artworks.
Be sure to visit Kathmandu’s Durbar Square
(the historic seat of royalty), home to the
Hanuman Dhoka, named after the monkey god,
Hanuman. Follow this exploration with a stop
at the Patan Durbar Square, which is located
in the heart of Patan City and consists of three
main chowks (squares). The Sundari Chowk
holds a masterpiece of stone architecture,
the Royal Bath called Tushahity, which is a
UNESCO World Heritage Monument.
Adventure tourism is one of Nepal’s biggest
drawcards. This is the ideal destination for
active travelers offering activities for nature
lovers and adrenaline seekers. While trekking,
mountaineering and game viewing have long
been popular, visitors can now also enjoy
excursions such as rafting, biking, fishing, hot
air ballooning and even bungee jumping.
Why you should visit my country Nepal once
in your lifetime?
Nepal is a country of contrasts. Spectacular
natural riches combine with a vibrant culture
and sense of history. Home to ten of the
world’s 14 highest mountains, the country
offers a magnificent setting for trekking and
mountaineering, as well as some of the world’s
best water rafting. Here I recommend some of
the best treks and tours.
Everest base camp helicopter tour is one of
the best alternative ways to Everest base camp.
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Everest Base Camp Trek.

It presents four hours tour through helicopters
and your dream makes true. This helicopter tour
starts from Kathmandu to Kathmandu so this
is the best tour for senior citizenship, and small
child too. There was not any age or other limits
to do this tour.
Everest base camp trek is one of the dream
destinations for every visitor. Most of the
people make their dreams to visit Mount
Everest base camp in their life. Join Nepal
Everest base camp trekking company and make
your trip lifetime memorable.
Annapurna base camp trek is one of the short
and easy high altitude treks than other trekking.
This offers you an excellent view of the Mount
Annapurna range and other high mountains
of Annapurna regions. Annapurna base camp
trekking duration will be depended on the
traveler’s choice it takes to the final destination
from 6 to 10 days which had been helped to fit
in many kinds of visitors.Ghorepani Poonhill
trek is one of the most popular short trekking

The ancient culture and traditional
architecture of Kathmandu means that the city
boasts no less than seven World Heritage Sites,
while Nepal is famous for its scenic monasteries
as well as being home to Lumbini, the
birthplace of the Lord Buddha. Bouddhanath
Stupa, Pashupatinath Temple, Swayambhunath
Stupa, Kathmandu, Bhaktapur and Patan durbar
square are the top historical monuments which
I personally recommend you to visit within
Kathmandu valley. Furthermore, with its vast
range of altitudes, Nepal is also home to an
incredible variety of plant and animal species,
including more than 300 species of orchid. With
over 800 bird varieties, it accounts for almost
10% of the world’s avian species.
A wide variety of accommodation can be
found, however, what we recommend and use
are the award-winning property mostly in the
five-star category. It is strongly recommended
that you reserve all your accommodation as far
in advance as possible, especially if you want
to travel during their festival period.
Nepal is a wonderful, family-friendly
destination, offering a range of activities for
children such as tailored wildlife safaris,
rafting, nature hikes and cultural excursions.
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routes in Nepal. It takes 2 days trekking
itinerary to 6 days trekking itinerary. Ghorepani
Poonhill trek presents a magnificent view from
the Ghorepani and Poonhill. Poonhill is the best
sunrise/sunset viewpoint of Nepal. You can see
the best view of the Mount Annapurna, Mount
Dhaulagiri, Mount Fishtail and other mountains
of Annapurna region.
The diverse national parks of Chitwan and
Bardia encompass lowland tropical jungles and
grasslands and Nepal shelters a rich variety of
wildlife. The Bengal tiger, rare snow leopard,
one-horned rhino and the Himalayan black bear
can be seen in the remote national parks. Rara
National Park is declared a national in 1976, it
is situated in far-flung and isolated Mid-West
Nepal. Guarded by dense alpine coniferous
vegetation, Rara NP offers a representative
sample of the region’s rich flora and fauna. It
boasts of over 500 diverse varieties of flowers,
214 birds and 20 mammal kinds. However, the
cherry on the top is the Rara Lake at 2,990m,
that on a clear day offers awesome reflections
of mountains. Chitwan National Park is
undoubtedly the most popular national park in
country, it is located on Southern Nepal and was
declared a national park in 1973. Witnessing
the Royal Bengal Tigers, One-horned Rhinos,
and Asiatic Elephants in all their glory in their
habitats, exploring the jungles on an elephant’s
back, and canoeing in calm Rapti river are just
a few perks of visiting Chitwan NP. Sagarmatha
National Park is home to Mt. Everest in
North-Eastern Nepal, the region was declared
a national park in 1976. In addition to the
matchless Himalayans, the park also boasts of
an array of wildlife and over 118 bird species.
The beautiful silver fir, rhododendron, birch
and juniper forests also house exotic animals
like Himalayan black bear, ghoral, serow,
Himalayan Thar, and musk deer.

私の家族①

日本とご縁のある一家
コウ

ウセイ

氏 名：黄 禹生
出身地：中国
所 属：神戸大学
法学研究科
博士課程前期課程
２年

中国出身の私の家族はほとんどの中国の家庭
と同じ、父、母そして私からなっている核家族
である。しかし、家族というのは単なる血のつ
ながりのある人の集まりだけではなく、人生の
出会いで、赤の他人でも家族になれる。これか
ら自分の大切な「家族」の皆をいちいち紹介する。
■日本の映画で結ばれた父と母

私の家族

私の家族の皆
が共通している
のは日本とつな
がりがあるとい
うことである。
まず、父と母が
巡り合ったきっ
かけは日本の映
画『伊豆の踊子』
である。父と母
とも60年代生ま
れで、彼らの青
両親と10歳時の私
年時代に当た
る80年では70年代の日中国交正常化の恩恵を受
け、たくさんの日本の家電製品とともに、日本
のドラマ、映画も伝わってきて、中国国内で「日
本ブーム」が現れた。その時の青年にとって、
三浦友和、高倉健、山口百恵、荒木由美子など
日本の俳優はアイドルのような存在である。父
と母はその一員で、母は山口百恵の大ファンで
ある一方、父は三浦友和に憧れ、髪型から身な
りまでも彼を倣っていた。そこで『伊豆の踊子』
の放映会で同席していた両親が出会い、自分の
アイドルから、ドラマ、映画について話し合い
ことで馴れ始めた。その後三浦友和と山口百恵
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の結婚発表を受け、父は母にプロポーズし、将
来必ず結婚すると約束し、10年を経てもこの誓
いは変わることなく、90年代で両親が結ばれ、
私を授かった。
■日本大好きな私と将来の妻
両親の影響かもしれないが、私は小さい頃か
らずっと日本のことが好きである。
『機動戦士ガ
ンダム』
、
『ONE PIECE』などのアニメから、
嵐、akb48をはじめとする日本のアイドルグルー
プ、東野圭吾と湊かなえのミステリー小説、金
融界と財政界を舞台にした池井戸潤の作品など
すべてが大好きで、特に高校時代は日本のアイ
ドルグループAKBメンバーである前田敦子さん
の「1830ｍの夢」とそれを実現する努力と粘り
強さに心を打たれ、将来日本で生活することを
夢見、大学で日本語を専攻してきた。
四年間の日本語の勉強している私は言語能力
を高めるため、スピーチコンテスト、日本語の
演劇に積極的に参加していた。そこで同じ日本
が好きで、特に声優の桜井孝弘が好きな女の子
と出会い、大学の二年目から付き合っている。
日本へ留学する前、彼女にプロポーズし、将来
日本で就職し、彼女を日本へ迎え、一緒に大好
きな日本で暮らすことを約束した。
なぜ日本へ留学するかというと、日本への憧
れに加え、2012年ごろに日中関係が急速に悪化
し、二国間のあらゆる交流が切断された。自分
の母国中国と大好きな日本はなぜうまくいかな
かったのか、それを契機に国家間の紛争発生の
仕組みに関心を持ち、さらに日中両国の対立打
開策を探し出すために、大学卒業後日本の大学
院に進学し、国際関係論を専攻してきた。大学
の専攻と全く違い政治学なので、苦労したが、
日本と中国がずっと友好にいられることに少し
でも貢献したいという一心で、辛くとも喜んで
いる。
■神戸にいる家族 ― 矢代のお婆さんとお爺さん
矢代のお婆さんとお爺さんは神戸の民泊経営
者である。最初に神戸に来た時大変お世話にな
り、私は彼らを本当の家族同然の祖母、祖父と
して尊敬し、感謝している。
神戸に来る前に、おばあさんが経営する民泊
を予約した。その時から、お婆さんはずっと熱

私の家族②

私の家族は私の人生だ
インガン

ペルワンサ

ヌルアラム

氏 名：ＩNGGANG PERWANGSA NURALAM
出身地：インドネシア
所 属：神戸大学
経済学研究科
博士課程後期課程
２年
矢代のお婆さんとお爺さん家族と夜遊びの写真

I am the first of four children. We grew up
in Jakarta, the capital city of Indonesia, from
elementary school to high school. Our family is
warm, simple, and puts togetherness first. Our
parents always put education as the main thing
that must be achieved. After finishing high
school, my siblings and I continued out of town
and far from where we grew up. Of course, this
is a challenge for us, but the main value that
can be taken is personal independence. So, my
siblings and I began to separate from each other
until we got married and had our own small
families.
I have been married for 6 years and have one
5-year-old daughter. I met my wife through
social media, which was unusual at that time.
After getting married, we have to run a longdistance marriage, because our workplaces
are different. Until finally, after the third year
of our marriage, we were able to live together
in Malang City. A small town surrounded by
mountains and apple groves; much different

My Father, my Mother, my daughter (second from the left)
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心 で、 私 の 到 達 時 間、 航 空 便 の 番 号 な ど を 聞
いていた。最初はただの確認連絡だと思ってい
た。神戸に来た日は大雨で、二つ大きなスーツ
ケースを持っている自分にとって最悪であっ
た。しかし、高速バスに降りた時、矢代のお婆
さんが三宮バス停で私の名札を作り、私を迎え
てくれた。すでに深夜12時なのに、本当に感動
した。それだけではなく、お婆さんのところに
到着したら、カレーライスを出し、濡れた服を
洗濯したりして、私のことを自分の孫のように
大事にしてくれた。
そのあとの役所への届出、銀行口座と携帯の
新規も同伴し、そして、大学の寮に入居した時
もお爺さんは私の荷物を車で寮まで運んできて
くれた。本当に感謝の言葉もない。日本での新
生活が順調に始まったのはお婆さんとお爺さん
のおかげで、母国から離れても家族が私のそば
にいると私がそう思った。
お爺さんとお婆さんは今でも、私を応援する
た め、 時 々 私 の バ イ ト 先 の 寿 司 屋 を 訪 れ て い
た。そして今年の恵方の日、私もお婆さんのと
ころを訪れ、寿司屋で学んだ巻き寿司技術でお
婆さんとお爺さんのために恵方巻きを作り、一
緒に食べ、お互いのことを話し合い、家族団ら
んの感じを味わった。どこに行っても、矢代の
お婆さんとお爺さんは私の大切な家族である。
日本のことで結ばれた私の家族、そしてこれ
から日本で就職し、生活するとなる私はきっと
もっと多くの家族に出会えると信じる。

私の家族

from our previous residence in the capital. We
enjoy our little family life here. Everything
feels easy, food, health facilities, education,
entertainment, and a good social life.
In 2019, I decided to continue my doctoral
education in Kobe, Japan. A city and country
that didn’t cross my mind at the time, but the
opportunity to live in Kobe was good, so I took
the opportunity. Again, I have to part with my
family in Indonesia.
I missed the opportunity to see and take my
child to school for the first time. However, it’s
okay, my wife and children always support me.
We always pass the time on video calls, when
she needs friends to play and tell stories, and
also before she goes to sleep. Of course, being
separated from my family is one of the hard
things in my life to live with. Because I believe,
behind this tough condition, there must be
convenience and beautiful things waiting.
Until now, we often communicate via video
calls to ask about the news and activities that
have been carried out. Especially with my

Me and families before take-off to Japan.

extended family, my parents and younger
siblings who also live in Malang. They are
very happy to hear that I can live a good life
in Japan. They wanted to come to Japan to just
visit and see Sakura, but with a pandemic like
this, that intention could not be carried out.
Especially my child who always wanted to go
to Japan, play in the park, visit museums, or
maybe go to school and have Japanese friends.
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An interesting
thing and can provide
experience for her.
I believe, Japan
has always offered
natural, cultural, and
life experiences that
are different from
other countries. This
is what my family
and I want to feel.
And I am sure, the
My wife and my daughter
pandemic conditions
will end soon, and we will soon gather with
families who are currently separated.

私の家族③

父と母
オウ

ヨウヨウ

氏 名：王 陽陽
出身地：中国
所 属：神戸市外国語大学
外国語学研究科
修士課程
２年
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今年新型コロナウイルスの感染拡大で、家族と
一緒に過ごす時間がたくさん増えた。父の手作
り朝ご飯から始まり、母の「おやすみ」で終わ
る毎日、このように家族と一緒にいたのは高校卒
業して以来かもしれない。このような当たり前だ
と思っていた日々の生活が、実は贅沢であること
が、大人になった今、やっとわかってきた。
今までの人生ですでに見慣れていた光景だった
が、実は見落としていた生活の細かいところがた
くさんある。例えば、台所でご飯の準備をしてい
る父と母の間に漂っている温かい雰囲気。それは
言葉を交わさずともお互いの意志・行動を理解し
あう長年連れ添った夫婦の深い絆であった。父と
母は12歳も離れている。今では年の差カップルは
珍しくなくなったが、お見合い結婚が流行ってい
る90年代の中国ではまだ少なかった。30歳の父は
一番魅力のある年に、花のように生き生きとした
生命力ある少女であったお母さんに出会って、一
目惚れした。父と母は年の壁や知識の差、親の反
対を乗り越え、一生愛し続けることを誓い、二人
で一緒に幸せな家庭を築くことを決めた。この何
十年間、母には父と離婚してより良い生活を選択
するチャンスもあったが、仕事で困っていた父の
ことを捨てず、ずっと父のそばにいて、幼い子供
を育て、自分の若い肩で父といっしょに生活の苦
労を引き受けていた。
父はいつも人生の先輩として母に色々な人生
の経験を教えたが、今では立場が逆転になって、
「たくさん飲まないでよ」とか、
「仕事終わったら
早く帰りなさい」とか、母によく小言を言われて
いる。しかし、父はいつも「わかったよ」と母
のほうに向かって、笑いながら返事する。母か
らいっぱい父に関する文句を聞いた。だが、「お
父さんはね、昔よく髪を洗ってくれたり、ツメ
を切ってくれたりして、優しかったよ。
」と懐か
しそうに昔の父との恋話を語っていた母の表情

を見ると誰でも分かるだろう、母がまだ父のこ
とを愛していること。同じ家族の中でも、それ
ぞれの絆が違うと思っている。父と母の心にお
ける互いの存在は、私と弟でも替えられない、
逆になっても同じであると思う。父と母の二人
の空間には、私と弟が入る余地がない。そんな
父と母の関係が羨ましい。
新型コロナウイルスで、たくさんの人が命を
落とした、たくさんの人が家族を失った。今ま
で命についてあまり考えたことがないが、今回
のことで命がどれぐらいもろいのかは実感し
た。母も私と同じ気持ちになっただろうか、「多
くの望みはもうしない、お父さんが長生きする
ことだけ願っている」という言葉を言うように
なった。私と二人きりになったとき、よくそう
言う。中国では、年寄り夫婦どうしがお互いの
ことを“老伴儿”と呼び合うことがある。それ
は「お互いの支えになって、ともに年を取ってい
く」という意味である。元々父が母より12歳も
年上だし、父が彼女の“老伴儿”になれるのか
という母の心配
が、父の体調が
崩してからずっ
とあったが、今
回のコロナで彼
女の心境がさら
に悪化したよう
だ。母は父の死
を怖がっている
だろう。そんな
母に対して娘と
して何て声をか
けたら、彼女の
慰めになるの
結婚写真
か、わからない。
「お父さんの病気は大したことじゃない、すぐ
治せるから、安心して」
「不要不急な外出を控えて、健康管理をしっか
りして、コロナなんて怖くない」
「今後、私と弟はお母さんの支えになる」……
しかし、これだけわかる。家族はいつまでも
家族でいられない、今回のようにやまいと不幸
は私たち人間が知らないうちに突然に来る。家
族と会って話をすることは、突然できなくなる
かもしれない。なので、過去にとらわれること
よりも、将来を心配することよりも、今ここに
生きている人を大切にしよう、思い切りとなり
の人を抱きしめ、思い切り家族と愛し合おう。
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昨今、ウェブ利用の拡大とともに、共創サービ
スが広がっている。例えば、従来型の宿泊業で
も、従業員が完璧なサービスを提供するホテルで
はなく、顧客とともにサービスを作る民泊が人気
を集めている。さらに、物を介したサービスの代
表例として、無印良品の「顧客参加型の商品開発」
も脚光を浴びている。
しかし、従来のサービスと比較すると、顧客と
の接点が増えてサービスの複雑性が増加するた
め、共創サービスは失敗が起こる可能性が高く
なる。さらに、共創サービスの場合、サービス失
敗に対する顧客の評価が従来のサービスとは異な
る。具体的には、従来サービスのサービス失敗に
対して、快楽バイアス(hedonic bias)1によって顧
客の大部分がその失敗の原因を外部要因(サービ
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スの提供者、環境要因など)に帰属させる(Weiner
1985)。そのため、多くの研究は顧客の外的原因
帰属を暗黙の前提としてサービス・リカバリーの
議論を進めている。それに対して、共創サービス
の場合、顧客がサービスの生産プロセスに積極的
な役割を果たしているため、自分自身に失敗の
原因を帰属させて少なくとも一部の責任を負う
(Bendapudi and Leone 2003)。そのため、サービ
ス失敗に対する顧客の知覚について、従来のサー
ビスと比較した際の共創サービスの大きな特徴と
して、顧客の内的原因帰属傾向があるといえる。
それに加えて、サービス・リカバリーについ
ては、従来のサービスの場合、
「補償」2が最も一
般的かつ効果的な対応である。その一方で、共
創サービスの場合、
「サービス・リカバリーへの
3
顧客参加」 が共創サービス失敗後、顧客満足の
回復に効果的な方法として、注目を浴びている
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(Dong et al.2008;Heidenreich et al.2015;Dong et
al.2016）。また、「サービス・リカバリーへの顧
客参加」の重要な先行要因として、内的原因帰属
が挙げられる。具体的には、内的原因帰属がサー
ビス・リカバリーへの参加に対する顧客の期待に
正の影響を与えることが明らかになった(Zhu et
al.2013;Sugathan et al.2017)。つまり、顧客は自
分が共創サービスの失敗に責任を負うべきだと考
えるほど、顧客がサービス・リカバリーにおける
価値共創に参加する可能性が高くなる。
以上のことを踏まえ、共創サービスの失敗およ
びそのサービス・リカバリーを考える際に、内的
原因帰属を議論する必要性が高まっている。
しかし、共創サービスの場合、共創に失敗した
人はその原因をだれに帰属させるのかについて、
明文化した契約がない限り、企業と顧客の役割
関係はわりに曖昧である(小野2012）
。そのため、
共創サービスの場合、どのような要因がサービ
ス失敗に対する顧客の原因帰属に影響を与えるか
という議論が非常に重要である。既存研究の多く
はサービスの共創程度がサービス失敗に対する顧
客の原因帰属に影響を及ぼすという点を指摘した
が、その影響が正なのか負なのかについてまだ共
通の認識が形成されていない。これには主に２つ
の観点がある。１つ目は、サービスの共創程度が
内的原因帰属に負の影響を及ぼすと主張している
(Yen et al.2004)。具体的には、衡平理論に基づ
き、サービスの共創に参加するほど、顧客の投入
が大きくなるため、一旦サービス失敗に遭遇した
時に、公平感を失って失敗の原因をサービス提供
者に帰属させる傾向があるということを述べてい
る。もう１つの観点は、サービスの共創程度が内
的原因帰属に正の影響を与えると主張している。
具体的には、共創サービスの失敗が起こった時
に、顧客がサービスの生産に自分自身のオペラン
ト資源を投入するため、自己奉仕バイアス4が共創
によって解消され、失敗の原因を自身に帰属させ
る傾向があるということを述べている(Bendapudi

and Leone 2003;Heidenreich et al.2015;Sugathan
et al.2017)。以上を踏まえて、共創サービス失敗
の原因帰属を議論する際に解決すべき重要な課題
として、以下の三点を挙げる。①なぜサービスの
共創程度が必ずしも内的原因帰属を導くとは限ら
ないのか。②既存研究では異なる切り口からサー
ビスの共創程度と内的原因帰属との関係を説明し

てきたが、サービスの共創程度と内的原因帰属と
の関係に影響を及ぼす他の要因が存在するのか。
③他の要因が存在するならば、どのような影響を
与えるのか。
共創サービスの場合、サービス失敗の原因帰
属に影響を及ぼすのが主に状況要因と個人要因で
ある(Yen et al.2004)。そのため、顧客の個人要
因をサービスの共創程度(状況要因)と顧客の内的
原因帰属との関係式に取り入れて検討するのは、
共創サービス失敗後顧客の原因帰属に対する理解
を深めるはずである。では、どのような個人的要
因が考えられるだろうか？共創サービスの場合、
消費者の役割はサービスの受け身からサービス企
業の一時的従業員へ変わる(Lovelock and Young
1979;Mills 1986)。また、サービスの失敗に遭遇
した際に小売業従業員の原因帰属に影響を及ぼす
要因を検討した既存研究では、自己効力感がよく
取 り 上 げ ら れ て き た(Rapp et al.2015;Mallin and
Mayo 2006;Sujan,Weitz and Kumar 1994）。顧客が
一時的従業員であるという点から見ると、自己効
力感を共創サービスに参加した顧客の失敗原因帰
属に何らかの影響を及ぼすと考えうる。さらに、
社会認知心理学の知見によって自己効力感の高い
個人は、外的原因帰属の傾向があるのに対して、
自己効力感の低い個人は、内的原因帰属の傾向が

技術をベースとするセルフサービス(Technology
Based Self-Service)を対象にし、認知的不協和理
論の知見で自己効力感とサービスの共創程度との
相互作用が共創サービス失敗後、サービス失敗に
対する顧客の原因帰属にどのような影響を与える
のかを解明しようと考えている。
1
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Tanzania is the largest country in East Africa
with a total area of 947,303 km2 and estimated
population of 56,313,438 by 2018. It is bordered
by Uganda in the north, Kenya northeast Rwanda,
Burundi, Congo in the west and Zambia Malawi,
Mozambique in the south. It is advantageously
located in African Great Lakes and has the largest
part of lift valley.
It is divided into 26 administrative regions
connected to each other by road and railways
networks, and hence makes the land transport the
common system of transportation used by many
in the country for movements. Due to its limited
coverage, railway network remains unreliable, and
leave the motor vehicle means as the only options
for many. Buses in specific are responsible of
movements of many people inter-regional as well
as neighboring countries’ big cities like Nairobi
Kenya, Kampala Uganda, and Kigali Rwanda.

快楽バイアスは、人は成功の原因を自分にあると思い、失

敗の原因を他人や環境にあると考える傾向である。自己奉
仕バイアスとほぼ同意味な概念である。

2

補
 償とは、サービスの失敗に遭遇した顧客が組織から受け
取る有形の便益である(Davidow 2003)。

3

例えば、インターネットに接続できない時、電話で通信会

社に問い合わせした。通信会社の従業員の指示に従って、
顧客が自分で再インストールして、うまく接続できた。

4

Research on Regional Bus
Easy Access in Tanzania

「自己奉仕バイアス」とは、失敗したときはその原因を外

部の要因に帰属させ、成功したときはその原因を自分に帰
属させる傾向である。

Figure1: Tanzania whereabouts

In the preliminary questionnaire, conducted
to 321 respondents, it was found that the high
rated challenges were; delay of buses departures,
poor road infrastructures, ticket sellers fraud,
breakdowns in the mid of the journey, luggage
loss, poor costumer services, road accidents, and
37
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ある(Stajkocvic and Sommer 2000)。つまり、消費
者の自己効力感の高低によって、サービス失敗に
対する原因帰属評価が異なると考えられる。
そのため、私の研究は典型的な共創サービス−−

論文・研究内容の紹介②

hardship on tickets booking (many people go to
the bus stations to book tickets).
Other challenges are; passengers overloading,
poor Internet connectivity during the journey,
multiple assignment and swapping of reserved
seats, and lack of first aid kit.
The major causes of the above challenges
are; poor management in buses’ companies,
corruptions in regulatory bodies, disturbances
from middlemen on booking tickets. Others are
undisciplined and not well trained bus drivers,
poor services of motels and hotels along the
highways.

Figure2: Ubungo Bus Terminal in Dar-es-Salaam Capital
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The main theme of the research is to solve
challenges associated with the regional buses
services in Tanzania by using ICT. The output
of the research is a web and mobile application
information system which will manage bus
companies’ schedules, ticket pricing, and
passengers’ mobile booking.
This implementation will enable the
government agencies such as LATRA (Land
Transportation Regulatory Authority), Tanzania
Revenue Authority (TRA), and police force
(usalama barabarani) to make the transportation
more safe, comfortable, and convenient.
By doing so the system will remove middlemen
who disturb, steal passengers’ luggage, cheating
on fare amounts. This is because passengers
will be able to easily book via mobile networks’
services from home, as the result tax collection
will increase as well.
I am working with Prof. Teruhiko HIRAISHI,
my supervisor, to research on the suitable
solution that will contribute to address the
above challenges. I also appreciate the Japanese
companies and society support.
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In 2008, a financial crisis caused by the
subprime mortgage problems in the United
States plunged the entire world economy into a
big panic. The Japanese economy has also been
directly or indirectly affected by this crisis. The
circumstance of Japanese financial institutions
is relatively more stable than that of the United
States and Europe. Still, since mid-2008, as
the global financial crisis deepened, stock
prices fell, the economic conditions of financial
institutions in Japan were also impacted.
Furthermore, a large number of firms, especially
small and medium-sized enterprises (SMEs),
were affected severely by this crisis and stuck
in business difficulties as well as capital chain
breaking. These firms (particularly SMEs)
suffered sudden shortages of funds to the
firms, requiring quick and effective solutions
to allow for economic recovery. Relationship
banking is the main lending technology for
informationally opaque SMEs. It is perceived
as the banks’ prime traditional lending method,
in which banks develop close relationships
with borrowers over time. Thus, these close
relationships can help banks do monitoring and
screening more carefully on their borrowers
in order to get more “soft” information. Banks
use the soft information they get to evaluate
the creditworthiness of borrowers to overcome
asymmetric information (Boot, 2000).
A large number of existing studies have

research group, to examine whether the benefits
of SMEs’ bank-borrower relationships differ
concerning bank organizational structure and
prefectural lending market competitive pressure
after the Financial Crisis by building probit
models and linear probability models.
I also link the survey data to data on the
SME’s main banks. I obtain the bank’s financial
data from the Nikkei NEEDS Financial Quest
Bank Data File (Nihon Keizai Shimbun, Inc.).
And for the data of the bank’s branches and
subbranches, I acquire the data from disclosures
which were published in 2013 by banks. All
these data are as of March 31, 2013, the end of
the fiscal year 2012.
I calculate the Herfindahl-Hirschman Index
(HHI) to denote bank competition by using the
data of the bank’s branches and subbranches.
High-level of competition in the loan market is
an HHI of a financial institution in a prefecture
less than the median of HHI for all the banks.
Low-level of competition in the loan market is
an HHI of a financial institution in a prefecture
more than their median.
The Distribution of Financial Institutions’
Competitiveness
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investigated the benefit of bank-borrower
relationships in the US and Europe, while
some research regarding Japan and China also
has emerged recently. However, these studies
have reached inconsistent findings about the
impact of bank-borrower relationships across
the bank’s organizational structures and in
the face of competition. Mayer (1998) and
Rajan (1992) show that increased competition
in financial markets reduces the value of
relationships, because it prevents a financial
institution from reaping the rewards of helping
the firm at an early stage. Boot and Thakor
(2000) find that the increasingly competitive
interbank environment facilitates more
relationship lending in the US. Degryse and
Ongena (2007) use a unique data set containing
detailed information on bank-borrower
relationships to find that the bank’s competition
and relationships are not necessarily opposing
in Belgium. Berger et al. (2005), using US
data, find that smaller SMEs tend to borrow
from smaller banks, and smaller banks have
stronger relationships with their borrowers.
Kano et al. (2011) use their unique data set in
Japan, finding that the benefits from stronger
bank-borrower relationships in terms of credit
availability are limited to smaller banks, and
they see little additional benefit in terms of
credit terms. Besides, they find, in some cases,
informationally opaque borrowers who get
loans from small banks suffer higher costs
from stronger bank-borrower relationships.
But, in their study, they do not find an impact
of bank competition on credit terms and credit
availability.
Well known for its main bank mechanism,
Japan offers a particularly fertile environment
to examine bank-borrower relationships. Thus,
I use a dataset from a unique survey in Japan,
the Small and Medium-sized Enterprise Survey
of Finance Institution Issues. This survey was
conducted from February to March 2013 by a

The main findings of my research are that
the benefits from longer relationships are
more significant for those SMEs who have a
stronger relationship with small-and-mediumsized banks in terms of decreasing the price
of credit and increasing credit availability.
Besides, smaller firms benefit more from
39

smaller banks, while bigger firms benefit
more from medium-sized banks via longer
bank-borrower relationships. In addition, we
also find that medium-sized banks in a stiff
interbank competition market directly lead to
higher credit availability through longer bankborrower relationships. It cannot be ignored
that government financial institutions also play
a substantial role in the credit pricing and credit
availability of the main banks.
The policy implication in my research is that
the Financial Services Agency may introduce
policies to protect small banks from going
bankrupt or being acquired to provide them a
competitive lending market. It will help SMEs
benefit more from loan interest rate pricing and
credit availability through relationship banking.
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In my doctoral program, I study foreign
policies of development cooperation of the
participants in the host countries. There are
many sectors that development cooperation can
be implemented. Poverty reduction, education,
health, infrastructure are all main sectors
that development cooperation is planned and
implemented. Furthermore, the infrastructure
sector can be categorized by roads, railways,
ports, power generation, etc. I focus on the
area of power generation, studying hydropower
stations contracted and built by Chinese foreign
investment in host countries.
Any international cooperation would involve
norm application issues. Hydropower station
projects are not exceptions. Domestic norms,
global norms, and norms of the donor country
are expected to be met.
After the war, the World Bank, Organization
for Economic Cooperation and Development
(OECD) and Development Assistance
Committee (DAC) countries have built common
standards and norms to raise development
effectiveness and avoid negative impacts.
On the other hand, China is not a member
country of OECD. Its development cooperation
is informed by foreign direct investment
(FDI), large-scale infrastructure, which is
not mainstream of the paradigm recently
in the international community, displaying
a divergence from those shared values and
challenging the development cooperation
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ICT found its way in modern people’s
everyday lives because of so many innovations.
As radio and television in the past, now,
new disruptive technologies such as cloud
computing, AI, blockchain, 3d printing, drones,
etc. enable people to think in more radical ways
than before. Old companies and new startups
are driving into new innovative ventures to
benefit from these new technologies to attract
more customers for maximizing economic
values. Giant companies like google, amazon,
Facebook, Twitter, Microsoft, Apple took over
the world in this process. Is this beneficial to
society? In Kobe institute of computing (KIC),
a famous ICT learning institution in Kobe
city, we are learning how to utilize ICT for
innovation that can balance between social and
economic values. For this, we use an approach
named Tankyu practice originally developed
by the president of our institution Professor
Toshiki Sumitani.
In this essay, I am going to explain Tankyu
practice with an example in brief. For the
discussion, I am going to use materials from
class lessons and the book titled “Social
Entrepreneurship Starting from Scratch” by
Professor Toshiki Sumitani.
‘Tankyu’ refers to Inquiry-based learning. In
Kobe Institute of Computing, “Tankyu practice”
is a method for identifying social issues in
the real world and pursuing to solve them for
benefit of the society by developing ICT based
solution and a business model for sustainable
balance of cost and income.
Tankyu practice begins with identifying
a social problem. The problem could be
41
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regime.
The large hydropower sector has a
significant, unavoidable impact on the natural
and social environment. It is an unfavorable
sector in the World Bank and many traditional
donors’ development cooperation, but a core
sector in China’s development cooperation,
which brought a negative impact on some past
projects.
Recently corporations and policy banks in
China are increasingly valuing environmental
consideration in development cooperation and
have introduced some environmental guidelines
from the World Bank. However, the reality in
the implementation remains unclear.
One of the factors that decide which norm
Chinese corporations adopt is the type of
contract in which projects’ planning and
implementation and Chinses participants’
obligation are stipulated.
Some studies analyzed what shapes the
behavior of Chinese stakeholders’ engagement
in hydropower projects in Africa and Asia. It
discussed different contract models’ influence
on the power distribution between Chinese
stakeholders and the host countries. However,
no research analyzes the reason the project
is signed in a certain contract model and any
further implication behind this factor. My study
examines the factors behind the contract in a
broader landscape.
Bui Dam in Ghana, financed partly by China
Ex-Im Bank and contracted by Sinohydro, a
Chinese construction company.

something we experienced or experienced by
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example,
I like
‘Tankyu Practice’
approach to ICTFor
based social
innovation
ICT
found
its
way
in
modern
people's
everyday
lives
because
of
so
many
innovations.
As radio
water transports, river transport is popular
in
and television in the past, now, new disruptive technologies such as cloud computing, AI,
blockchain, 3d printing, drones, etc. enable people to think in more radical ways than before. Old
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Starting from Scratch” by Professor Toshiki Sumitani.
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Identifying Issues
Solution Hypothesis

shipload in real-time and inform owners, stuff,
authority, and passengers to take timely safety
measures for the life of passengers and ship.
The business model could be earning revenue
from
selling systems to ship owners and
Once the issue found, we need a preliminary hypothesis of the solution. The issue identified can
have many reasons or too broad. For example, in the case of passenger ship drowning in
providing
information service to passengers.
Bangladesh, there are many reasons for this human catastrophe such as lack of ship
maintenance, overloading passenger and goods, lack of information, speeding, stormy weather,
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corruption,
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書式変更:インデント最初の行字

Business Model
Verification 1
Customer Satisfaction

Verification 2
Originality & Competitiveness

Verification 2
Budget Balance

Implementation
and worried when I see news of ship drowning in the river causing loss of a lot of lives every year.
Chart-1:
Tankyu
Practice
Sometimes, we have these
feelings but
we don’t get
noticed. So,Flowchart
we can start by observing around
us like looking at the neighborhood, talking to friends and families, going social gatherings,
reading newspapers, social media, visiting places like shops, supermarkets, etc.

Chart-1: Tankyu
ractice Flowchart
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Once the issue found, we need a preliminary
hypothesis of the solution. The issue identified
can have many reasons or too broad. For
example, in the case of passenger ship drowning
in Bangladesh, there are many reasons for
this human catastrophe such as lack of ship
maintenance, overloading passenger and goods,
lack of information, speeding, stormy weather,
failure of regulatory monitoring, corruption,
passenger awareness, ship stuff negligence,
sometimes narrow navigation channel, ticket
booking, fewer ships during peak time even
political influence. It would be sensible if
we choose a narrower issue, for example,
overloading passengers and goods. To provide
a solution, we need more specific information
like what causing this issue. In this case, we
may find that ships are overloaded because
owners are not informed, the monitoring
authority has no information, ship stuff greedy,
cargo loading in the middle of the river, greedy
owner, and passengers do not know or care.
Let’s quickly imagine a solution for this issue,
we can propose a system that can monitor
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A real-time monitoring
system for transport
vassals load that can
inform and alert
owners, authorities and
passengers

Passengers and goods
overloading in river
transport vassals
causing drowning and
loss of lives

Solution sells, Information
service to passengers

Solution Enablers
Technologies
IoT, GPS, Image processing,
web and mobile apps, SMS,
Internet

Human Resources
Ship owners, passengers,
authority, terminal stuffs,
service team

Chart-2: An imaginary Tankyu chart for Passenger ship drowning in Bangladesh
Chart-2: An imaginary Tankyu chart for Passenger ship drowning in Bangladesh

After we make the preliminary solution
proposal,
the next step of Tankyu Practice
The first step of the verification is to know who are the people concerned. To take on a socially
aware
innovative
venture,the
it is important
to identify thein
people
who will beaspects
recipients of thee.g.
service,
is
to
verify
proposal
three
provider of the service, and supporter of the service. The recipient of the services finally judges
people concerned, competitiveness, and budget
balance.
The first step of the verification is to know
who are the people concerned. To take on
a socially aware innovative venture, it is
important to identify the people who will
be recipients of the service, provider of the
service, and supporter of the service. The
recipient of the services finally judges the
value of the service. So we must meet these
people and listen to them what is their actual
problem, frustration, or realistic expectation.
For example, in case of ship drowning you
may miss that many passengers can visually
see the ship is overloaded but, still, tries to get
on board. So is there any value of information
service to this suicidal passengers! We can try
to modify our service model based on new
findings.
As a startup, we may want to do all the
things by oneself but one may not possess all
the skills and abilities required by the venture.
After we make the preliminary solution proposal, the next step of Tankyu Practice is to verify the
proposal in three aspects e.g. people concerned, competitiveness, and budget balance.

自由投稿①

千年の友―神戸と寧波（ニンポー）
キュウ

ケンペイ

氏 名：裘 健平
出身地：中国
所 属：神戸大学
人文学研究科
博士課程前期課程
２年

日本の神戸港と中国の寧波港はみな世界有数
の良港である。神戸港は70年代にコンテナ取扱
量世界一に達していたと同じく、寧波港も2019
年末時点で既に11年連続で貨物取扱量が世界首
位を遂げた。両港はみな、世界最大の港として
活躍する時代がある。また、神戸と寧波両都市
は、海上交流によって古くから緊密な関係を維
持してきており、
「千年の友」と言っても過言で
はない。
平清盛が瀬戸内海航路を整備し、神戸港の前
身である大輪田泊を修築してから、当時に「明
州」と呼ばれる中国寧波地域から出航する中国
海商は、博多をはじめとする九州地方に留まら
ず、近畿地方に上陸することが可能になった。
それによって、神戸と寧波の直接交流の歴史が
始まった。神戸は日本の経済・政治・文化の中心
だった近畿地方の玄関口として、寧波は中国の
都城と結ぶ中国大運河の河口に位置し、中国の
国都への玄関口として、神戸と寧波の交流は、
中日交流の歴史においても、重要性を持つ。
長い歴史の間に、中日両国の商人は、自由に
神戸や寧波の港を利用して往来していたが、明
王 朝 の 皇 帝 で あ る 朱 元 璋 は、 朝 貢 貿 易 シ ス テ
ムを通じて国際貿易の利益を明王朝が独占しよ
うと企て、厳しく民間による対外貿易を禁止し
た。一方、その時の日本は室町時代にあり、室
町幕府将軍の足利義満は明王朝の冊封を受け、
室町幕府と明王朝との勘合貿易を始めた。その
勘合貿易は路線や起終点が定められた貿易であ
り、前期の起終点は兵庫津と寧波港であるゆえ
に、神戸と寧波は一時的に、両国互いに唯一の
出入りできる港となったのである。
周知のように、東アジア諸国は鎖国・海禁政
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So, we need to build a team complementing
one’s shortcomings to steer the service. Another
important group of people is supporters such
as business, organizations, authority, interest
groups that may provide a place, technology,
know-how, logistics, approval, and facilities.
For example, the authority and insurance
companies may find ship monitoring service
valuable. May be insurance companies want the
overload monitoring a compulsory condition of
insurance or government authority could make
overload monitoring mandatory for the safety
of passengers. Any such support can make the
service obligatory necessity to ship owners and
cargo owners.
Another aspect of verification is the
uniqueness of the service. The service may be
valuable to the recipient but what if the same
service or better is given by others. So, we
need to put attention that what is the similar
service in existence and what they are offering.
But we have to keep in mind that the objective
of Tankyu Practice is not to compete but to
cooperate. Social business does not intend
to win the competition to make money. If
someone has similar services, we can cooperate
with them, learn and grow together. This way
we can offer better service to society otherwise
the business will become profit-hungry
forgetting the value of society.
The third step of verification is the economic
sustainability of the business. A business idea
for the customer, good for the society, and
unique but many social initiatives are often
given up for funds. So, we need to find what
revenue sources are and what the expenditures
are in terms of capital and operational. This can
help us to reduce the financial pitfalls of the
initiative and be more practical in our service.
We can revisit our solution hypothesis based
on our verification until we are sure of what
we doing. Finally, we have to go ahead and
implement our service. Action is the most
important thing for any innovation. Many
innovative ideas die in the abyss of the human
mind due to inaction. Thus, the Tankyu Practice
approach can help to turn innovations into
action for the greater good of the society.

自由投稿

策を採った時代あり、江戸から遠く離れる長崎
と北京から遠く離れる広州が、自国唯一の国際
貿易拠点と選ばれていた。しかし、神戸と寧波
の相互交流はその時代に断たれたわけでなく、
神戸港は北前船などの寄港地として、寧波港は
漕運船などの寄港地として、両港は長崎と広州
を中継に結ばれていた。そして、19世紀中葉に、
寧波は中国開港五都市の一つになり、神戸は日
本開港五都市の一つになったため、両都市は各
自の国においての最も早く近代化を実現した海
港都市でもある。
船を漕いで商売をする商人文化が昔から寧波
にあり、中国大半の大都市に「寧波商会」や「寧
波同郷会」などの寧波商人団体の拠点が設けられ
ている。19世紀40年代の寧波開港に伴い、寧波
商人は中国沿海部にやってきた西洋商人から近
代産業を学ぶことができ、中国初の中国資本銀
行や保険会社、船会社を含む百種類以上の中国
資本近代企業を創設した。寧波商人は中国の近
代化を機に、清王朝の金融を支配していた山西
商人を超え、中国一の地方商人団体となった。
また、同世紀50年代の日本開国や60年代の神戸
開港につれて、寧波商人は再び神戸に進出し、
元町で「三江会館」という浙江・江蘇・江西三
省出身者の同郷団体を設立した。神戸に在住し
ていた寧波商人の代表的な一人は、阪神財閥の
一人となった呉錦堂氏であり、中華民国の国父
である孫文が日本に逃亡してきた際に、自分の
舞子浜にある「移情閣」と呼ばれる別荘に招待
したことで有名である。その別荘は現在「孫文
記念館」と改名し、国の重要文化財に指定され
ている。ほかに、呉錦堂は私費で神戸の山側で
池を築き、農地開拓に貢献したこともあり、後
に記念するために、その池を「呉錦堂池」と改

孫文記念館（移情閣）
（出典：兵庫県立舞子公園ホームページ）
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名されている。そのような歴史に名が残された
豪商もいるが、近代の在神寧波商人の大半は南
京町の飲食店をはじめとする小規模な経営をし
ていた。例えば、寧波人曹松琪は天津の「包子」
を日本人好みの味付けに改良して、南京町で「老
祥記」という豚饅頭の専門店を開いた。その「老
祥記」は今日も営業し続けており、南京町の老舗
として、近代以来の在神寧波商人の縮図となっ
ている。

老祥記
（出典：老祥記ホームページ）

ニューカマーとして、80年代以来、さらに大
勢の寧波人は商人や留学生として神戸に到来し
てきた。その中で神戸大学大学院法学研究科修
了後、神戸で起業し、今は日本中国商会（JCCC）
の会長を務めている寧波出身の鄭剣豪氏は代表
的である。ほかに、神戸に「株式会社AUX日本
研究所」という研究所を設けており、寧波を本
拠地とする中国の大手家電メーカーであるAUX
グループのような、神戸を拠点として日本に進
出している寧波の企業も、神戸と寧波の交流を
深めている。
尚、神戸は京阪神都市圏と瀬戸内海沿岸工業
地帯の接点であり、寧波は長江デルタ都市群と
中国東南沿海外貿工業地帯の接点であるため、
地理的に似ている両都市は今後、貿易交流のみ
ならず、都市開発や産業構造転換などの面でも
交流し合うことを期待している。

自由投稿②

Pokhara–Tourism Capital of Nepal
ネパル

サロズ

氏 名：NEPALI SAROJ
出身地：ネパール
所 属：日本経済大学
経済学部
４年

ネパールの「観光の中心地」であるポカラは、
かつての２つの都市、ポカラとレクナスの産物
です。面積で最大、人口で２番目に大きい都市
です。国の首都カトマンズから200kmに位置する
ポカラは、ネパールの第４州の「州都」です。
ポカラにはネパールで最も美しい場所がいく
つかあります。市内のいくつかの興味深い場所
を紹介して行きます。

２.Phewa Lakeペワ湖
ポカラにはたくさんの湖があるかもしれませ
んが、魅力の中心は地元ではペワタルとして知
られているペワ湖です。ペワ湖はネパールで2番
目に大きい湖です。ラニバンまたはクイーンズ
フォレストに囲まれた半自然の淡水湖で、澄ん
だ湖の水に浮かぶアンナプルナ山脈とダウラギ

45

自由投稿

１.Annapurna Base Camp Trek
アンナプルナベースキャンプトレッキング
アンナプルナベースキャンプトレッキング
は、 世 界 で 最 も 人 気 の あ る ト レ ッ キ ン グ の １
つ で す。 こ の ト レ ッ キ ン グ は、 世 界 で10番 目
に 高 い 山 に ラ ン ク 付 け さ れ て い るAnnapurna
I（8,091m/26,545ft） の 素 晴 ら し い 景 色 と、
7000mの13のそびえ立つ山々で構成されているた
め、ほとんどのトレッカーに選ばれ、好まれて
います。6000メートル以上の16のピーク。山脈
にもかかわらず、私たちがたどる歩道は、オー
ク、シャクナゲ、松の木の森、文化的に豊かな

グルンとマガールの村に囲まれています。海抜
4,130mの標高にあり、アンナプルナIのパノラマ
ビューを提供しています、アンナプルナIII、ガ
ンガプルナ、マチャプチャレ、ヒウンチュリな
ど、トレッキングを思い出深いものにする雪を
かぶった山々。
アンナプルナトレッキングを訪れるのに最適
な時期は、３月から５月と９月から12月です。
それらの月の間の日の気候は暖かく、風は耐え
られます。ただし、ご興味があれば、年間を通
じていつでもパッケージを提供しています。ネ
パールに滞在する時間が足りない場合でも、10日
間のゴーレパニ-プーンヒルトレッキングと12日
間のアンナプルナパノラマトレックを提供して
います。トレッキングを成功させるために必要
なのは、完全に身体的および精神的なフィット
ネス、トレッキング中の前向きな願望と考え、
トレッキング中の熱意を減らすための探求の目
的だけです。

リ山脈の見事な反射です。また、素晴らしいヒ
マラヤの日の出を体験するのに最適な場所でも
あります。
ドゥオンガと呼ばれる色とりどりのボートを
借りて、湖を船でくつろぎながらリラックスで
きます。湖の水は年々減少していますが、ペワ
湖はネパールで２番目に大きい湖です。湖の島
にある神聖なタルバラヒ寺院で知られているた
め、宗教的にも重要です。東部のポカラのバイ
ダムまたは湖畔には、素晴らしいロッジ、レス
トラン、カフェ、書店があります。湖の周りの
密林の地域には、高台に続くスリル満点の小道
があります。
３.World’s fastest, steepest and tallest Zip Flyer!
世界最速、最急高のジップフライヤー！

自由投稿

ジップフライヤーはネパールの魅力的なアド
ベ ン チ ャ ー ア ク テ ィ ビ テ ィ の ひ と つ で す。 ネ
パールのジップフライヤーは、アラスカで世界
最 長 の1860mtrsで す。 し か し、 米 国 に はZipチ
ラシがありますが、それは1600mtrsだけです。
この旅行は観光客にとって非常に素晴らしい冒
険なので、アンナプルナ山脈を簡単に見ること
ができます。フィッシュテール、ダウラギリ山
脈、ラムジュンヒマル山脈、マナスル、ポカラ
渓谷のパノラマビュー。観光客は時速140kmの速
度で空中を飛んでいるように感じます。
しかし、それは快適であり、その信頼性、強
度、および耐久性のために最高のテクノロジー
をインストールしました。
４.World Peace Pagoda世界平和塔
平和の塔とも呼ばれるポカラのシャンティス
トゥーパは、魅力的なアンナプルナ山脈を背景
に魅惑的なペワ湖を見下ろすアナドゥの丘に
ある見事な記念碑です。それは人気のある観光
名所であり、勇敢な登山者にとって印象的なラ
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ンドマークまたは快適なピットストップです。
周辺にはペワ湖に渡り、ヒマラヤを探索するた
めのいくつかのトレッキングトレイルがありま
す。丘の頂上に通じるトラックの１つをサイク
リ ン グ し た り、 ス ト ゥ ー パ ま で の 道 を 進 ん だ
り、 景 色 の 良 い 場 所 を ド ラ イ ブ し た り で き ま
す。絵のような美しさは非常に魅惑的であり、
モニュメントの静かな雰囲気は、それを求める
人にとって一見の価値があります。
５.Paragliding９.パラグラ
空中での生活を体験するために、ポカラでの
パラグライダーツアーは、ネパールで非常に推
奨 さ れ る ア ド ベ ン チ ャ ー ス ポ ー ツ で す。 こ れ
は、2007年にポカラレイクサイドで始まった、
国内で最も若いスポーツイベントの１つです。
Paraglideの経験は、最高のコストと時間で自由
に飛行する感覚を与えます。空、緑の森、白い
雲、青い湖からの周囲の山々の眺めは、大変す
ばらしいです。

ネパールの魅力は語りつくせないほどいっぱ
いあります。皆さん、是非ネパールへ発見の旅
にお出掛けください。

①日本人から見た留学生
チョウ

サン

氏 名：趙 姗
出身地：中国
所 属：神戸大学
国際文化研究科
博士課程前期課程
２年
投稿：趙 姗さんのご友人
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日本人から見た留学生

私が留学生と交流し、仲良くなれたのは大学院に
入学してからでした。それまでの私は、外国人労働
者が多い地域都市出身でしたが、地元では在留外国
人の方とはほぼ接することはありませんでしたし、
大学で関西に出てきても、学部生時代には留学生は
ほぼおらず、そこでも深くかかわることはありませ
んでした。そんな私にとって、留学生とは、別の
世界の人で、あまりかかわることのない人たちだと
思っていました。
この思いがいい意味で裏切られたのは、大学院に
入ってからです。大学院に入ってみると、日本人よ
りも留学生の方が多く、また私自身のゼミでも同期
の中で日本人は私だけで、他の学生は全員留学生と
いう状態でした。日本人の私が疎外感を感じるくら
い研究科は異国のようで、外国人とどう接したらよ
いか分からない私は、最初は戸惑いました。
しかし、彼らはわざわざ異国の地に来て、研究す
るようなやる気を持った学生たちです。彼らの多く
が社交的で、活動的なためにすぐに打ち解けること
ができました。人生設計や人生観、政治や社会の話
についても議論し、それに対しはっきりとした物言
いで接してくれる彼らとの会話が私にはとても心地
よく感じたのです。
よく日本人
は「 空 気 を 読
む」と言いま
す が、 外 国 人
が「 空 気 」 を
読めない/読ま
ないわけでは
あ り ま せ ん。
読む「空気」の種類が日本と外国とで異なるだけで
す。留学生の中ではっきりとした物言いの中にも空
気を読まれていることを感じることもありました
し、日本人と特別異なるわけではないと感じまし
た。私たちは、違う文化背景を持った人間同士、コ
ミュニケーションの法則は違うけど、真摯に議論を
して、人生や今後の研究について語らう上ではもう
「別の世界」の人間ではありませんでした。
学術の場でもそれを垣間見ることができました。

日本人の友人や私からは出ないような考え方を彼ら
は持っていますし、教員にひるまず質問したり、反
論したり意見を言えます。彼らの研究に対する熱
意には負けていられないと私も焚きつけられました
ものです。特に心に残っているあるエピソードがあ
ります。それは友人の趙さんが言っていた言葉で
す。いつも夜遅くまで研究室に残っており常に研究
に励んでいる彼女に、休まなくてよいのか聞いたと
ころ、彼女はこう答えました。
「私は、日本人より
日本語が劣っているし、他の留学生よりの英語力が
劣っています。だからみんなの倍頑張らなければな
りません。
」
趙さんをはじめとしたたくさんの留学生と出会え
たことをうれしく思います。ただ、少しだけ残念な
ことを挙げるとすれば、留学生を誘致している日本
政府と日本社会との間にある溝、そして留学生に対
する支援制度の少なさで、せっかく日本に留学しに
来てくれている留学生を大切にできていない状態に
不甲斐なさを感じていることです。
私もそうでしたが、日本政府が留学生を多く誘致
していたとしても、多くの日本人は留学生と仲良く
なりづらいです。特に日本では英会話教育が乏し
く、日本語しか話せない人が多くいます。反対に留
学生の中には英語しか話せずに留学してくる者もい
ますし、日本語が話せる留学生でも英語はある程度
話せることの方が多いです。そういったギャップが
ある状態では、留学生と交流できる日本人は一部に
限られます。留学生の友人から聞いた話ですが、留
学生としても、日本人のコミュニティにはなかなか
入りづらかったり、日本人独特のコミュニケーショ
ン術が必要だったりで、仲良くなれる日本人はごく
一部のようでした。ホスト国として日本でも、様々
な文化背景を持つ人を尊重して交流する社交性を身
に着ける教育を行うことが大切だと思います。
ま た、 日 本
の留学生支援
についても残
念な部分があ
り ま す。 現
在、 新 型 コ ロ
ナウイルスの
蔓 延 に よ り、
様々な省庁や
教育機関で給付金支援制度が始まりました。その中
でも、文部科学省の「学生支援緊急給付金」では、
給付金申請にあたり、日本人学生と留学生とで異な
る要件を設けていることが批判されたばかりです。
留学生誘致を行っているにもかかわらず、福祉支援
からは留学生を排除するこの国の姿勢は許せません。
留学生の皆さんがもっと日本で勉学に励みやすい
と思えるような国になるように、私たち日本人がで
きることをしていきたいと思っています。留学生の
皆さんを応援しています！

う、と日々努力することは口では言えてもなかな
か簡単に真似する事はできないと思います。
『努

②日本人から見た留学生
グェン

ティ

力は嘘を付かない』という事を留学生から改めて
ミ

リン

氏 名：NGUYEN THI MY LINH
出身地：ベトナム
所 属：関西国際大学
現代社会学部
４年
投稿：NGUYEN THI MY LINHさんのご友人

学ぶことができました。アルバイトをし始めたこ
とで留学生と出会うことができて本当に良かった
と思います。私が留学生に何か刺激を与えている
かはわかりませんが、国が違うとはいえ同じ人
間、お互い高めあいながらより良い交流関係を続
けていきたいと思います。
「留学生の方達と働いてみて...」
From バイト先の日本人従業員

私が留学生に思っていた１番の印象は、文化
の違いや言葉の壁がある中で生活するのは不安

私の地元・岡山県では「留学生と一緒に働く」

ではないのか？と思っていました。私は大学に

と言う事がまず無く、２年前、神戸に来て職場

入るまで留学生と接する機会が無かったのです

の半数程を占める留学生達の割合に初めは驚き

が、大学入学と共にアルバイトを始めたところ

ました。そして皆の話を聞いたり、指示をする

に留学生が複数人おり、関わりを持つようにな

立場の仕事をするにあたり、新たな課題となり

りました。仕事、プライベートに関わらず、話

ました。

していてわからない言葉があればすぐに意味を

考え方の違いもあれば、自分よりも職場の物

聞き、自ら言葉の壁を壊してコミュニケーショ

事を忠実にこなし見習わなければと改めさせら

ンを図ろうとしていました。初めは、留学生に

れる事は何度もありました。

類似の言葉を考えて伝えることが難しく意思疎
通ができないこともありましたが、理解しよう
と聞いて、一生懸命考えている姿を見て留学生
はすごいなと思わされました。
日本語は数ある言葉の中でも難しい言葉とさ
れておりながらも、日本語検定1級の資格を取得
している留学生もいて、母国にいる時から日本語
の勉強を始めて、日本に来てからも日本語学校に
通ったり、普段の会話からも貪欲に勉強して、た
くさんの努力をしているんだと改めて思わされま

私が一番尊敬している部分は、個性があった

した。少しでも日本の事を知ろう、言葉の壁を無

上で、皆「仕事は仕事、感情や人同士の関係は仕

くしてコミュニケーションを取れるようになろ

事に置いて関係ない。」という姿勢です。忙しい
時程、高い団結力が求められます。その状況に

日本人から見た留学生

おいて、留学生の方達の姿勢は、自分も含め、
従業員全員が出来て欲しい私の理想です。皆が
当たり前にしてくれている事は、なかなか出来
ない素晴らしい事だと思います。頑張る時は一
生懸命頑張り、時には職場を笑顔で明るくして
くれる存在にいつも助けられています。
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同窓会だより

2019年度同窓会 ～RENNIE JOIELにて～
2016年１月に同窓会が設立され、毎年送別会・同窓会が行われております。2020年２月にも神
戸旧居留地の一角にある「RENNIE JOIEL」にて「2019年度神戸市・菅原奨学金送別会・同窓会」
を開催しました。同窓会会長、副会長及び大学関係者をお招きし、神戸市やKIC事務局関係者にもご
参加いただきました。奨学生が歌と三味線演奏を披露、最後にネパール出身のグループがネパールの
人気民謡を熱唱され、会場を大いに盛り上げました。今回の同窓会は卒業生と現役奨学生との結びつ
きを深めただけではなく、参加者全員の交流も深めました。
2016年７月に同窓会中国支部（天津市）を設立しましたが、今後も世界各国に同窓会支部を設立し、
神戸の集いを世界に広げたいと考えておりますので、皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
神戸市・菅原奨学金は1989年にスタートしてから多くの方に支えられ、ご支援いただきました。
これからもみんなで力を合わせ、神戸市・菅原奨学金の絆を深めていきましょう。
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活動アルバム
オンライン実行委員会
今年度は新型コロナウィルスの影響により、支給式、奨学生の集いなどのイベントは残念ながら中
止となりましたが、実行委員会と留学生との異文化交流サロンはオンラインにて開催することが出来
ました。
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活動アルバム
留学生との異文化交流サロン
「異文化」を体験、理解し、共感するため、神戸市民と留学生との異文化交流サロンを
2020年９月９日にオンラインにて開催しました。

司

会：中国

李聡さん

発表者：スペイン

ホセ ヒル カルボさん

インドネシア

インガン ヌルアラムさん

ベトナム

ホー ニャット ティンさん

中国

黄禹生さんと李聡さん
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～KICからの手紙～

（公財）神戸国際協力交流センター
専務理事

山本

猛

奨学生の皆さん、今年は世界中でコロナ感染が拡大して大変な１年になりました。

１月26日、南京町の春節祭に行きました。日本でもコロナ感染者が出た直後であり、観光
客は例年より少なく、店先に消毒液を置くなど、スタッフの皆さんがコロナ対策に苦慮され
ていました。その後、感染者が増加し、４月７日には緊急事態宣言が出されました。５月末
には緊急事態宣言は解除されたものの、現在に至るまで、世界中で感染が拡大し、生活、経
済、何もかもが大変なことになっています。

奨学生の皆さんも外出もままならず、友人と会って食事をすることもできず、学校にも行
けず授業もオンラインになるなど、生活が一変してしまったと思います。

神戸市では、コロナで生活困窮に直面された留学生の生活を支援するために、市内外国人
支援団体の実施する留学生の生活支援事業に助成金を出したり、留学生に有償ボランティア
として公園や商店街の清掃などを行っていただいていますが、年度末まで支援を続ける予定
にしています。

神戸市は、25年前に阪神淡路大震災で大きな被害を受けましたが、市民の皆さんと力を合
わせて復旧、復興に取り組んできた経験があります。今回のコロナは世界中で感染が拡大し
ており、これからの道のりは平たんではありませんが、新しい生活様式のもと、みんなが笑
顔で住み、働き、学ぶことのできる元気なまち神戸になるように取り組んでいきたいと考え
ています。奨学生の皆さん、もうしばらく、不自由な生活が続くかと思いますが、前を向い
て頑張っていきましょう。
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