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　神戸は、1868 年の開港以来、国際港湾都市として発展し、外国文化の窓口となってき
ました。開港以来、多くの外国人に愛されてきた神戸ですが、その数は近年特に増加して
おり、市内には現在約 4 万 7 千人の外国人がお住まいです。様々な宗教施設が存在し、外
国人学校も多く、外国人にとって非常に住みやすいからではないかと思います。
　留学生に対するこの奨学金制度は 1985 年に始まり、1989 年に篤志家の故菅原一郎氏か
ら多額のご寄付を受けて、「神戸・菅原奨学金」という名前になりました。この制度は、
神戸市内で学ぶ留学生のみなさんが安心して勉学に励むことができるように、という思い
で創設されたものです。これまでに本奨学金を支給された留学生は 30 か国・地域約 650
人にもおよび、神戸市内の大学・大学院を卒業後、世界中で活躍されています。
　奨学生のみなさんは、神戸で学び交流する中で、多くの貴重な経験を積み重ねているこ
とでしょう。みなさんの学生生活が充実し、神戸に愛着を持っていただければ嬉しく思い
ます。
　神戸で得られた経験や人脈を生かし、神戸と本国の架け橋になっていただくことを期待
しています。ぜひ、神戸の魅力を投稿する Facebook ページ「Kokko Kobe」での情報発信、
同窓会組織への参加、母国での神戸応援組織「Kobe International Club」の設立や活動な
どにご協力をお願いいたします。
　最後になりましたが、奨学生のみなさんのますます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。

2018 年 12 月

奨学生会報第 28 号の発行にあたって

神戸市長  久元　喜造

　本事業にご尽力頂いている皆様、お世話になり、まことに有難うございます。
　今年７月、祖父菅原一郎の二十七回忌法要を執り行いました。祖父からはひ孫にあたる子
供たちも大勢集まり、賑やかな法要となりました。
　祖父との記憶を辿ると、３０年近く遡らなければなりません。私も幼かったため、祖父の
肩を揉んだり、将棋をしたり、祖父の部屋が煙草臭かったことなど、あまり重要でないこと
ばかり記憶に残っています。
　神戸・菅原奨学金については、祖父が「戦争でアジアの人々には大変な迷惑をかけたから、
報いたい。」その思いが奨学金制度への寄付に繋がったと聞いております。
　今日、本奨学金は、アジアを中心とした世界中からの留学生に支給されています。祖父の
願いが果たされつつあり、また、今後も末永く続くことを願っています。皆様の一層のご協
力を心よりお願い申し上げます。

神戸・菅原奨学金設立者　故 菅原一郎について

株式会社 エモック  代表取締役 菅原　隆司
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OBだより ～神戸で活躍する 2017 年度奨学生～

表紙のデザイン
神戸で最も気に入っているスポットの一つ、北野異人館でスケッチするの

が好きです。２月の晴れているある日、風見鶏館の近くに 1人で絵を描いて
いました。そこで、自作のハガキを売っている中年女性に出会いました。彼
女のハガキは鮮やかな色で神戸の街が表現されています。「あら、あなたも
絵が好きなんですね」というふうに会話を弾ませました。彼女の話を聞くと、
北野坂でハガキを買いに来るたくさんの外国人観光客にサインをもらって、
記念として一冊のノートにキープしていることを知りました。「これは面白
い」と思いました。こうして巡り合った人たちとのいい思い出ができるから、
人生がよりもっと楽しくなるはず、とそのとき気づいたのです。私たち留学
生はいろいろな夢を持って神戸にやってきました。外国で暮らすには、やは
り「出会い」を大切にしなければならないでしょう。一緒に夢を追いかけた
り、青春を分け合ったりする仲間は神戸でたくさん出会いました。人は夢を
持って努力すれば、いくつになっても青春が味わえると思います。夢は無限、
青春は永遠。これからも神戸で最高の人生を送っていきたいです。

株式会社 東横イン勤務

S
スレスタ

HRESTHA　S
サナム

ANAM
（ネパール出身）

名　前：N
グェン

GUYEN T
ティ

HI D
ダン

AN T
ティー

HY
出身地：ベトナム
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

自己紹介
ヤムチャで有名な街－広東省から参りました。修士から

「神戸・菅原奨学金」を受給し、神戸大学大学院で日本語
学、日本語教育学を学んでいました。

奨学生時代の思い出
奨学生時代を振り返ると、得るものがたくさんありまし

たが、奨学金のイベントを通して、他大学の留学生と触れ、
神戸市のいろいろな業界で活躍されている日本人の方々と
交流できたことは、最も大きな収穫だと思っています。

現在の仕事について
今年の 4 月から、日本経済大学神戸キャンパスの専任講

師として働き始めました。大学院で学んだ知識を活かし、
ずっと目指していた日本語教師として働くことができて、
とても嬉しかったですが、留学生という立場から、留学生
に教える、お世話をする立場に切り替えることは決して簡
単ではなかったのです。しかし、元留学生だからこそ、い
つも学習者の立場から日本語学習を見直して、毎日新しい
発見があります。これからも、学生と共に成長していきた
いと思います。

現役奨学生へのメッセージ
奨学金を受給するということは、「お金」そのものだけ

ではなく、いろいろなチャンスを与えてもらい、違う世界
の扉を開けさせてくれるものと考えていただきたいです。
そして、その機会を大切にしていただくとともに、いつか
何らかの形で社会に還元するというのが奨学生の責任だと
考えます。是非現役奨学生の皆様にもそのように考えてい
ただければと思います。

自己紹介
私はネパール出身のスレスタと申します。皆さんは、ネ

パールについてご存知ですか？ネパールと言えばエベレス
トですね。私もいつかは登ってみたい憧れの場所です。私
は、日本経済大学において、日本語、ビジネス、貿易を学び、
現在は、社会人１年目として神戸の企業で働いております。

神戸での思い出
２００９年に来日し、その時から神戸に住んでいます。

神戸での思い出はたくさんあります。２０１５年に神戸中
央病院で長男が生まれ、妻とともに育児を行いながら、学
業、そしてバイトと忙しい日々を送りました。また、同じ
この年にネパール大地震が起こりました。大学や先生方の
ご協力のもと、イベントを実施し、母国に募金を持ってい
くことができたことは、今でも忘れられません。そして、
菅原奨学生として、たくさんの仲間に出会い、様々な行事
に参加できたことは、私にとっての財産です。

現在の仕事について
私は、現在日本のホテルである東横 INN でフロント業

務などを行っています。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
から現在の仕事に就きました。接客業なので、毎日明るい
笑顔と大きな声でお客様に挨拶しています。仕事では、人
間関係とチームワークが一番大事だと思い、毎日頑張って
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、日本での留学生時代の貴重な経

験を将来、母国に伝えて、母国の発展に寄与出来るように
と願っております。神戸菅原奨学金のことを大切にし、将
来仕事だけではなく、神戸でのボランティア活動やイベン
トなどにもぜひ参加していただきたいと願っております。

日本経済大学専任講師

陳
チン

　秀
シュウイン

茵
（中国出身）
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　留学生活・交流活動①　

留学生活

名　前：魏
ギ

　筑
チククン

君
出身地：中国
所　属：神戸大学
 海事科学研究科
 博士課程前期課程
 ２年

私は中国で大学を卒業するまでに、実はあまり
留学を考えたことがなかったです。大学を卒業し
てから実家から遠く離れた町で働き始めて、平凡
な毎日を送っている自分は、３０歳を迎える前に
もう一度人生を大きくチャレンジしたいと思いま
した。昔から日本の文化と飲食が大好きであるた
め、最後にたどり着いた答えは日本に留学するこ
とでした。今から振り返ると、非常に正しい決定
だと思っています。このかけがえのない留学生活
を通して、私は多くのことを学び、大きく成長し、
人生の宝物を手に入れました。

中国から出発する時、大学時代から一人暮らし
を始めた私にとって、心の中は不安の気持ちより、
初めての海外生活に対する憧れがいっぱいでした。
２０１５年１０月にようやく日本に到着して、研
究室の親切な先生と先輩たちにお会いすることが
できました。先輩たちは日本での生活について色々
教えてくださって、ほんの少しの不安をすぐ解消
してくださいました。こうして、神戸という非常
に住みやすい町に恵まれながら、私の留学生活が
スタートしました。

新鮮味あふれる生活はとても楽しいですが、難
しいところもありました。第一の難関は日本語で
す。日本に来る前に一年の勉強経験しかない私に
とって、スムーズにコミュニケーションをとるこ
とは難しかったです。日本語力を向上させるため
に、私は大学院受験勉強以外の時間を使って、大
学の日本語集中講義に参加しました。ここで優し
い先生たちに丁寧に日本語を教えてもらっただけ
ではなく、日本の人文、文化に触れる機会も数多
く設けていただきました。例えば能楽ワークショッ
プ、篠山のバスツアーに参加し、日本の伝統文化
の体験を通して、日本に対する理解を深めること
もできました。

　半年の日本語授業が終わり、私が大学院の入
試に専念していた時期に一つの出来事がありまし
た。運動の時に自分の不注意で足首を強く捻挫し
て、骨折をしてしまいました。怪我をした当初は、
痛みが強く、普段の生活も不便でとても心配でし
た。幸い、私の住んでいる寮の近くに外科の病院
があり、ずっとその病院に通い、治療を受けてい
ました。骨が完全に治るまでの過程が長いですが、
身近なところに信頼できるお医者さんがいるので、
安心しました。そして怪我からだいぶ回復した後、
その病院でリハビリをすることもでき非常にあり
がたかったです。私はこの経験を通して、日本の
医療環境の良さを実感しました。大きな総合病院
に行かなくても、家の近くで高品質な治療を受け
ることができるのはとても素晴らしいです。さら
に、国民健康保険のおかげで治療費用の負担もあ
まりありませんでした。将来、中国の医療もどん
どん改善されて、日本のようになることを願って
います。

２０１７年４月に大学院に入学してから、本格
的な研究が始まりました。私は自分の知識と経験
を最大限に活かしたいので、物流の専門と研究室
を選びました。一番熟知している領域とはいえ、
大学院の研究水準が思っていたより高くて、分か
らないことが多かったです。指導教諭と多くの相
談を重ね、研究テーマを決定し、研究に取り掛か
りました。その際の第一の難関はまず研究に不可
欠な方法論を勉強することでした。そのために一
からプログラミング言語を学びました。しかし実
際の研究が始まったら、また別の困難に遭いまし
た。留学する前の自分は受け身の勉強に慣れてお
り、研究室で自ら考えて研究を進めることが難し
く悩んでいました。しかし、決して挫けず、常に
先生や先輩たちに相談して、研究の手法と考え方
を勉強してきました。最近は順調に研究も進み、
結果も出ており、学会で発表も行い、研究の遣り
甲斐と達成感を味わうことができました。私の将
来の人生において、研究の具体的な知識や内容を
いかすことは難しいですが、研究の経験を通じて
身についた自ら考えて動き出す行動力と、周りと
協力しながら、どんどん新しいことに挑戦する精
神は人生の宝物です。

そして２０１８年になり、日本での就職を目指
している私はいよいよ就職活動を始めました。３
月の説明会が解禁される時期の前に、まずは自己
分析をする必要があります。このきっかけで、今
までの人生を振り返ました。そこから自分の特徴
を見極めて、重要なエピソードを整理しました。
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これは過去と現在を踏まえて、自分と真剣に向き
合う貴重なチャンスだと感じました。自己分析の
中に、将来やりたいことの手掛かりもありました。
それによって、志望業界や志望職種を絞ることも
できました。次のステップは企業研究と SPI の対
策です。数多くの企業の情報を収集するのが大変
ですが、多種多様な企業の事業領域を知るという
面白さもあります。SPI の試験は留学生にとって
特に難しいので、日本の学生よりさらに時間をか
ける必要があります。３月に入ってから、説明会、
エントリーシート、テスト、面接などで非常に忙
しかったです。最初の段階でうまくいかないこと
はよくあります。私も今までの就職活動で多くの
失敗がありました。その中で一番重要なのは、強
い心と信念を持つことです。どんな挫折があって
も心が折れずに、失敗の経験を踏まえて自分を見
直したり、目標を調整したりしていけば、必ず成
長し、成功に近づくことができます。最初からで
きるだけ多くの企業を目標として設定して、積極
的に挑戦したほうがいいと思います。私は半年以
上の就職活動を続けて、８月にようやく内定をも
らいました。志望の企業に認めてもらった感動は
忘れられないです。日本の学生と比べれば、留学
生にとって、就職活動が数倍難しいですが、その
分、就職活動の経験から得られるものも多いです。
たとえ日本で就職するつもりがない人に対しても、
一度就職活動を体験することを勧めます。

留学生活は必ず多くの未知があり、順風満帆に
限らないと思います。しかし、その中の困難を乗
り越えたら、自分の想像を超える成長が得られる
と信じています。そして私たち留学生は一人では
ありません。多くの優しい方々は必ず助けたり、
応援したりしてくれます。将来の留学生の皆さん
も恐れずにどんどんチャレンジして、悔いのない
留学生活を送りましょう。そして将来は国際的な
人材として社会に貢献し、活躍してください！

　留学生活・交流活動②　

一歩踏み出せれば、
永遠の思い出

名　前：N
ニョランダ

YOLANDA　C
シンディ

INDY
出身地：インドネシア
所　属：神戸学院大学
 グローバル・コミュニケーション学部
 ３年

私は、日本に来てから 4 年以上経ちました。今
振り返って見ると、大変なこともあり、楽しいこ
ともたくさんありました。初めて日本に来て大阪
に住んだ時、まだ何も分かりませんでした。家族
もいないし、友達も少なかったです。日本語学校
やアルバイト先でたくさんの友達を作りました。
多国の方々や日本人の友達もできました。友達と
一緒に食事だけではなく、映画を見に行ったり、
カラオケや飲み会なども行ったりしました。日本
に留学するのならば、アルバイトをする必要があ
ると思います。なぜなら、お金を稼ぐだけではなく、
たくさんの日本人の友達を作り、日本語の勉強に
もなるからです。職場で使う日本語や、日常生活
の会話なども勉強できて日本語も上達できると思
います。

しかし、いつもうまくできるとは限らないです。
人生には、様々なチャレンジをして経験を積むの
がより良い経験になると思います。２年間大阪に
住み、進学を考えていた最中、神戸へ遊びに来ま
した。神戸の街は綺麗で、夜の景色も非常に美し
かったです。その時、大学を選ぶのならば神戸が
いいと思っていましたが、知らない地域で、友達
もいないのが不安でした。そこで、たくさんの方々
からアドバイスや応援をもらいました。家族だけ
ではなく、日本にいる友達が私を応援し、友達か
ら勇気をもらいました。それは、前に進むための
一歩を踏み出す勇気です。その時また思い出しま
した。日本に留学する前の時もインドネシアの家
族や友達からの応援があったからこそ留学を決め
ました。応援してくれる人がいるから前に進むの
が怖くなかったです。そう思うと、神戸に行きた
い気持ちが強くなり、神戸にある大学に入ると決
めました。

そして、神戸にある様々な大学の情報を調べ、
受験しました。受験を終え、合格発表もきました。
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あっという間ですが、神戸に引っ越し、大学生活
も楽しみでした。大学に入ってから、留学生歓迎
パーティーに参加し、日本人のスチューデントア
シスタントと友達になりました。また、大学のパ
ンフレット用に友達と撮影やインタービューもや
らせていただきました。

（留学生歓迎パーティーで日本人のスチューデントアシスタントと一緒に）

大学に入ってから、様々な交流会、イベント、
ボランティア活動にも参加しました。また、「神
戸 学 院 大 学 with Woman Will 未 来 の 働 き 方 ア
カデミー女性とともに活躍できる社会へ　キャ
リアセミナー＆ワークショップ」にも参加しま
した。キャリアセミナーは、Google 合同会社と
STREETSMART 株式会社がスペシャルトークを
実施しました。その後、グループごとに「働きや
すい会社のためのアイデア」を考え、プレゼンテー
ションを行いました。それだけではなく、大学の
近くにある湊島中学校の学生たちと交流しました。
更に港島学園の中学２年生と京都で交流しました。
私たちは、外国人に英語でインタービューをしま
した。6、7人の中学生の班に留学生が１人ずつ付き、
名前や日本に来た理由を尋ね、日本の好きな食べ
物などを質問しました。

（2017 年 11 月 11 日のボランティアの学生たち）

また、中学生が大学にきて、私たちが案内し、一
緒にゲームもしました。お互いに発表をしたり、

好きなアニメや音楽について話したりしました。
他には、国際交流基金関西国際センターの研修生
と交流しました。研修生からインタービューを受
けた後、一緒に食事をして、大学の案内をしまし
た。2017 年 11 月 11 日に神戸学院大学で「国際学
会　平和への架け橋—文化・ビジネス・コミュニ
ケーションーPeace as Global Language」が開かれ、
私はボランティアとして参加しました。受付、見
回りや案内などをして、様々な国の人と話すこと
もできました。日本語だけではなく、英語やイン
ドネシア語や中国語なども活用するようになりま
した。

大学 1 年生、2 年生は、あっという間に終わって
しまいましたが、たくさん思い出になる出来事が
ありました。3 年生になって、インターンシップに
参加し、３カ所に行きました。日本の会社で働く
体験ができてよかったと思います。

私は日本に留学して非常によかったと思います。
多国の友達を作ったり、話し合ったり、食べに行っ
たりして、充実した留学だと思います。どんなこ
とでもチャレンジして、一歩踏み出せれば、体験
や経験したことは全て思い出になると思います。
私はこれからもっと頑張りたいと思っています。
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　留学生活・交流活動③　

忘れられない日本での体験

名　前：張
チョウ

　偉
イカ

霞
出身地：中国
所　属：神戸大学
 人文学研究科
 博士課程後期課程
 ３年

五年前中国から日本に来ました。五年が経ちま
したが、日本に来て一年 5 か月の時、兵庫県宍粟
市戸倉での経験がずっと忘れられません。むしろ
時間が経てば経つほど、その記憶が鮮明になり、
何回かまた戸倉に行った夢を見たこともあります。

日本に来てからどこか人があまりいないところ
に旅行とか行きたかったですが、時間とお金の余
裕がなく、なかなか実現できなかったです。2015
年 2 月大学の中、神戸市にある交流団体が組織し
た「戸倉留学生交流活動」の情報を見て、私は迷
わずに申し込んで参加しました。いよいよ活動の
日になって、私は各国からの留学生、日本人の大
学生、教授、交流団体のスタッフ、二、三十人ぐ
らいを乗せているバスに乗って出発しました。バ
スははみんなの自己紹介、笑い声、歌声の中で山
の奥、雪の世界に走っていき、約三時間後、目的
地の戸倉に到着しました。真っ白の戸倉は山の奥
のもう一つの雪国でした。着いた後、接待してく
れた当地住民の家に荷物を置いて、挨拶して着替
えをしてから私たちは第一番目の仕事―除雪を始
めました。

戸倉は交通不便のため、若者たちはほとんどみ
んな外に出て行ってしまい、あの時私たちが出会っ
た十七歳少年は村の唯一の若者でした。村にはスー
パーやコンビニもなく、買い物する時、流動する
車を待たないといけないです。村の中に残ってい
る人がどんどん少なくなっています。私たちはま
ずある一人暮らしの年配者の家に行き、その家の
除雪作業から始めようとしていました。一人暮ら
しの年配者は子どもがみんな外にいて、自分も年
を取っているため、なかなか除雪の作業ができな
かったです。その家に着いて、当地の住民たちは
まず屋根にのぼって、梯子を安全に固定してくれ
ました。私たちの中、初めて除雪をする人が多い
ですが、みんなが屋根に上って除雪の作業に集中

して一生懸命やり始めました。同伴の四十代の教
授も除雪に張り切って、二十代に戻ったみたいで
す。

三十分ぐらい除雪作業をし、屋根から落とした
雪が地上の雪とつながって、みんなは梯子を使わ
ず、雪の上で登ったり、下ったりして子ども時代
の自分を見つけたようです。除雪作業が終わって
から、誰から始まったか知らないですが、みんな
は雪で積み上げた一メートル以上の高さの高台で
雪合戦を始めました。上と下に二つの陣営に分け
て、そのとき、どの国からの学生にも関わらず、
先生であっても、教授であっても、みんなの攻撃
の対象となっていました。激しい雪合戦で雪が舞
い上がって、空へ飛んでいました。雪だらけになっ
ていてもみんなは笑顔でいっぱいでした。

雪合戦 雪だらけのみんな

その後、住民たちは私たちを温泉に連れて行き
ました。粗末な温泉施設でしたが、雪の中でそれ
は私の最高の温泉体験でした。温泉が終わってか
ら戸倉の公民館に戻り、外は寒かったですが、木
造の公民館はストーブと当地住民たちの親切のゆ
えに暖かくなりました。料理がすでに準備でき、
野菜、肉、おにぎりをテーブルの上にいっぱい積
み上げっていました。日本料理に私は量が少ない
印象を持っていますが、その日私たちはいっぱい、
いっぱい食べても、やはり食べ終われなかったで
す。みんなが盛り上がって、当地の住民たちとと
もに踊りも踊りました。恥ずかしがり屋の十七歳
の少年も照れ笑いを浮かべながら留学生と話し始
めました。

ご飯の後片づけが終わった時、もう十時半にな
りました。戸倉の十時半はすでに深夜の感じがし
ました。街灯がなくて、静かな夜でした。私たち
は寝る準備をしたとき、村長さんの家の一階で雑
談会をやらないかと誰かに呼ばれました。普段雑
談会が苦手な私はあの日あの雑談会に行きたかっ
たです。お菓子とジュースがこたつの上に並んで
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いて、こたつの中に何人か座っていました。。全員
がこたつに入れないので、残りの人はストーブを
囲んで座り、留学生の故郷、日本と海外のニュー
スなど、色々話題で話をしました。笑ったり、食
べたりして、賑やかな夜でした。しかし、戸倉の
これからについて話すとき、村長さんは長いため
息をしました。若者がいなくて、村の人がどんど
ん減っています。将来戸倉が自然に消えてしまう
可能性があります。実は戸倉だけではなく、少子
高齢化が激しく進んでいる日本で、交通不便、人
里離れたところはみんな同じことに面していると
思います。でもそこで生まれて、そこで育った村
長さんにとって、それは一体どういう気持ちなの
か、たぶん私はここで言葉では全部表せないと思
います。先まで冗談を言ったりしていたみんなは
その時、全員真面目になりました。、話に夢中し
て、気づいたら、もう夜の十二時になりました。
次の日早起きしないといけないので、みんなは片
づけて、帰って寝ようと言いながら、雑談会が終
わりました。。しかし、その時、サウジアラビアか
らの Abdulelah が走ってきて、私は非常に美しい
星空を見たと興奮しながら私たちに向いて叫びま
した。そう言われて、明日香、信哉、アメリカの
Joshua 、私と交流団体のスタッフの酒井さんも見
に行こうと決めて出ていきました。部屋から出て、
酒井さんはすぐ夜空からサザンクロスとポラリス
を見つけました。星の知識を紹介しながら、少し
暗いところに着いたとき、、私はここでちょっと見
て帰らないといけないと酒井さんは言い、少し星
を観察した後帰りました。たぶん彼はこの活動の
ために疲れたと思います。酒井さんが帰ってから、
Abdulelah が言った美しい星空を見たいので、私た
ちは続けて進んでいきました。十分ぐらい歩いて、
あかりがないところで上を仰ぎ見て、Abdulelah
が言った美しい星空が私たちの前にも現れました。
その時、真っ白の地面と星空に囲まれ、世界はこ
んなに純粋かと初めて体験しました。

星空を見てから、寝ないといけない時間なので、
私たちは接待してくれた住民たちの家に帰りまし
た。接待の部屋にはストーブがあって、また、村
長は湯たんぽを持ってきてくれました。外は寒かっ
たですが、私たちにとって、その夜は暖かかった
です。

次の日七時に集まった時、住民たちはすでに朝
ごはんを用意してくれました。朝ごはんの後、戸
倉の将来のため、みんなで話しようと村長さんは
住民たちを集めてきました。十七歳の少年もそこ

にいました。私たちは少年にここで若者があなた
一人しかいなくて、寂しくないかと聞いて、少年
はもう慣れたと言いながら、頭を下げました。、普
段冗談したりしていたみなは戸倉の将来について
ディスカッションする時、重大な会議を開くよう
な感じで、真面目に住民たちの話を聞いて、それ
ぞれ自分の考えを積極的に話しました。住民たち
もみんなの話を全部真面目にメモして、その時、
国籍や民族、文化などを越えて、戸倉を守りたい
のはみんなの気持だと思います。

いよいよ別れる時が来ました。村長さんのすで
に結婚して戸倉から出て行った娘さんも自分の子
どもを連れて、私たちを見送りに来ました。私た
ちは心の中で戸倉がよくなりますように思いなが
ら、一人ひとりの住民たちにお礼を言いました。
最後バスが走る前に、私は戸倉での最後の一刻を
記録しようと写真を撮った時、バスの外で孫を抱っ
こしている村長は涙を流しているのを見ました。
戸倉よ、さようなら！

さようなら、戸倉！



9

留
学
生
活
・
交
流
活
動

　留学生活・交流活動④　

日本との出会い

名　前：金
キン

　迪
テキ

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

今年四月の初め頃、留学のために、日本へ参り
ました。いつの間にかもう５ヶ月が経ったと今気
が付き、時間の流れにはすこし驚きました。ここ
へ来る前、一人で外国に行くのは大丈夫だろうか
といろいろ心配し、不安もありました。今考えれば、
ここへきて、本当によかったです。この５ヶ月の間、
勉強したり、バイトをやったり、いろいろな活動
に参加したり、いろいろな人たちと出会ったりし
て、思い出もいっぱい作りました。

一番印象深かったのは日本に到着した 2 日目の
ことです。あの日の朝、一人で大きなスーツケー
スを 2 つ持ちながら、友達のところから自分の大
学へ出発しました。道もあまりわからなくて、母
国から持ってきた携帯も日本では使えませんでし
た。途中、新長田駅で、一人のおばあちゃんが電
車の乗り換えの方法を優しく教えていただき、そ
して、エレベーターの前まで送っていただきまし
た。ところが、１つのスーツケースを電車の中に
入れた後、ホームに立っていたもう一つのスーツ
ケースが急に倒れました。それを起こした途端、
電車が私の荷物を運んで、そのまま発車してしま
いました。あの瞬間、どうしようと考えて、頭は
ボーッとなリました。その時、一人のおじいちゃ
んが天使のように登場し、駅の係員のところまで
連れていただいて、いろいろと助けていただきま
した。最後、そのスーツケースも目的地の駅で無
事に受け取りました。その日、学校までの旅に出
会った優しい人たちのこと、今でもとても感動し
ており、改めて「ありがとうございます」と言い
たいです。これは日本との初対面であり、素晴ら
しい第一印象が残りました。

　大学院の研究室で、意外に中国人研究生や院
生同士がたくさんいます。最初の頃、留学経験者
の彼らは大学院の情報や、周りのスーパーや美味
しい店等、親切にいろいろ教えてくれました。そ

のおかげで、より早く日本での生活に慣れました。
そして、この間、みんなで共に勉強したり、遊ん
だり、時には手作り料理を互いに分かち合ったり
して、楽しかったです。週末はよく家で、発表を
準備したり、料理を作ったり、食べたりして、い
つも一人で、時々ちょっと寂しかったです。しか
し、平日授業があるとき、みんなと一緒で、いつ
の間にか癒されました。学校の先生たちも優しく
て、新学期の初めに、歓迎会を行っていただきま
した。当時、先生と研究室のみんなと一緒に六甲
山牧場へ行きました。そこで、可愛い羊たちに触れ、
馬やウサギを見て、春爛漫の山の景色を満喫しま
した。

留学生活の中で、もう一つ話さなければならな
いことはバイトです。先輩の紹介で、面接を受けて、
大学の近くにある会社に入りました。来日前、母
国でバイトをやった経験はありますが、日本語で
バイトをやるにはちょっと心配していました。職
場で、一人の上司がよく関西弁を話していて、仕
事の内容もちょっと難しくて、最初はわからなかっ
たことはいっぱいありました。しかし、分からな
いことがあるとき、また聞いたら、上司や職場の
先輩たちもまた熱心に、はっきり説明してくれま
した。ちょうどその時、授業で関西弁を勉強して、
次第に慣れてきました。この間、次第に関西弁に
親切な感じが生じてきて、また、それを話してい
る関西人たちは情熱が溢れて、小さなことに拘ら
ない性格だという印象が生じました。

　「旅は道連れ世は情け」という言葉は以前から
存じております。一人で外国で暮らしているのは
そんなに容易なことではないが、みんなの助けを
いただいたので、こんなに楽しく、充実に過ごす
ことができました。卒業まで半年しかないですか
ら、これからもっと頑張らなければならないと思
います。

　今年来日した時、残念ながら、神戸の桜はも
う散りました。来年の三月はぜひ桜を見たいと思
います。これからは精いっぱい卒論を書き、楽し
く遊び、日本でより多くの景色を見て、より素晴
らしい思い出を作りたいです。
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　留学生活・交流活動⑤　

愛しい日々

名　前：李
リ

　懋
ボウヨウ

榕
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

二年前、関西空港についた時、憧れの留学生活
がもうすぐ始まるというわくわくする気持ちは、
今でもはっきり覚えている。

キャビンアテンダントの仕事を辞め、一人で日
本へ来た私にとって、再び学生生活を送ることが
できた。しかし、留学は遊びではない。短時間内
に大学院入試に合格しないと、留学の費用は家族
の負担になる。

最初は、京都の日本語学校に通いながら、なん
とか中国語教師のアルバイトを見つけた。受験勉
強に時間が限られていたが、流暢な日本語で話し
たいので、ある日本人会社員の中国語先生になっ
た。レッスンは週２回、一回９０分でした。最初
のお試しレッスンは緊張していた。当時の私は、
電話対応すらうまくできなくて、一対一で日本人
と座ってじっくり話すことがまず無理だと思った。

しかし、学生さんは非常に礼儀正しく、やさし
い人だった。私のボロボロの日本語をていねいに
聞き取り、英語と日本語を混じってレッスンを行っ
た。それ以降、二人の学生のおかけで、日本語能
力だけではなく、日本社会に対する理解や日本人
の性格をある程度把握することができた。受験勉
強しながら、息抜きができたことも、今でも感謝
している。

来日から半年後、順調に神戸大学大学院に合格
し、４月から入学することになった。

ずっと緊張していた神経がやっと楽になれると
思ったが、研究と学業のプレッシャーも依然とし
て大きい。そんな忙しいなか、ある日、友人がア
ルバイトを紹介してくれた。

それは、兵庫県明石市にある年配者グループに
英会話を教えるお仕事だった。最初はこの仕事を
引き受けしたくなかった。しかし、友人がもうす
ぐ帰国し、後継者が見つからないので、しばらく
私が代わりにやることになった。年配者とのコミュ
ニケーションに自信がないので、うまく行かなけ
れば半年くらいでやめるという気持ちで初めての
レッスンを行った。

年配者グループだと言っても、皆はだいたい
６０から７０歳の方で、一番年下の方はうちのお
母さんと同じ、５０代の女性で、一番年上の方は
８２歳のおじいさんだった。８人のグループで、
英会話レッスンを１０年以上続いているらしい。

お年寄りたちは、ある程度カタカナ英語の発音
はするが、普通の大学生より英語力が高いと思わ
れる。授業は順調に英語と日本語で行った。

初めて日本人の年配者との接触は楽しかった。
皆さんは様々な人生を歩み、自分の経験や経歴を
語り、ものごとに対する理解や見解をシェアして
くれる。それは若者たちから得られない知識や経
験だった。

それだけではない。お年寄りたちは、学生であ
りながら、私の友たちと母親でもある。新年のプ
レゼントを用意してくれたり、誕生日に赤飯を作っ
てくれたり、お菓子やおいしい料理をおごってく
れたり、お休みの時間にいつもおいしい紅茶を出
してくれる。

困った時も色々相談してくれる。私の進路や人
生の選択に良いアドバイスをいただける。

このようなあたたかい人間関係は、日本にいる
時間を愛しく思わせる。

あと半年で大学院から卒業し、社会に出る。二
年半の留学生活において、私にやさしくしてくれ
た人と、私に試練を与えたものごとは、いつまで
も忘れられない。愛しい日々の中で、一番大切な
思い出になるでしょう。
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　留学生活・交流活動⑥　

留学から学んだこと

名　前：L
ルオン

UONG A
アン

NH D
ユン

UNG
出身地：ベトナム
所　属：神戸国際大学
 経済学部
 ４年

日本での留学生活はそろそろ 2 年になります。
日本に留学することを決める前に、１０日間ほど
観光客として、来日しました。神戸をはじめ、様々
な地域へ行きました。温泉や花火をはじめ、様々
な体験ができました。また、ベトナムに進出する
日本企業が徐々に増え、日本企業で働くチャンス
も高まってきました。そこで、日本に留学を決心
して、日々努力して、日本語を勉強していました。 

留学生として来日した後、旅行のときと比べる
と、大きな違いに気づきました。旅行したとき、
日本語ができなくても、ガイドさんに付いて行け
ば大丈夫でした。しかし、日本の大学に入学したら、
授業が日本語で行われ、しかも、方言も違います。
標準語を使う先生もいれば、関西弁を使う先生も
います。専門知識は元々難しいが、外国語で勉強
するのはより難しいことがわかりました。しかも、
日本人の友達の言語や若者の言葉が違い、最初か
らあまり分かりませんでした。同じ国の留学生、
または他の国の留学生としか友達ができませんで
した。日本語が上手ではないが、先生の方々が時
間をかけて、私の質問を聞き、答えていただきま
した。また、交流センターの職員も生活について
アドバイスをくれました。 

そして、日本での生活費のため、また日本語を
向上させるため、アルバイトを探しました。最初
に見つかったアルバイトは今でもまだ続けていま
す。なぜかというと、友達もでき、仕事も慣れて
きたから、他のところに変えたくなかった。アル
バイトを通じて、日本語の勉強はもちろん、日本
人の習慣や働きぶりも学べました。それに、アル
バイト先は寿司屋さんなので、日本の伝統的な寿
司について、魚の種類については興味深く思って
います。例えば、「ばば」や「おじさん」という魚
の種類があるが、私が勉強してきた意味と違うの
で、面白いと思います。 

3 年に編入した後、就職の講義が始まり、日本の
企業や就職の進め方を勉強しました。そして夏休
みの間、大学の推薦で大学コンソーシアムひょう
ご神戸の留学生向けのインターンシップに参加し
ました。そこで、留学生が知るべき知識やビジネ
スマナーを 2 か月間にわたって、詳しく勉強して
いました。例えば、電話の受け方、メールの書き
方、会釈・敬礼・最敬礼が学べました。実習の時も、
内勤や企業訪問をはじめ、様々な場面が体験でき
ました。また、日本企業で働くことといえば、残
業が多いと思い込んでいたが、実習先では残業ゼ
ロという方針があるので、その考えが変わりまし
た。この体験のおかげで、日本企業が留学生にど
んなことを求めるか、それと自分の能力がよりよ
く把握できました。

３年生の後期に入ったら、先生や交流センター
の職員との面談があったので、私は進路を変え、
大学院に進学することを決めました。他の受験生
と比べると、勉強が半年遅かったが、ゼミナール
の先生が自分の研究室で週２回勉強会を開き、勉
強を手伝って下さいました。勉強に追い付けるど
ころか、ますます勉強が好きになってきました。
順調であれば、今年（2018 年）の 8 月中旬に受験し、
来年（2019 年）の 3 月末に大学を卒業し、4 月に
大学院に入ることになります。

日本でも、ベトナムでも「失敗は成功のもと」
ということわざがあります。人生はうまくいく時
もあれば、失敗する時もあります。失敗する時には、
落ち込むというよりもどこで失敗したか、同じ失
敗を繰り返さないようにどうすればいいかを考え
ればいいと思います。そうすれば、失敗したこと
に悩まずに、いつも前向きに生活を送ることがで
きます。

これらの体験や学んだことは、留学のおかげで
す。もし日本に留学しなければ、今どんな人生を
送っているでしょう。

日本で初めて見た桜
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　留学生活・交流活動⑦　

日本への思い

名　前：L
ルー

UU D
ドゥック

UC L
ラム

AM
出身地：ベトナム
所　属：日本経済大学
 経済学部
 ３年

私はベトナムのクァンビンという町の出身で、
日本に来て５年目になります。私は小さいころか
ら、将来どこかに留学したいと思っていました。
日本のマンガ、アニメを見ているうちに、日本に
特別な感情を持つようになりました。そして日本
のことをもっと知りたい、理解したいという気持
ちになり、日本に留学を決めました。

私たち留学生は、日本に来るとほとんどの人が
日本語学校で１年半から２年間日本語を勉強しま
す。それから、専門学校や大学に入ります。私も
同じように、その１年半から２年間は日本語の勉
強しかしていませんでした。他のことはあまりで
きませんでした。しかし、大学に入ってから、勉
強以外のこともできるようになりました。学内外、
いろいろな活動に参加できたおかげで、日本の文
化や日本のことをもっと理解できたと思います。

 
その中で一番よかったと感じる経験は、２年前

の大相撲兵庫神戸場所の準備ボランティアです。
相撲は、土俵の上で二人の力士が取り組んで、土
俵の外に先に出てしまった人が負けるという日本
の伝統的なスポーツです。昔からすごく人気があ
ります。私の大学ではクラスメイトと、市民ボラ
ンティアの方たちと一緒に協力をしました。私た
ちが参加した３日間で、土俵づくり、会場や配布
物などの準備、試合後の片付けなどをしました。
そして、その時、女性は土俵に上がってはいけな
いということも知り、本当にびっくりしました。

ベトナムも昔は女性ができないことがたくさんあ
りましたが、現在は減ってきています。このよう
に国による違いに驚かされることもあり、そのた
びにまだまだ日本のことを知らないなと感じます。
また、テレビで見たことしかなかった相撲の取り
組みをみたり、力士に会えたりできたことは本当
に感動しました。

さ ら に、「Kobe Love Port み な と ま つ り 」 の
ボランティアも印象的でした。これには神戸
UNESSCO クラブの一員として参加しました。こ
の活動は募金のため、子供にゴルフを教えてあげ
たり、風船をあげたり、平和の鐘を鳴らしたりし
ました。すごく暑かったけれども、少しでも自分
の力で皆さんと協力できることは有意義な体験だ
と思います。

このような経験を通じ、私はもっとたくさんの
活動に参加したいと思うようになりました。実際
にいろいろなボランティア活動に参加しました。
大変なこともありましたが、楽しんで、いろいろ
な体験もでき、友だちもたくさんできました。

そして大学で勉強しながら、コンビニでアルバ
イトもしています。アルバイトをしていると、い
いお客さんもいればそうではないお客さんもいま
す。でも、私が留学生として日本にいることを伝
えると、話し方や態度が優しくなる人が多いで
す。日本に来たばかりの頃は日本人に「あなたの
国はどこですか？」、「あなたは中国人ですか？タ
イ人ですか？」とよく聞かれました。その時、日
本人はベトナムという国を全然わかりませんでし
た。それで、自分が日本人にベトナムのことをもっ
と知ってもらいたい強い気持ちになりました。今、
コンビニで日本人と触れ合って、日本人はベトナ
ム人にとてもよい印象を持っていると感じるのは
とても嬉しいことです。

この５年間日本に住んでみて、いろいろなこと
を見て、日本を感じて、日本がとんどん好きになっ
ています。日本に留学したことは正しい選択だっ
たと思っています。私はここで、勉強が難しくて
も一生懸命に頑張っています。自分の夢を考え、
仕事のためだけじゃなく、自分の夢のため少しず
つ進んでいます。日本、特に私が今住んでいる神
戸は大変いい所だと思います。ここは私の第二の
故郷です。
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　私たちが見た日本・神戸①　

About Japan/ Kobe as I saw

名　前：U
ウラ

LLAH M
モハマド

D S
シャヒド

HAHID
出身地：バングラデシュ
所　属：神戸大学
 経営学研究科
 博士課程後期課程
 ３年

The Japanese are a very gentle nation. They are 
very honest and religious in action not in words. 
The discipline and timeliness of Japanese are 
unique. The rule of law has become an integral 
part of Japanese culture. Everybody loves to 
follow the social norms. You will not find anybody 
trying to break the order in the queue for the 
bus, train or anything else. Even for celebrating 
something, the number of claps to be given by 
everyone is the same and is decided. Bowing down 
is an important part of Japanese culture. Japanese 
are very friendly too. From my experience of 
living in Japan over two years, I find it amazing. 
That’s why I fall in love with Japan. 

In Japan, the public transportation is extremely 
efficient and the traffic system is very systematic 
and convenient. Even if there is no traffic in the 
deep night, the walkers do not cross the road 
until the traffic lights are green. Convenient stores 
are really convenient. You can pay your bills, 
withdraw money, buy fresh food, and pick up 
emergency supplies in less than five minutes. The 
toilet in Japan is also unique. The automated toilet 
will wash you which you might not find anywhere 
in the world. Heated toilet seats are beautiful and 
magical. They run hot water under the lid so it 
is less painful going to the bathroom during the 
freezing winter time.

Japan is one of the most environment-friendly 
countries in the world. The public places in Japan 
are incredibly clean. The Japanese are very caring 
about resource-efficiency. One of the commonly 
used words in Japan is ‘Mottainai –( どのような無
駄 )’ which means “it is shameful to be wasteful”. 

Recycling is really practiced in Japan.  

The Japanese are a very peaceful nation. 
I have never found any Japanese to quarrel 
with anybody. The safety and security that we 
experience in Japan is rare in the rest of the 
world. Walking (alone) anytime anywhere is 
safe and secured. There is no risk of theft or 
harassment. If anything is lost on the train or on 
the bus, it is highly likely that you will get it back.

The Japanese culture is also unique. The 
Japanese love reading books, even while travelling 
to work. In spite of being the third largest 
economy in the world, the Japanese are very 
sincere in preserving their language, culture, and 
heritage. In the Japanese language, there are 
two types of alphabets – Hiragana and Katakana. 
Hiragana is used for writing everything that is 
originally Japanese while Katakana is used for 
writing foreign words.

The customer service in Japan is amazing. 
Customers are treated as Lord. Japan is also 
famous for its delicious (Oishi) food and Kobe is 
famous for the “Kobe Beef”. Other common foods 
include sushi, ramen, okonomiyaki, nabe, mochi, 
udon, etc.

Nature decorates Japan with different looks and 
colors throughout the year. Among many, cherry 
is the most favorite flower in Japan. With the 
changing seasons, the Japanese also wear different 
colorful costumes.  There are numerous festivals 
throughout the year. Some of the famous festivals 
include Kobe Matsuri, fireworks, cherry blossom, 
etc.   
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Where did the Japanese get this education? 
Social education starts from kindergarten level. 
The first three words that are taught are: こんに
ちは (Konnichiwa) - to say hello. ありがとうござ
い ま し (Arigatou gozaimasu) - to say thank you 
for, ごめんなさい (Gomennasai) - to apologize for 
a mistake (sorry). These are not just monologues 
taught but the teachers use these proactively to 
mean and make sense and they become habits 
of the students. You can certainly understand 
the importance of these three words in society. 
These lessons and practices are learned from the 
childhood. Self-reliance and basic trainings needed 
to live as a human being are taught from the 
kindergarten. Besides, the school authorities are 
very cautious about teamwork and equality. Roll 
number is generated according to the first letter 
of names. The sports events are based on group 
performance rather than the individual. That is 
why the Japanese are very good at teamwork.

To conclude, I love Japan and the nice people of 
Japan because they deserve it. I strongly believe 
that living in Japan, particularly in Kobe city as 
I saw, and knowing about Japan will certainly be 
beneficial to the rest of the world.
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　私たちが見た日本・神戸②　

私の大好きな神戸

名　前：C
カオ

AO T
トゥエット

UYET N
ニュン

HUNG
出身地：ベトナム
所　属：神戸大学
 経済学部
 ４年

私は去年日本での留学生活を始めた。日本に来
る前に、日本語の授業で先生から日本について色々
な話を聞いたが、一年半日本に住んでいた間には、
学べたことも多いし、驚いたことも少なくない。
それは私を成長させた。神戸をはじめ、日本のこ
とが一段と好きになった。

私の出身はベトナムのハノイで、あまり台風や
地震などが起こらない町であり、逆に、日本の地
理の特徴により地震がよくあるが、神戸は海の近
くだから、台風があると強く影響を受ける町であ
る。でも、日本人の天災に直面する精神は私に感
心させた。

私はまだ去年 10 月頃の台風の体験の記念を忘れ
られない。名古屋に住んでいる友達の家に遊びに
行って神戸に帰る途中で、台風が神戸に来た。風
が強くて、大雨で、高速道路で走っている車も安
全のために、たまに止まらないといけなかった。
三宮に到着したとき、歩けないで、飛んでしまう
ほど強い風が吹いた。阪急線、JR 線、阪神線の電
車が全線運休された。初めてそんな大きい台風を
体験したから、私は本当にびっくりした。三宮駅
で二時間ぐらい待った後、電車に乗れた。しかし、
残念なことに、台風がまたひどく強くなったから、
六甲駅に停車された。もうすぐうちに帰れると思っ
たのに、一時間、二時間、そして、三時間ずっと
電車の中で待った。でも、外は大雨で、電車が揺
れても、電車の中では全然混乱は起こらなかった。
誰もが早く帰りたい気持ちを持っていたが、クレー
ムの代わりに、みんなは本を読んだり、携帯電話
でニュースを読んだりしていた。ある老人と隣に
座っている若者が知らない同士でも、仲良く、台
風のテーマから、生活のテーマまで親切に喋って
いた姿も見えた。そのとき、私は疲れて、怖くても、

ちょっと安心になった。何時間が待った後、やっ
と電車が動いた。駅員はホームにいる最後のお客
さんを案内して、電車に手を振った。うちの近く
の駅に降りたら、あるおばさんは私に笑顔で、暖
かい声で「よかったね！もう帰りました。」と言っ
た。

台風は怖かったが、台風の体験のおかげで、私
は日本人について他のイメージがあった。災害が
起きたとき、日本人はまず心配する心の余裕があ
るが、何よりも皆さんは落ち着いて直面する。また、
被災者の気持ちに寄り添い、助けることができる
のは、やはり日本人の美徳の一つと分かった。困っ
たときは助け合うという精神は日本の誇りなので
あると思う。

もう一つ神戸が大好きな理由は神戸が多文化で
あることです。この特徴は神戸に他の街にはない
魅力をもたらします。

明治の中頃以降、居留地の商館で働く外国人は
港を見下ろす山麓の北野周辺に住居を建て始めた。
三宮から北野坂をまっすぐ北に登り、山に突き当
たる手前、後に異人館街と呼ばれる一帯だ。国籍
も人種も異なる人々が意匠を競うように坂道に
沿って構えた瀟洒な住居が数多く残り、日本の他
の都市にはない異国的な空気を漂わせている。住
居の多くは保存対象になっているが、今も実際に
暮らしている家もある。こうした人々は、神戸の
近代化と発展に多大な貢献をした。造船やゴム、
繊維など今日でも神戸を代表する産業の礎を築い
ただけでなく、教育や医療・福祉、文化の向上に
も大きな足跡を残している。堅牢な石造りのビル
が古き良き時代の神戸を伝える一方で、ブランド
ショップやおしゃれなカフェがたくさんある。ク
ラシックとモダンが違和感なく共生しているのも
神戸の魅力である。また、多文化の特徴で、自分
があった神戸の人々はいつも心が広く、親切な性
格である。彼らは私のような外国人を熱心に迎え
てくれる。

海と山の豊かな自然に恵まれ、異国情緒あふれ
た都会的センスに満ちた街の神戸に住んでいるの
が私にとって確かにラッキーである。日本に来た
とき、何も知らない私はここでたくさん友達がで
きて、色々なことも教えてもらった。神戸でなけ
れば、そんな多様で古い多国文化に触れることが



16

私
た
ち
が
見
た
日
本
・
神
戸

できなくて、海を抱く大きな心を持っている友達
に会えないと思う。私はいつも家族と友達に神戸
の素晴らしいことについて語り、皆さんに私の大
好きな神戸を見せたい。

　私たちが見た日本・神戸③　

日本を再認識

名　前：呉
ゴ

 琪
キ

出身地：中国
所　属：神戸大学
 国際文化学研究科
 博士課程後期課程
 １年

私は中国にいるときから日本のアニメやドラマ
が好きでした。アニメやドラマを通じて私がイメー
ジした日本といえば、春はお花見、夏は花火大会、
秋は紅葉、冬はイルミネーションなどの美しい風
景が定番でした。そして来日し、この土地に暮ら
して 4 年が経ちました。移り変わる四季の景色は
テレビで見た通り、いつも美しいですが、日々の
生活を通して外国人としての私が見て感じた日本
の魅力は、来日前に考えていた定番の風景よりも
むしろ文化、教育と生活の便利さにありました。
来日以来、私はずっと神戸で生活しているので、
神戸で見た・感じたことについて述べさせて頂き
たいと思います。

文化 
異国情緒が溢れる港町と称される神戸は、異人

館をはじめ、南京町、ハーバーランドや神戸タワー
などの観光名所や、国際色豊かな料理店や物産店
が数多くあります。また、神戸には「緑と海そし
て愛」をテーマとする神戸まつりがあります。こ
の祭りは、神戸の文化を表現する代表的なイベン
トであり、いわゆる伝統的なお祭りではなく、市
民創造型の新しいタイプのお祭りです。様々な国
の代表によるパフォーマンス、サンバ・カーニバ
ルなどのパレード、市民たちの太鼓演奏、小学生
たちのバトントワリング演技などがあり、大勢の
人達で盛り上がります。このように神戸は多文化
共生の町として地位を築き、多くの人々に好かれ
ています。

神戸まつりでのサンバの様子（出典：キッスプレス）
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教育 
日本に来て、電車や街で大きなランドセルを背

負い、弁当バッグを手に自分で登下校する子供た
ちの姿を初めて見た時は、大変驚きました。中国
では保護者が子供の送迎をし、通学の荷物は子ど
もではなく、保護者が持ってあげることが慣習に
なっているので、このような場面に遭遇すること
はほとんどありませんでした。「日本人は子供の時
から自立している」とその時から感じていました
が、その自立心を育てたのは日本の教育方法なの
ではないかと、今年３月に参加した小学校見学で
実感しました。

小学校見学では新たな発見がたくさんありまし
た。例えば給食です。給食の時間になると、生徒
たちが白いエプロンと帽子、マスクをつけ、給食
の準備と配膳を自ら行いました。食後の食器の片
づけやごみの分類も自分達で行なっていました。

また、教室や廊下、体育館、トイレなど生徒た
ちが使う場所は生徒たちが当番制で掃除していま
した。日本ではこれが当たり前のことだと見なさ
れているようですが、中国では学校には専門の清
掃員がいるため生徒たちが普段掃除するのは自分
たちの教室だけです。なので、初めてのアルバイ
ト先で先輩がトイレ掃除の仕方を丁寧に教えてく
れた時には、少し抵抗を感じてしまいましたが、
小学校見学を通して、日本の小学生の自立する能
力に感心すると同時に、自分自身がある意味で自
立できていないことに気づかされ、少し恥ずかし
く思いました。

さらに、学校構内には花壇や畑があり、授業の
一環で生徒たちが野菜や花を育てたり、収穫した
りする「体験型」の授業が実施されました。その
他に、「総合的な学習」という時間がありました。
低学年の生徒がグループに分かれて、飲食店や電
気屋さんといった街の店などを訪れ、実際にその
仕事内容を見学した後、感想をまとめて報告して
いました。この「総合的な学習」は生徒達が実際
の社会に触れる機会を与えるための授業でした。

このように、日本では、小学校から座学以外の
様々な体験をさせることで、興味のある分野を見
出し、それを伸ばしていく教育法を通して、生徒
たちの「生きる力」・「実行力」・「探究心」を培わ
せることが重視されています。

生徒たちが配膳する様子（出典：神戸市湊小学校ホームページ）

便利さ
神戸では、神戸国際コミュニティーセンターに

代表されるような日本在住外国人を支援する団体
や、外国人専用の相談窓口等が設置され、外国人
に対して、情報の提供や緊急事態の解決、日本語
学習支援、生活相談への対応などを実施していま
す。しかもこれらは多言語で行われているので、
日本語が話せなくても神戸で生活することができ
ます。このようなサービスは私たち外国人にとっ
ては非常にありがたい存在となっています。 

その他にも、駅の貸し出し傘、スーパーでの袋
詰め用の台、夏の時に、お茶と一緒に販売するペッ
トボトルのカバーなど、生活に便利なちょっとし
たサービスが沢山あり、快適な生活を送れるよう
になっています。

お茶のペットボトルのカバー

私は来日する前からアニメやドラマを通して、
日本を知っていたつもりでした。しかし、今から
考えると、それは上辺だけのものだったように感
じます。留学生活を通して、実際に日本ではなに
が重視され、文化として根ざしているのかをより
細かく、深いレベルで知ることができました。私
自身も、今後このような素晴らしいところを見習
い、努力することが必要であると強く感じていま
す。そのために、より一層日本人や日本の文化を
理解したいと思うようになっています。
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　私たちが見た日本・神戸④　

時間に流れ来た神戸

名　前：姚
ヨウ

　璐
ロ

出身地：中国
所　属：神戸大学
 医学研究科
 博士課程後期課程
 ２年

2017 年は神戸開港 150 年。そのため、様々な開
港事業が実施されました。その中、一年一度の神
戸花火大会は、花火打ち上げ数を例年 1 万発のと
ころ、1 万５千発に大幅に増やしました。夏に浴衣
を着ている人々が花火大会を見に行くことは日本
ならではの景色です。帰国で 2016 年 8 月の神戸の
花火大会を行けなかったことは残念でした。2017
年 8 月 5 日に、友達を誘って、一緒にスペーシャ
ルな「みなと神戸海上花火大会」を見に行きました。
午後 6 時半に行ったけど、午後 2 時からメリケン
パークに集まる人が多くて、皆さんは好きな場所
に座って、花火大会の開催を待っていました。

私は興味津々に神戸港の歴史を調べました。歴
史を遡れば、鎖国政策下の江戸時代には、神戸が
兵庫の津」と呼ばれ、国内交通の要衝として、 重
要な役割を果たしていた。徳川幕府が 1639 年、長
崎からポルトガル人を追放して鎖国政策の完成以
降、貿易再開を求めるポルトガル船やシャム国船、
イギリス船、ロシア船、アメリカ船、フランス船、
プロシア船などが次々と日本を訪れて、これらの
外圧によって鎖国政策は揺らぎはじめ、1867 年に
は幕府は 11 か国と修好通商条約、航海条約、貿易
章程などを調印することとなり、「兵庫港」は開港
へのカウントダウンが始まった。そして、1868 年
１月１日（慶応３年 12 月７日）の正午をもって「兵
庫」の名のもとに開港された。近年では、国際貿
易港として常に最新の設備を整備し、世界を代表
する港に発展してきました。

待っている間に、神戸港開港の歴史概要を読み
ながら、友達と留学生活や仕事などについて楽し
く交流したり、食べ物を食べたり、知らず知らず
のうちに午後 6 時半になりました。周りを見渡し
て、見えたハーバーランドは私にとって、神戸を
好きになったきっかけです。ガス灯通りからメリ

ケンパークまで、道に沿って散策すると、古い神
戸港信号塔、艶やかな赤観覧車、レストラン船、
Umie と呼ばれるショッピングセンターを連結する
MOSAIC（お土産、雑貨屋さん、レルトラン、珈
琲屋などが集まる所）、神戸ポートタワー、海洋博
物館、「BE KOBE」、震災メモリアルパークを通る
ことができます。昼間は海風を切って、海に出る
船があり、港の景色を楽しむようにポートタワー
を登って、六甲山と神戸港の姿を眺められます。
夜間には美しい光がつくイルミネーションが道行
く人を優しく照らすガス灯通りに沿って散策する
と、ロマンチックな気分を感じられ、LED 灯で飾っ
ている観覧車に乗って、オレンジ色を基調とした
飽きない都内夜景を望めます。

あっという間に１時間が経って、楽しみにして
いた花火大会が始まりました。夕焼けの空に美し
い花火が夕日の下に打ち上げられて、素晴らしい
景色でした。大会の間に、息をのむような綺麗な
景色に皆が感動して、静かに最後まで観賞しまし
た。私もとっても感動しました。

神戸を山と海と共に守って育む子供だと思って、
私にとって特別な存在です。優しくて住みやすい
町ですけど、1995 年阪神・淡路大震災がもたらし
た苦痛も深く理解するべきです。メリケンパーク
の中、そのままの状態で保存している阪神・淡路
大震災によって被災したメリケン波止場の一部と
神戸港の被災の状況、復旧の過程などを記録した
模型や映像、写真パネルなどを見たら、震災後神
戸の復興は想像以上に非常に大変だったと思いま
す。私は神戸が大好きなので、この町の発展と再
び災害を発生しないことをずっとお祈りしており
ます。

参考文献：
《神戸開港 150 年 ― みんなみなとＫＯＢＥの未来》　
神戸財務事務所　平成 29 年 9 月

《神戸港の開港と様々な出来事》
一般社団法人神戸港振興協会 
参与 森 田 潔

Feel Kobe 神戸観光サイト
https://www.feel-kobe.jp/
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　私たちが見た日本・神戸⑤　

日本と神戸の魅力

名　前：C
カーペルス

ARPELS S
ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ

TEVEN M
マルゲリート

ARGUERITE A
ｴｲ

出身地：ベルギー
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
 ２年

2015 年 4 月に日本に入国して、あともう少しで
既に 3 年半日本に住むことになります。まるで去
年来日したように、時間は本当に早いです。しかし、
日本に入国する前に既に日本を訪れていました。

私はベルギー出身で、子供のとき、ドラゴンボー
ルやるろうに剣心などの日本のアニメを見たりし
ました。それで、子供のとき以来、日本文化に興
味を持っています。８年前に日本人とベルギー人
の夫婦が隣の家に引っ越してきて、日本の祭りや
和食など、日本文化に深く興味を持つようになり
ました。ですから、日本語を勉強して、日本に旅
行してみようと思いました。初めて日本に来たの
は７年前、夏のときでした。東京、福岡、そして
関西を訪れました。初めて日本に着いた時、日本
人は他の人に対してとても気遣いを持っているこ
とに気づきました。電車を待っているとき、ちゃ
んと２列で並んだり電車の中で静かにしたりする
ようにします。なお、最新鋭のテクノロジーが多
いが、伝統的なイベントや服も残っています。2 年
前に梅田で行われた盆踊りというイベントに参加
しました。伝統的な和楽も洋楽もあって、とても
面白かったです。

4 月の花見と夏の花火大会もとても楽しいイベン
トです。旅行しながら関西に行って、京都だけで
なく、神戸にも感動しました。神戸の魅力の一つは、
景色です。山も海もあって、ハーバーランドの近
くにある観覧車とポートタワーの夜景は素晴らし
いです。神戸に住んでいる人たちも親切で面白く

て、神戸で旅行しながら沢山の友達を作ることが
出来ました。その後も、あと２回神戸に旅行に来て、
花見や浴衣パーティーなどの社交的な行事に参加
して、神戸に留学したいと思いました。現在神戸
という美しい都市に住むことが出来るのは嬉しい
です。

3 年前から去年まで JR 灘駅の近くにある兵庫国
際交流会館に住んでいました。様々な国際イベン
トも沢山行われている、とても楽しい寮です。神
戸で沢山の国際イベントがあります。3年前と去年、
神戸国際交流フェアに参加しました。様々な国際
パフォーマンスを見ました。3 年前と今年の５月に
神戸国際パレードにも参加しました。国際交流会
館の留学生は皆、自分の国旗を振りながら歩いて、
すごく楽しかったです。

神戸ではベルギービールのレストランが２つも
あります。１つのレストランは私の地元と同じ名
称なので、びっくりしました。今年 Taste of Kobe 
2018 というイベントを知るようになりました。ベ
ルギーを含んで、色々な国の飲食が売られていま
した。

2015 年神戸ルミナリエというイベントも見に
行って感動しました。とても綺麗でした。

神戸では、こういう国際行事が多いし、市民達
は暖かくて親切だし、神戸は本当に素敵な所だと
思います。
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　私たちが見た日本・神戸⑥　

私が見た美食都市・神戸

名　前：K
カク

WOK C
テイ

HING W
イ

AI
出身地：中国
所　属：神戸松蔭女子学院大学
 文学部
 ３年

私は来日前に日本に対して 4 つの印象を持って
いました。一つ目は町が非常に奇麗であること、
二つ目は自然が良いこと、三つ目は人々が礼儀正
しいこと、最後は社会が安定していることです。
現在実際に日本に５年も住んでみて、以上のこと
も実際に感じています。しかし、二年前に福山市
から神戸まで引っ越して来て、神戸という都市は
私に「美食都市」と「異国スタイル」の２つの印
象を与えました。

私が最初に神戸という所を知ることになったの
は高校の時でしたからです。香港では毎年、日本
の食べ物の展覧会が開催され、日本全国の食べ物
が集められ、人々が安い値段で試食できるという
イベントがあります。このイベントで、いつも行
列ができるコーナーは神戸でした。神戸牛はもち
ろん、神戸のコロッケと神戸の明石焼きも非常に
有名です。私は特に神戸の明石焼きの味に一口惚
れました。このきっかけで私は神戸を「美食都市」
として考えるようになりました。

ある記事で、日本国内ではそれぞれの地域の中
で美味しい食べ物があり、しかし、この中で神戸
は他の都市で見られない独自の多様な食文化があ
ると書かれていました。その原因は主に２つあり、
1 つ目は 1868 年に神戸が開港され、その後、神戸
は衣食住から娯楽や文化などあらゆる面で欧米の
生活様式が持ち込まれ、神戸はいち早く、文明開
化の洗礼を受けて国際貿易都市として発展し、生
活面はもちろん、その中で食に対する影響が大き
くなってきた。2 つ目は、神戸は日本の中心部で、
瀬戸内海と田園地域に囲まれた農漁業地域である
とともに、港町として交易を中心に栄えてきた経
緯があります。そのためには、神戸は 2015 年に、
これを活用して、食を軸に「食都・神戸 2020」と
いう新しい都市戦略を構想しました。

香港は世界的に知られる「食べ物天国」であり、
「食都市」神戸とは、ともに食にこだわりがある
都市として深い関係を持っていると思っています。
　

日本の観光局がもっと香港人に神戸を知っても
らうため、2013 年から神戸牛を香港に輸出し、現
在香港で日本の神戸牛を長期的に契約したのは
四ヶ所あって、スーパーが一つ、香港の日本レス
トランが一つと二つの有名なホテルです。最近の
香港の新聞によると、香港人が平均的に一年間百
頭以上の神戸牛を消費しているようです。、また、
去年、神戸の市内事業者とともに「食都・神戸」は、
香港で「神戸プロモーションフェア in 香港 2017」
というイベントを「神戸」単独の個別商談会とし
て開催し、積極的に神戸産の農水産物を香港の小
売店で展示や試食などのプロモーションを行いま
した。

私は以上の記事を読むと、非常に喜びました。
なぜかというと、私は香港人として食べ物に強い
こだわりがあるので、私は留学先として神戸を選
択したことが良かったと思いました。

　さらに、私に神戸は美食都市を確信させるの
は有名なロサンゼルスの NBA チーム、ロサンゼル
ス・レイカーズ（LOS ANGELES LAKERS）の人：
コービー・ブライアント（KOBE BRYANT）です。
彼の「KOBE」の名前を見ると、多分皆同じことを
思っているでしょう。そうです。彼の名前「KOBE」
は神戸の「KOBE」です。

彼の名前の由来は彼の父親が神戸へ旅行にきた
とき、神戸牛を食べました。当時、彼の父親は神
戸牛をたべたとたん、すぐ神戸牛を猛烈に褒め、
その味は忘れられないぐらいでした。自分の息子
さんに「KOBE ＝神戸」という名前を付けました。
この話を聞いた後で、私もびっくりして、なるほ
どだと思いました。

食文化の変化だけではなく、神戸での生活文化
も開港とともに変化してきました。神戸の道にゆっ
くり歩いてみると、歴史を感じる洋館が多く建ち
並んでいます。例えば、三宮駅から徒歩で行ける
範囲の旧居留地の神戸市立博物館、シップ神戸海
岸ビル、旧居留地十五番館、旧居留地38番館、チャー
タードビル、神戸税関本関などと異国の雰囲気が
漂う北野異人館のスターバックス・コーヒー、異
人館通り等々もまるで海外・ヨーロッパみたいな
神戸です。

西洋の建物だけではなく、東洋の中華街・南京町、
私が好きな舞子公園の世界一長い明石海峡大橋か
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ら見える日本の綺麗な海と景色、日本唯一の孫文
記念館・移情閣なども東洋の美しさも持っている
神戸の一面です。

　神戸は住み心地よい所です。公園や商業施設、
教育環境、治安など、ファミリー世代からお年寄
りまでバランス良く住んでいて、活気がある街で
す。日本人だけではなく、外国人にとっても良い
街神戸、東洋と西洋の建築様式・生活文化・食文
化が調和され、混在している神戸、国際的な都市
である神戸が私は好きです。

　異文化比較①　

異なる文化圏での生活：
「違い」を越えて理解することの重要さ

名　前：孫
ソン

　静
セイ

出身地：中国
所　属：日本経済大学
 経済学部
 ３年

今年の二月に、両親が初めて日本に来ました。
滞在期間中、「あ！また間違った！やはり違う！」
などの言葉をよく聞きました。一体何が「違う」
のか、両親の一日の生活から見てみましょう。

【朝八時頃】
両親が家から出掛けて、スーパーまで買い物に

行きました。中国の八時と言ったら、人が多くて、
特に、道の両側に朝食を売る屋台がたくさん並ん
でいます。車の音や人達の声で、うるさいかもし
れませんが、元気いっぱいです。

逆に日本の場合は朝食の屋台が無い事はもちろ
ん、通勤者の姿もあまり見かけません。
（両親には）とても静かに見えるのです。「なぜ、

通勤時間なのに人が少なくて、朝食を売るところ
もないの？皆、仕事をしないの？日本人、朝から
何も食べないの？」という質問を私にしました。

「皆は地下鉄を利用しているからだよ。地下鉄は地
面の下で走るから、当然、地上には人が少ないん
だよ！そして、日本人はコンビニで朝食を買って、
どこかでちゃんと食べているよ、心配しないで大
丈夫。」私は笑いながら、返事しました。両親は、
返事を聞いて、納得しながらも、「やっぱり違う」
言いながら、スーパーまで行きました。

朝食屋台
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【昼】
スーパーから帰って、母がランチをつくりはじ

めました。「ねえ！ねえ！来て！〇〇はどこ？」「な
いよ、日本にはない、中華調味料の味覇はあるけど。
あと、日本の醤油は甘口です。中国の醤油は塩辛
です。間違えないように気を付けて味付けしてく
ださい。」と私が説明しながら、味覇を持って行っ
た。「あ！また間違った！」お母さんが叫びながら、
料理の味を試していた。お母さんの姿を見て、お
父さんと二人で笑いました。その時に、玄関のベ
ルが鳴りました。誰だろうと思いながら、ドアを
開けました。すると、近隣のお姉さんが心配した
顔で「こんにちは、家から煙が出たけど、大丈夫
ですか」と言いました。私は、「迷惑をかけて、す
みませんでした。煙は料理するときの煙です。中
華料理は油を沢山使うので。本当にすみませんで
した」と説明しました。「そうですか。そうなので
すね。心配してしまいました。では失礼します。」
と言い、お姉さんは帰っていかれました。「お母さ
ん、今度料理する時に油を抑えてください、近隣
の人が火災と思って、心配して聞きに来たよ」と
私がドアを閉めながら、お母さんに言いました。

【夜】
いつもと同じように晩御飯を食べて、テレビを

見ようとした時に、両親がテレビを見ても分から
ないから、つまらないと言って、どこか遊びに行
きたいといいました。近くの公園で散歩すると提
案したら、歩くだけで面白くないと言われました。
再び考えて、大阪の難波まで買い物にいくと提案
したら、興味がないという返事が返ってきました。
一体なにをしたいのですか？と聞いたら、お母さ
んが目を光らせながら「広場舞」に行きたいと言
いました。「広場舞」とは、広い場所でスピーカ一
台を置いて、男女老若関係なく、一緒に踊るとい
う意味です。中国ではとても流行っているのです。
それを聞いて、私はびっくりした。「日本にはない
よ、もし、日本で広場舞したら、迷惑となり、警
察に捕まるかもしれないよ」、「怖い！家で踊る」
お母さんが言いながら、踊り始めました。

広場舞

こんな可愛い両親の姿を見て、日本に来て直ぐ
の頃を思い出しました。私も今の両親と同じぐら
い、もしくは両親よりもっとおかしなことを言っ
たかもしれません。

どちらが正しいということではないのですが、
外国人が日本で生活するには、日本の常識を知る
ことがあるでしょう。そうでなければ、両親のよ
うに「違う！」「間違っている！」と感じ、場合によっ
ては折角の異文化体験が心の傷になってしまうか
もしれません。

私は、今では日本の生活にも慣れて、日本の文
化も理解出来るようになり、非常に充実した留学
生活を送る事が出来ています。色々な事がありま
したが、ここに至るまでには神戸市の留学生に対
するサポートが大きな助けになったと思います。

これからも、色々な国の人がここ神戸に留学に
来て、異なる文化に戸惑う事があるかと思います
が、私自身、微力ながらもサポートする側に回り、
新しく来る留学生にアドバイスをしたいと願って
います。



23

異
文
化
比
較

　異文化比較②　

日本とベトナムの
食文化における共通理解

名　前：L
レ

E T
ティ

HI H
ホン

ONG V
バン

AN
出身地：ベトナム
所　属：日本経済大学
 経済学部
 ３年

最初に私の好きなベトナム料理について、ご紹
介します。

ベトナムの麺は主に米から作られます。
ベトナムの麺というとフォーが有名ですが、同

じ米の麺でも地域で様々な製法、形、太さのもの
があります。

私の一番好きな麺料理は、フーティウという、
フォーよりコシがある米麺で、豚肉や魚介のスー

プで食べます。

フーティウ

皆さんは、ベトナム料理と聞いて何を想像しま
すか（ハルマキ、フォー、コーヒー？）

また日本料理と聞いて何を想像しますか（すし、
てんぷら、そば？）

実は、日本とベトナムの食文化には似たところ
が多くあります。

以下３つの事例を紹介します。
１つ目は、地形が食文化と密接に関係している

ところです。
北から南へ長く伸びた S 字状の地形をしている

ベトナムでは、東側は海に隣接し、西側は山岳地
帯が広がっています。

面積は日本の９割ほど、南北の気候は大きく異
なっており、ベトナム全体を南国のイメージ１つ
でくくることはできません。

また、中国に隣接する北部と赤道に近い南部で
は、食文化も異なっています。

北部の地域では海に面していないので、川魚も
食卓にのぼり、タニシなどを使った料理もありま
す。また中国の影響を受け、味噌や豆腐、麺を使っ
た料理が多いのが特徴です。

中部地域の料理は塩気や唐辛子のピリッとした、
はっきりとした味付けが好まれます。

南部は非常に蒸し暑い気候なので、砂糖を使用
した甘辛い味が特徴です。

ライスペーパーを使った料理が多いのも特徴で、
たっぷりの香草類と魚や肉をライスペーパーで巻
いて食べるのが人気の食べ方です。生春巻きや揚
げ春巻きが一般的ですが、米粉を使った生地に好
みの具を入れて焼くバインセオも人気があります。
バインセオはベトナム風のお好み焼きで、南部の
バインセオは生地にココナッツミルクが入ってい
て、コクがあって非常においしいです。

また、人気なのが、ボッチンです。ボッチンは、
揚げたお餅を卵で炒めた料理で、ホーチミンでは
ボッチン・ストリートと呼ばれる通りがあるほど
有名です。

日本でも北は北海道、南は沖縄まで、寒い地域
から暑い地域まで、その地域の気候や風土にあう
料理があります。

北部の寒い地域は辛い物や、体を温める食べ物
があります。

南部の暑い地域は甘いものや、体を冷やす食べ
物（フルーツ、野菜など）があります。

２つ目は、食事の形態です。
食事の基本はご飯と汁物、おかず３種で、日本

の伝統的な食事の形「一汁三菜」と似ています。
野菜も毎回しっかりとるので栄養バランスも、ベ
トナム人の健康の源です。

漬け物も、主菜・副菜のほかに必要不可欠なも
のです。ベトナムと日本の食生活には、地域・季節・
時期による違いが非常にはっきりと見られます。

ベトナムの場合は各民族による相違があって、
これは長い年月の経過とともに習慣になったと考
えられています。食生活は日常と特別行事におい
ては特に違いが現れます。

日本と同様、副菜は通常、魚・エビ・カニ・軟
体動物などの動物から作られます。

３つ目は特別な場合です。、特にベトナムの旧正
月、中秋節などに家族や親せきが集まって食事を
することです。縁起の良い食べ物、おせち料理な
どを皆で食べることです

また、朝、夜の食事の時間によっても特別な意
味があります。
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食事

朝食は通常早朝に始まり、ベトナムの人々は外
で食べる習慣があり、ベトナム全土において都市
から農村までお店を並べています。ベトナムでは
昔から「朝食は一日の重要な食事」だと言われて
います。ベトナムの朝食はとても豊富です、私が
生まれた町では典型的な料理があり、朝食はお米
を食べないことが多いです。
「com tam] という細いお米を使った麺を食べて

います。
また、海の近くなので、多くのシーフードが朝

食に使われます。
その一方、夕食は家族と一緒に食べるようにし

ています。
ベトナムの家族との夕食には多くの道徳を教育

する時間が含まれています。
苦しい一日の後に幸せな時間を過ごし、家族で

集まって仲良く、お互いの愛情を確認できる貴重
な時間です。

一緒に食事をして、時間を共有することは大事
です。

私は日本に来て、本当に家族の食事が恋しいで
す。私だけでなく、日本や世界の留学生たちが家
族との食事をいつも覚えています。両親や兄弟と
一緒にテレビをみながらご飯を食べることを思い
出してしまいます。

夕食の後、みんなで一緒にデザートを食べなが
ら今日の１日が、どんな１日だったかを、話して
いました。嫌なことがあっても、嬉しいことがあっ
ても、家族で一緒に喜んだり、一緒に悲しんだり、
励ましあって、明日の元気の源になっていました。

そんなベトナムでのような夕食は、日本では出
来ていませんが、学校や職場で一緒に過ごしてい
る仲間と国籍が違っても、共に食べて励ましあえ
る家族のような関係に感謝していています。

以上、ありがとうございました。
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　母国情報・紹介①　

おすすめの辛くない韓国グルメ

名　前：徐
ソ

　康
カンフン

勲
出身地：韓国
所　属：神戸大学
 経営学研究科
 博士課程後期課程
 １年

韓国人の私がよく聞かれる質問の一つは「韓国
料理は辛いですか」である。確かに日本における
韓国料理のイメージは主に「辛い」かもしれない。
私もそう聞かれると「料理にもよりますが、そう
ですね」と、つい返事してしまう。また、辛くな
い食べ物でも、一緒に食べるキムチなど、おかず
が辛いものだと、結局辛いものを食べたことにな
るかもしれない。

しかし、どんな国の食べ物でもそうであるが、
韓国料理のすべてが辛いとは言い切れない。その
ために、今回はあまり知られていない辛くない韓
国の食べ物をいくつか紹介したい。

1. ピョンヤン（平壌）冷麺
ピョンヤン冷麺は、北朝鮮の平壌地域の郷土料

理で、そば粉で作った麺を冷麺肉汁に入れて食べ
る料理である。以前は雉を用いてスープを作った
が、最近は牛肉を使用している 。

ピョンヤン冷麺と他の一般的な冷麺との違いは、
ピョンヤン冷麺の場合、味付けを最小限にした淡
白な味であることにある。あるピョンヤン冷麺屋
の料理師は「ピョンヤン冷麺のスープは、暑い夏
の日、冷たい水を飲む感じで、気持ちよく楽しめ
るために、できる限り淡白な味になっている」と
語っている。

今年、韓国と北朝鮮の関係変化に伴い、ピョン
ヤン冷麺は韓国内で大人気になっている。日本人
にも人気観光地である明洞の近くにも歴史が長く
て有名なピョンヤン冷麺屋が多数あるので、夏に
楽しめる辛くない韓国料理を求める方々におすす
めである。

韓国民族大百科，2018 年 8 月 18 日検索

図 1. ピョンヤン冷麺

出典：NAVER

2. サンゲタン
サンゲタンは以前からもよく知られている韓国

料理である。しかし最近は丸ごとの鶏肉に韓方の
材料やもち米などを入れたオーソドックスなサン
ゲタン以外に、様々なスタイルのサンゲタンも登
場している。その中でもアワビなどの海鮮、烏骨
鶏を用いて作ったサンゲタンはもっと風味が良く
て、栄養的にも優れていて、サンゲタンのアップ
グレードバージョンである。

図２. アワビサンゲタン

出典：NAVER

3. トンチミ
トンチミは大根の水キムチである。甘味と塩味

のコラボレーションが絶妙で、清涼感がある食べ
物である。また、おかずとしてだけではなく、素
麺などを入れて麺料理としても楽しめる。赤くて
辛いキムチ以外のキムチを味わいたがる方々にお
すすめである。



26

母
国
情
報
・
紹
介

図３. トンチミ

出典：NAVER

4. 五味子茶・ジュース
トンチミは大根の水キムチである。甘味と塩味

のコラボレーションが絶妙で、清涼感がある食べ
物である。また、おかずとしてだけではなく、素
麺などを入れて麺料理としても楽しめる。赤くて
辛いキムチ以外のキムチを味わいたがる方々にお
すすめである。
 チェスグン（2011）「シェフが推薦する 54 個の香辛料手帳」，udumji

図４. 五味子茶

出典：NAVER

　母国情報・紹介②　

水上人形劇、
母国ベトナムの伝統芸能

名　前：N
グェン

GUYEN H
ホン

ONG A
アイン

NH
出身地：ベトナム
所　属：神戸大学
 経済学部
 ４年

ベトナムの伝統芸能、水上人形劇をご存じです
か？水上人形劇はその名の通り、水上を舞台に、
カラフルに色を塗られた人形たちが、物語や音楽
に沿って縦横無尽に動き回る劇です。今回、ベト
ナム人の誇りになっているその伝統芸能について
ご紹介したいと思います。

水上人形劇の始まり

水上人形劇は、ベトナム語では「ロイ・ヌオック」
と呼ばれ 1000 年以上の歴史があります。1121 年建
立の石碑にも、宮廷で水上人形劇が催された様子
が描かれているそうで、王の前でも披露された格
式ある芸能です。水上人形劇のそもそもの始まり
は、ベトナム北部の、暑く湿気の多い地域の農民
たちが、収穫の祀りの時などに池や湖を舞台に上
演していたと考えられていて、当時は村の寺院や
パゴダの池などで上演されていたそうです。やが
てそれが宮廷でも上演されるほど発展していくの
ですが、水上でどうやって人形を操っているのか、
それは劇団の「門外不出」とされていて、長い間、
その秘密を守るために劇団に入団するには厳しい
制限があったそうです。
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どうやって操作しているであろう？

「水中」と聞くと、ひょっとして操る人たちは水
にブクブクと潜って、忍者さながら水中で操作？
と想像する方も少なくないのではないでしょう
か？実は人形を操るパフォーマーは水を張った舞
台の、三方を囲んでいる薄い幕の奥に隠れて、人
形を操っています。人形の仕掛け部分は水の中に
沈んでいるので、観客から見るとまるで水の上を
自由自在に人形が動きまわるように見えるのです。
パフォーマーは腰まで水に浸かっての操作となり
ますが、全身びっしょり、というわけではないの
ですね！

ただし、幕で覆われた部分から舞台中央の人形
までは、2 ～ 3m はあります。その距離をどういう
仕掛けで人形を動かしているのか、そういう操作
のキモとなる部分は今でもヒ　ミツ。観客にはわ
からないナゾの一つです。

　　
コミカルで分かりやすいストーリー

そんな秘密がいっぱいの水上人形劇ですが、ス
テージはコミカルで、ユーモラス、分かりやすい
ストーリーですので、言葉がわからなくても大い
に楽しめます。1 話数分の短編十数話で構成され
ていて、伝統楽器の生演奏と歌やセリフに合わせ、
妖精が舞い牛が飛びはね龍が現れ・・・と、どん
どん場面が変わっていきます。

内容は伝説をモチーフにしたものや、人々の生
活を描いたもの、田植えの様子を見せたものなど
バラエティ豊か、途中には花火が使われ、もちろ
ん水しぶきも盛大に上がります！展開の早いス
トーリーとコミカルで時にはダイナミックな動き、
そして人形のなんともユーモラスな表情に見てい
るうちに、あっという間にクライマックスを迎え
てしまいます。子どもはもちろん大人も楽しめる
パフォーマンスです。

ステージが終わると、水の中からパフォーマー
が現れ、挨拶してくれます。みなさん腰まで浸かっ
た状態でのご挨拶に、ちょっと感動してしまうか
もしれません。年配の方も若い人もいて、この伝
統が次の世代へ受け継がれていることが垣間見え
ます。

水上人形劇はベトナム国民にとって、単純に伝
統芸能にとどまず、幾たびも戦火をくぐり抜け、
現在まで生き延びてきたベトナム人の性格や精神
を表す芸能です。ベトナム文化省は「水上人形研
究所」を設置して保護に努め、海外公演の助成も
行っているのです。

日本にも劇団が来日して何度か上演されたこと
もあるようですが、時間があれば、ぜひ味わって
みてください！
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　母国情報・紹介③　

ベトナムの伝統的な料理 
( ハノイのグルメ )

名　前：L
レー

E Q
クイン

UYNH A
アイン

NH
出身地：ベトナム
所　属：神戸大学
 経済学部
 ３年

フランス人にはパリがある、イギリス人にはロ
ンドンがある、中国人には上海があるように、私
たちベトナム人にはハノイがあります。ハノイは
とても美しい街です。

ある街を理解するためには、博物館にある芸術
品や、その街で起きたニュースや、その街のこと
を書かれた本について研究するのではなく、住民
が食べたり遊んだりする文化を研究した方が良い
と、 ベトナムの有名な作家、タックラムは言いまし
た。

ハノイの飲食文化は、各地の文化の中でも一番、
華やかなもので、料理の風味や、味わい方から知
ることができます。ハノイの料理は、どんな料理
でも特別な風味や美しさを持っていて、その中に
は住民の心と生活感覚が含まれています。そのた
め、人々は遠く離れれば離れるほど、故郷の食べ
慣れた風味を味わうことを楽しみに、帰りたがる
のです。

それでは、私と一緒にハノイ旧市街を巡りなが
ら、料理を味わいに行きましょう。

1. 「ロードゥック通りのフォー」

ベトナムの名物料理といえば、真っ先に思いつ
くのが「フォー (Pho)」ではないでしょうか。牛骨
から出汁をとったあっさりめのスープに、野菜や
牛肉をちりばめた定番料理です。麺は米粉に水を
加えて練った平たい麺です。歯ごたえがあまりな
いため、するすると食べることができます。日本
のラーメンのように種類が豊富です。店によって
スープ、麺、具が異なるので、お店探しも楽しみ
です。フォーは、今やベトナム全国で食べられる
国民食となりました。屋台から食堂、レストラン
にいたるまで、ベトナム料理を扱う店でフォーは
欠かせません。皆さんもベトナムに来たら、ぜひ

「フォー (Pho)」を食べてみてくださいね。

2． 「ハンドォン通りの梅干」 

以前から、ハノイを旅行する観光客は、いつも
ハンドォン通りで酸っぱくて、しょっぱいオマイ
と言う梅干しをお土産として買っていました。そ
のため、オマイはハノイの代表的なお菓子となり、
今でも子どもたちにとても人気があります。食べ
方は、オマイを少しずつちびちびちとかじり、少
し甘味を感じるでしょう。梅の種の苦味を感じる
ために、種を噛み砕くこともあります。オマイが
ハノイの貴族の間に広まったのは、1937 年頃から
です。最近では、オマイを食べることは昔ほど盛
んではありませんが、長い時間をかけて広まった
ことで、オマイの種類はますます増えてきました。
今では、オマイはハノイ旧市街のイメージをかき
たてるものになっています。

3. 「ホホアンキエム通りのノム」 

ノムは甘酸っぱく味付けされた一種のサラダで
す。ハノイでノムと言えば、すぐに有名な牛肉ノ
ムが思いつきます。ノムは手頃な価格の料理なの
で、豪華なレストランだけではなく、露店でも食
べることができ、その味を楽しめます。食い道楽
の人なら、きっとロンビズンという店を知ってい
るでしょう。この店の一品もののお皿は、味も色
も素晴らしく、ビーフジャーキーのスライス、牛
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肉の腱、ボイルドビーフなどの牛肉と、にんじん、
かぶ、ハーブなどの野菜を合わせたいろいろな材
料から作られます。

4.「ハンクァット通りのブンチャー」

「それらの年月」という作品で、作家のヴゴック
ファンは、　「ブンチャーの店が出店している場所
からは、良い香りがしてくる。3 セントや 5 セント
だけでも、おいしいブンチャーが食べられる。家
で作るよりも安くて、早いと思う」と書きました。
グルメに、ハノイのおいしいブンチャーの店を尋
ねたら、たぶんハングクアットにある店を教えて
くれるでしょう。その店はもう 19 年目に入ってい
て、常連客として食べに来る人も大勢います。

5.「 ハンボ通りのソイ・チェー」

「ソイ・チェー」という料理は、質素で簡素な味
のものだと感じるでしょう。しかし、ベトナムの
首都、ハノイならではの美味しさがあるのです。
1930 年代に城下町での行商から始まった「ソイ・
チェー Bà( ばぁ ) Thìn( てぃん ) 」という店は、今
やハノイの有名な店になりました。よく知られて
いる料理は、伝統的なソイ・チェーです。一度で
も味わったら、誰でもその料理の美味さが忘れら
れないと思います。この料理は、おこわご飯と
チェーの、2 つから成り立っています。おこわご飯
のソイは、魅力的な黄色をしており、柔らかいご
飯です。おかずのチェーには、「chè( ちぇ ) bà( ば ) 
cốt( こっ )」と「chè( ちぇ ) hoa( はっ ) cau( かっ )」
の 2 種類があります。チェーはいつも専用の鍋で
温めています。そんな甘みのあるチェーとちょっ
と辛い生姜を混ぜた美味しいソイ・チェーは、と
ても人気があります。

おわり

ベトナムの首都、ハノイならではの食文化は、
このような日常に現れているでしょう。ハノイの
料理は、一つずつその美味さと特徴を持っていま
す。特に伝統的な風習がある料理は、作り方も後
世に継承していくことが求められています。その
ため、ハノイの料理は、食べ物であるだけでなく、
食文化にもなっているのです。伝統的な料理は宮
廷の料理であれ、居酒屋の料理であれ、それぞれ
独自の価値を守り続けるべきです。ハノイの料理
は、材料を選ぶことから始まり、作ってから味わ
うまで、たくさんの楽しみがあることで有名です。
だからこそ、ハノイならではの特徴が見つかり、
初めてハノイに来た人を、発見の旅に誘ってくれ
ます。一度でもハノイに来た観光客は、素晴らし
い景勝地の観光だけでなく、ベトナムの首都なら
ではの美味さを味わうことができ、とても忘れら
れない、心に深い印象を残す旅になると思います。
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　母国情報・紹介④　

ベトナムのクリスマス 

名　前：N
グェン

GUYEN T
テイ

HI P
フォン

HUONG
出身地：ベトナム
所　属：日本経済大学
 経済学部
 ３年

12 月 24 日はクリスマスイブですね。日本には沢
山の明かりが街中を照らしてキラキラしているか
と思いますが、ベトナムでもクリスマスは大変な
賑わいを見せます。その時はどこのカフェに行っ
ても流れているのはクリスマスソング。ベトナム
のクリスマスの様子をお伝えします。

 
ベトナムは他のアジア諸国と同じく仏教大国で

す。クリスマスのことを「ノエル」と言います。
フランス統治時代ではベトナム人の 8 割は仏教徒
と言われています。しかし、クリスマスとなると
話は別。もちろんキリスト教徒にとっては神聖な
日なのですが、この日は宗教に関係なく教会に集
まるため、教会はたくさんの人で賑わいます。ベ
トナム人にとってクリスマスは、恋人や家族と過
す大切な日になりつつあります。

日本人はクリスマスと言えば聖夜のイメージ。
大切な人と静かに過ごし、夜はカクテルでグラス
を鳴らす。そんなクリスマスが一般的かと思いま
す。しかし、ベトナムは相反した過し方。お正月
同様、とにかく騒ぐのがベトナム流の楽しみ方な
んです。

DUC BA ( ホーチミンの有名教会 )

家や街や教会などの飾り付けですね。たくさん
のデコレーションとイルミネーションで輝いてい
ます。その他にも小さな個人商店も含めて、いた
るところにクリスマスのデコレーションがありま
す。遠くの郊外でもささやかながらちょっとだけ
クリスマスデコレーションを行っています。多く
の会社のオフィスでも入り口に Merry Christmas 
と書かれていたり、ほとんどのところでクリスマ

スの飾り付けを見ることができます。ベトナムの
お正月までずっとこのデコレーションが続きます。

ショッピングセンターの様子

クリスマスと言えば、やはり樅の木のツリーは
欠かせません。ベトナムにクリスマスーツリーが
好きな方は、ショッピングセンターへ足を運んで
みると、すぐ分かります。自分の姿とツリーをわ
くわくしながら、いっぱい写真を撮るはずなので
す。夜もイルミネーションが輝いて幻想的な夜景
を映し出します。それを見るだけで嬉しくなります。

ベトナムではまだこれといったクリスマス料理
はありませんが、ケーキを食べる人が多いです。
普段はカラフルなケーキが好まれるのですが、ク
リスマスによく食べられるのはブッシュドノエル
です。

ベトナムでも至る所でクリスマスイベントが行
われています。まず教会では、歌を歌ったりライ
トアップされたりするのですが、一般開放して中
に入れる教会や、キリスト教徒以外は入れない教
会もあるので要注意です。ですが、聴こえる歌に
耳を傾けながら、外で写真を撮ったりするだけで
も雰囲気は十分に味わえます。

ベトナムでクリスマスを祝うようになったのは
つい最近のことです。年々盛り上がりを増し、イ
ベントなども新しくなっています。半袖で一味違
うクリスマスを楽しむのもよし、都心で盛り上が
りがるのもよし、郊外でのんびりするのもよし。
あなたの好みに合った過ごし方で楽しんでみてく
ださい。一風変わったクリスマス飾りなだをお土
産にしてもいいですね。

クリスマスツ リーと私たち
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　母国情報・紹介⑤　

ネパールとは

名　前：T
タマン

AMANG R
ラズ

AJU
出身地：ネパール
所　属：日本経済大学
 経済学部
 ４年

 ネパール連邦民主共和国ネパールは，中国とイ
ンド という大国に挟まれた，南アジアの内陸国で
す。人口は、29,187,036 人（2017 年，人口調査），
面積は 14.7 万平方キロメートルで北海道の約 1.8 倍
の広さがあり，首都はカトマンズです。言語はネ
パール語で，国民、宗教、文化が多い国です。ネ
パールといえば仏教の開祖ブッダがネパールのタ
ライ平原にあるルンビニで出生し、世界最高峰の
エベレスト（チョモランマ）を有するヒマラヤ山
脈が思い浮かびますが、意外にも野生のゾウやト
ラ、サイなどが棲むジャングルがあります。

エレファント・ライドが最高！ 
　ネパールの世界遺産　チトワン国立公園の魅力

母国ネパールには旅行する場所がたくさんあり
ますが、私は、生まれた町、チトワンの紹介をし
ます。野生動物保護区にも指定されている世界遺
産「チトワン国立公園」は人の立ち入りが制限さ
れていますが、エレファントサファリやカヌーラ
イド、ジープサファリ、ジャングルウォーキング
などのアクティビティで野生動物を見にいくこと
ができます。

面積約 932 平方メートルのチトワン国立公園は、
そのほとんどが亜熱帯気候の広大な草原とジャン
グルに覆われています。首都カトマンズから（約
１５０ｋｍ）バスで７時間かかります。

チトワン国立公園にはベンガルトラやサイ、ヒョ
ウ、サル、アルマジロなど 40 種を超える哺乳類、
約 450 種の鳥類、ワニなど約 40 種の両生類や爬虫
類が確認されています。

世界遺産チトワン国立公園内では、観光客を楽
しませてくれる様々なアクティビティが用意され
ています。なかでも、子どもから大人まで多くの
観光客に一番人気なのが、

ゾウの背中に乗って世界遺産チトワン国立公園
内を探検する「エレファント・ライド」です。訓
練されたゾウの背中には、大人 4 人が座れる四角
い囲いが付けられています。ゾウに乗れるだけで
も感動ものですが、エレファント・ライドでは世
界遺産のチトワン国立公園に生息する一角サイな
ども間近で見られます。

トレッキングが好きな人には「ジャングル・
ウォーク」がおすすめ。サイやクマ、シカなどが
見られるスポットへ、青々とした亜熱帯のジャン
グルをガイドと一緒に歩きます。植物や動物につ
いて質問があったら、気軽に質問することもでき
ます。
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ネパールは鳥類が多いことで知られていますが、
特にチトワン国立公園は「バードウォッチング」
に最適。大きな口ばしのコハゲコウコウノトリや、
美しいブルーのインドブッポウソウ、カラフルで
小さなコウハシショウビンなど、約 500 種以上の
鳥が確認されています。そのほかにも、ラプティ
川をカヌーで探索するツアー、ゾウの食事の用意
や食事タイムを見学するツアー、ジャングルをジー
プで爽快に走りながらサファリを楽しむジープサ
ファリなど、世界遺産チトワン国立公園を楽しめ
るアクティビティは盛り沢山！ゾウに乗って川で
一緒に水浴びするツアーもあります。もしいつか
ネパールへ行ったら是非チトワンにもお越し下さ
い。

　母国情報・紹介⑥　

青空が広がるモンゴル国

名　前：D
ダワードルジ

AVAADORJ E
エンフツェツェグ

NKHTSETSEG
出身地：モンゴル
所　属：日本経済大学
 経済学部
 ４年

サイン　バイノー（モンゴル語で「こんにちは」
の意味です。）

モンゴル国の首都であるウランバートル市出身
のダワードルジ・エンフツェツェグと申します。
名前が長くて、言いづらいとの事で「エナ」と呼
ばれています。

モンゴル地図

私の母国モンゴルは、東西に 2,392km、南北に
1,259km の国土を持ち、日本の約 4 倍の大きさがあ
ります。しかし、総人口は 300 万人しかいません。
モンゴルの北はロシア、南は中国に接している大
陸の国です。中央部から東部にかけて草原が多く、
南部や西部は砂漠地帯、北部は森林地帯になって
いる。海には接していないが、山・湖・川・大草
原があり、自然豊かな国です。「モンゴル帝国」と
名付けられた 13 世紀のモンゴル国が、現在の主要
8 ヶ国と同位国だったと書かれたことを、疑うより
信じる者の方が多いと私は思います。歴史を築く
のは人間であり、それは私たちの祖先です。私は
チンギス・ハーンを誇りに思っています。世界の
歴史上で彼を忘れられないし、その名前が永久の
話題にもなるでしょう。
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モンゴル草原・景色

国土の 79% は草原という、まさに壮大な「草原
の国」です。この草原に遊牧民族として７民族が
います。その中でツァータン（トゥバ民族）と名
乗る狩猟、採集、漁撈を行うトナカイ遊牧民が世
界で最も珍しい族として存在しています。

ゲルの中

そして、遊牧民の家は「ゲル」と呼ばれ、木・フェ
ルト・布でできた移動式テントで生活しています。
組み立て、解体、修理が簡単にでき、雨風も防ぐ
ことができ、厳しい自然に負けない、非常に機能
的な住居です。

伝統的な衣装「デール」

 伝統的な民族衣装は「デール」といいます。木
綿や絹でつくられており、冬には毛皮などをプラ
スして、寒さを防ぎます。若者を中心にカジュア
ルな服装が一般的になった現代でも、デールは正
装として普通に着られています。

伝統的な楽器「馬頭琴」

モンゴルの伝統的な音楽の中で、「ホーミー」と
言う一人の人間が 2 つの音声を同時に発するとい
う、世界中でも他に例を見ないモンゴル独特の歌
唱法があり、1 つの声はなみ声で、もう 1 つはきれ
いに澄んだ声です。風や川の流れなど、自然の音
を表現していると言われています。また、モンゴ
ル音楽には欠かせない楽器に「馬頭琴」があります。
モンゴル人は昔から馬に親しみ、大切にしてきま
した。

  

  
モンゴル料理は「赤い食べ物」の肉料理を冬に

食べ、「白い食べ物」と乳製品を夏に食べると分け
られます。肉料理は羊肉が中心で、茹でる、煮る、
蒸す料理がありますが、焼く料理もあります。モ
ンゴルの肉料理は、世界の民族料理と比較して香
辛料をほとんど使わないのが特徴です。馬肉はモ
ンゴル人よりもカザフ族がよく食べます。ラクダ
肉はゴビなどの地域で主に食べられており、豚肉
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や鶏肉はモンゴル料理ではあまり用いられていま
せん。モンゴルの乳製品は、5 種類の家畜と呼ばれ
る牛、馬、らくだ、羊、ヤギからそれぞれ搾乳さ
れます。アーロールとはモンゴルのチーズ、牛や
ヤギや色んな動物のミルクで作られています。人
の家に行くと必ずといって良いほど勧められます。
乾燥していて、とても硬いです。

ナーダム祭

 モンゴルの大祭りをナーダムといいます。ナー
ダム祭は毎年、革命記念日である７月 11 日から３
日間にわたって開催されています。 

伝統民族楽器の馬頭琴演奏や民族舞踊などの披
露もあり、華やかな雰囲気があります。 競馬、相撲、
弓の三大競技が開催されています。

モンゴルには、「呼ぶ名前を両親が、轟く名前を
自分が」ということわざがある。私は、轟く名前
のために努力している一般女性であり、異文化を
築いていく二児の母でもあります。私はモンゴル
人でありながら、国際社会の一員として異文化を
尊重し、人と人との交流をこの日本で大切に守っ
て行きたいと願っています。
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　私の家族　

私の大切な家族

名　前：P
パンヤソイ

ANYASOI R
ラシャノック

ATCHANOK
出身地：タイ
所　属：流通科学大学
 人間社会学部
 ４年

家族といえば、父、母と子供、祖父、祖母を思
い浮かべるものでしょう。しかし、私の家族は賑
やかで14人もいる大家族です。驚きでしょうね。父、
母、叔母ニ人、姉、姉の旦那さん、兄、兄嫁、姪 2 人、
甥 2 人、私とうさぎ 1 羽がいる大家族です。私に
とって、うさぎも家族と言えます。祖父と祖母は
私が子供のころに亡くなったので、悲しいですが
一度も会ったことがありません。うさぎは白い毛
と赤い目をした 5 歳の男の子で、エィリーと呼ん
でいます。父と母は観光会社で日本語と中国語の
ガイドと日本語と中国語の通訳として働いていま
す。一人の叔母は中学校教師をしています。もう
一人の叔母は雑貨商をしています。姉と兄嫁は子
供を育てているため、仕事はしていません。お兄
さんは普通のサラリーマンで、お姉さんの旦那さ
んはバンコク内でタクシードライバーをしていま
す。私は、日本に留学しています。

タイ人の家族は大体、親と親戚が一緒に住み、
子供が結婚しても、親から離れません。タイ人同
士が結婚すると、男性側が女性側の家庭に婿養子
のような形で迎え入れられるのが一般的となって
います。しかし、逆になる家庭もいます。親と一
緒に住む家族が多くあるので、大家族が多いです。
タイ人にとって、家族は一番大切だと思っている
からです。私の家族は皆がいい人ばかりで、優し
くて、面白い人達であり、毎日、楽しくて、幸せ
な時間を過ごすことができる家族だと思っていま
す。毎日、グループラインに今日、何した？ いい
一日だったか？ご飯をちゃんと食べた？と写真を
送ったり電話したりしています。私がホームシッ
クにならないよう、皆がラインしてくれ、隣にい
るかのように感じています。私の家族は温かくて、
仲がいい家族だと思っています。しかし、たまに、
話や意見などが合わない時があり、喧嘩すること
もあります。大体、私と兄が喧嘩することが多い

です。いつも父と母がパイプ役になってくれ、皆
は仲直り出来ます。父と母が居ないと、この家族
はどうなっているのか想像できません。家族みん
なの休日がバラバラになっているので、毎年 1 回
～ 2 回ぐらい休日を取り、家族旅行に行っていま
す。家族みんな海が好きなので、毎年、海に家族
旅行に行っています。ビーチバレー、砂を使って
いろいろな型を作るゲーム、バナナボード、ダイ
ビングなどをしていました。また、海で遊びながら、
バーベキューをしていました。幸せな時間でした。
1 年に 1 回～ 2 回しか行かないので、家族旅行は大
事にしています。しかし、最近、姪と甥が生まれ
たため、海に家族旅行に行くのをやめました。姪
と甥はまだ赤ちゃんなので、海に行くのは大変だ
し、危ないと思うからです。したがって、故郷に
帰ることにしました。故郷はタイの北部にあるチェ
ンマイという県にあります。遠い親戚に会いに行
きました。1 年間過ごしていいこと、悪いことや
後悔したことなどをみんなと一緒に喋り、相談し、
解決してもらったりしていながら、焼肉やしゃぶ
しゃぶを食べました。友達に相談しにくいことで
も、家族になら相談できるし、信頼もでき、やはり、
家族が居て、幸せです。私は海より故郷に帰って、
久しぶりに会う遠い親戚などと一緒に暮らし、一
緒に話した方が良いと思います。自分の故郷に帰っ
て、世話になった人に会えたり、懐かしい景色を
見たり、ゆっくりできるからです。また、家族の
みんなが庭に集まり、一緒に花火をしたり、ゲー
ムやカラオケをしたりしていました。とても幸せ
で、楽しくて、日本に帰りたくなかったです。こ
の家族に生まれて、本当に良くて、神様に感謝す
るしかありません。人間にとって、家族とは、相
談相手になってくれたり、一緒に楽しめたり、守っ
てくれたりします。このような家族を私は、大切
にしたいです。これからも、家族と一緒にいる時
間は1番大切にしていきたく、今よりもっと幸せで、
温かい家族になろうと思っています。もし来世が
あれば、この家族に、このメンバーとして生まれ
るよう、願っています。
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　論文・研究内容の紹介①　

日本の移民政策の展望と課題；
外国人看護・介護候補者
受け入れ政策を事例に

名　前：金
キム

　智
ジヒョン

賢
出身地：韓国
所　属：神戸大学
 国際協力研究科
 博士課程後期課程
 ３年

日本政府は「専門・技術分野の外国人労働者は
積極的に受容するが、非熟練単純労働者は受け入
れない」という基本原則を維持している。つまり、
積極的に移民政策を打ち切っていない。研修生制
度を施行することで単純労働に関してはあくまで
労働者ではなく研修生として受け入れ、他方で専
門分野の優秀な人材 ( ①研究者、科学者、大学教授
など学術・研究分野、②医者、弁護士、情報通信
分野技術者など専門知識・技術分野、③企業経営
者など経営管理分野 ) は積極的に受け入れている。
日本が必要とする特定分野の外国人労働者にだけ
移民の道へのドアが開いている。

特に、経済連携協定 ( ＥＰＡ ) を通じて、2008
年からインドネシア、フィリピン、そしてベトナ
ムから看護師及び介護福祉候補者を受け入れてい
る。国内の労働市場には影響しないよう、受け入
れの上限があり、2016 年は各国とも看護師が 200
人、介護福祉士が 300 人である。期間も看護は 3
年、介護は 4 年間在留が可能である。国家試験で
は看護師は原則 3 年で毎年受けられ、介護福祉士
は 4 年間介護施設・病院で就学・研修を経て勤務
経験を持ち、原則 4 年で 1 回の受験ができる。滞
留期間内に日本の国家資格試験に合格した場合は、
上限なしで滞留期間を延長することが可能であり、
( 特定活動の在留資格 ) 一定の条件を満たす者は不
合格であっても協定上の枠組を超えて、1 年間の滞
在延長が可能である。2016 年に合格率、看護師は
14.5％、介護福祉士は約 50％である。

しかし、労働力を期待される一方、合格者 3 割
以上（看護師合格者 191 人中 62 人、介護福祉士合
格者 437 人中 140 人）が帰国などで日本を離れて
いる。合格後は国からの補助金もなくなり、給料
も合格以前と変わりなく、長期休みも取りづらい。
厳しく勉強し、働いて、国家試験に合格しても日
本人と同じようには働けない、かつ生活も難しく

なるため本国に帰国する人が多い。日本が必要と
し、定着してほしい労働力である看護師・介護士
の外国人労働者は結果としては定着できない。

その中で、2014 年、労働力不足が深刻な分野中
心で非専門外国人労働力の活用を拡大することが
決意され、 看護・介護分野での外国人労働者も研修
生制度を通じて導入することを検討している。外
国人労働力活用を移民政策としては認めていない
が、これまでの移民に対する動きの中では大きな
転換期である。しかし、研修生制度の基本趣旨は
日本から相手国への機能転移であって長期定着で
はない。ＥＰＡとのちがいは協定国以外からで受
け入れ可能になることしか見当たらない。

結局、日本には定着したくても移民として自由
に来て仕事をしながら生活するのは難しい。その
限られたドアを開けて来て、日本側も定着してほ
しくて受け入れても、期間の限れがあり、制度の
範囲を切り抜けたら何の支援もない環境で定着し
ない。日本政府の外国人労働者に対する政策は日
本の労働力不足の解消もならないかつ、外国人の
移動の自由を真正面で侵害し、‘仕方なく’‘強制
的に’戻らなければならない環境を作る結果をも
たらしている。

中央政府の政策と現実は離れている。日本にお
ける外国人関連政策の特徴としては、選別的な受
け入れとともに、受け入れ以外の内容は自治体や、
地域社会に任せていることである。しかしながら、
地域社会で移民政策に対する声が上ったとしても、
今のフレームワークの中では国の許可なしでは入
国すらできないので、その活動には限界がある。
また、政策の方向性が間違っている。もともとモ
ビリティがある人には永住してほしいが単純機能
実習性は帰国してほしい。単純に考えて外国人看
護師・介護福祉士候補者は国家試験さえ合格すれ
ば永住するとの見込みだったが、労働環境が改善
しない以上、かなり多い人数が本国に帰国する結
果を生んでいる。外国人だから特別にこの問題が
生じることではなく、そもそも介護分野での労働
力不足の原因を人口問題と読み、労働環境問題を
優先しなかった。さらに、こういった介護分野を
機能実習制度に吸収して、結局短期的な労働力に
しか見てないとしか言えない。

一般的に日本での移民政策に対する研究は、1 つ
の政策を分析して、その問題や課題を探って提言
する形をとる。しかしながら、そういう研究だけ
ではミクロ的な部分しか見ることができず、ほか
の外国人関連政策を研究する際、同じ間違えを繰
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り返すだけである。政策の策定も同じ、 外国人関
連政策は主導官庁がバラバラであり、外国人労働
者はあくまで経済的労働者である日本に住んでい
る移民者ではないフレームワークでは、政策 1 つ 1
つが大きな課題を抱えている。結局すべてが“人
の移動”という枠組みに繋がっているのにそれを
繋げない。

したがって、介護分野での外国人受け入れ政策
だけではなく、すべての外国人関連政策に対する
中央政府と自治体、地域社会の関係性を確認した
うえで、移民政策に対するシステム化を考える必
要性がある。政策に対する中央政府と地域社会の
関係及び役割が明確にシステム化され、現場の意
見が実質的にフィードバックされる環境作りをす
べきだ。

実際、現場が動いていて、移民に対して前向き
である。多文化共生を政策として売り出すのでは
なく、移民に対する動きの結果が多文化共生社会
になるのではないか。
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　論文・研究内容の紹介②　

マイノリティ研究における
当事者研究の再考

名　前：H
ヒューズ

UGHES P
フィリップ

HILLIP B
ブライアン

RIAN
出身地：イギリス
所　属：神戸大学
 国際文化学研究科
 博士課程後期課程
 ２年

社会学や人類学などの研究対象には数値化また
は客観化の容易でない現象や経験、そして、変数
として取り扱えないケースも多いことから、一つ
の事例の特徴や環境を詳しく調べる質的研究が増
えてきている ( 稲原、2018)。質的研究方法論の流
れは、例えば現地のフィールドに入り、“外”から
観察し、インタビューなどの調査し、当事者の語
りを収集して理論を巡らせていく分析の研究を進
める方法である。 しかし、それは絶対的に難しい
現象や経験を詳しく調べるにはふさわしいだろう
か。社会学の中で特にマイノリティ研究において
は、現在当事者研究が主流と言っても過言でもな
いため、マイノリティ研究の事例を参照しながら、
上記の課題を議論していく。

客観性の問題

研究行為や博士論文の執筆は、客観的に捉える
ことが適切であり、主観的は不適切と考えられる。
つまり、自分自身の社会的・文化的・政治的など
の状況を、思考から離れた視点から研究するとい
う意味で、客観視は先入観を持たない立場で優れ
ているからとされている。しかし、 研究という行
為の中の権力関係という関係性を問うことに考え
る必要がある。研究行為の中でも、研究者が見て
いる環境は研究者の中にあるという考えも、研究
者が客観的な事実だと思うことも、誰かの主観的
意見となるものである。例えば、マイノリティ差
別を論理的に説明するには客観性が求められると
考えられるが、設定された仮説や理論の枠に「マ
イノリティ差別」を嵌め込むままに研究するには
危険性がある。つまり、強引なマイノリティ当事
者の客体化や対象化を阻止しなければならないだ
ろう。当事者研究の実践と研究に取り組んでいる
稲原美苗が指摘するように、研究対象者にとって
現れた現象あるいは「マイノリティ差別」と研究

者が経験している「マイノリティ差別」は固有な
ものであることを意識し始める必要がある ( 稲原、
2018)。「マイノリティ差別」の実存が実体として形
を持って存在するものではないため、その実存状
況を記述するために自分自信を調査するような研
究方法がふさわしいだろう。

当事者という立場

ここで「当事者研究」を紹介する。向谷地生良
が述べるように、「当事者研究」は、北海道浦河に
ある「べてるの家」で始まった起業をベースとし
た統合失調症などを抱えた当事者活動や生活経験
の中から生まれ育ってきたエンパワメント・アプ
ローチの一つである ( 向谷地、2009)。当事者研究
の実践の取り組みを通して「マイノリティ差別の
当事者が自分たちの抱える問題の研究」する活動
のことで、自分で自分の「マイノリティ差別」を「研
究」する取り組みとなり、また研究行為に出てく
る権力関係を平等にする可能性がある一つの方法
である。こうして当事者研究者でなければ見えな
いものを見る着想力、学問以外の人生の領域にも
多く触れることで培われた独創性のすべてを、当
事者研究者はすでに身につけていると言える。

当事者研究だけでなく、フェミニスト・スタ
ン ド ポ イ ン ト・ セ オ リ ー（Feminist Standpoint 
Theory）と言う立場も客観的に研究する行為を批
判する。フェミニスト・スタンドポイント・セオ
リーとは特に女性の経験、女性と言うマイノリティ
だけではなくて、関係性の中で抑圧された、抑圧
されている側の経験に着目して研究をするという
立場で研究することである。「当事者研究」という
スタンドポイント・セオリーを通して、日常生活
レベルの女性の解放、啓蒙を志向し、男性の優位
性とそれに基づいた知識によって構築されてきた
権力を無自覚に受け入れてきた女性が、スタンド
ポイント・セオリーを通して権力による抑圧を自
覚することで、生活改善することができるという
主張である。（Harding、 2004: 255）

そして、石原が指摘するように、「当事者研究」
はすでに「現象学」であり、より研究行為が求め
られるような新たな概念構築で進められる可能性
がある。

当事者研究の実践は、現象学的な実践として捉
えることができる。自己や他者が抱く経験を一定
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の方法を用いて把握する事を「現象学」と呼ぶな
らば、当事者研究とはまさに現象学である。（中
略）当事者研究は、当事者が自身の経験や困りご
とと向き合い、仲間や支援者とともに、その意味
と機能を捉え直していく作業である。（中略）当事
者研究において、当事者は自らの経験を、自分自
身で、時として仲間の力を借りながら、言語化し、
また経験を複数の視点によって検討していくこと
によって、経験の輪郭を明確化、自らの経験への
アクセスを容易にする。アクセスが容易になった
経験は、結果的に操作可能なものとなり得る。（石
原、2017: 53）

終わりに

このように、研究対象には客観化より特にマイ
ノリティ研究において自らの可能性を探り、当事
者研究の実践に取り込む質的研究が望ましいと言
える。実際に自分で経験している日常生活の中で
自分自身に疑問を持つようにあらゆる関係性を問
う現象学やフェミニスト・スタンドポイント・セ
オリーはマイノリティ研究に役に立つ。今後は筆
者は研究行為の権力関係支配的な構造を分析し「当
たり前」を押し付けられたものを批判してそれを
どう変容させられるのかを考えるのが目的である。
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　論文・研究内容の紹介③　

寺山修司研究を通しての
日本演劇文化体験
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出身地：中国
所　属：神戸大学
 人文学研究科
 博士課程後期課程
 ２年

留学する前の 2013 年に東京で観光したとき、高
尾霊園にある寺山修司のお墓参りに行った。だれ
一人もいなかった大雨の日だった。私は傘に当たっ
ている雨滴の声を聞きながら、寺山のお墓の前に
30 分くらい立っていた。そのお墓が本に載ってい
る写真とは同じように見えるが、私はある違うと
ころに気づいた。それはその日だけの違いであっ
たが、石に映った自分の像が見えたことであった。
とても奇妙な雰囲気だったが、なんだか自分が寺
山と対話しているというような気がした。

中国に戻って友だちにお墓参りの話をしたら、
「幽霊が出てくるよ。怖くないの？」と言われた。「い
いえ、むしろ寺山の幽霊に出て来てほしかったの」
と返した。寺山の幽霊に会えるわけがない。しかし、
私はどうしてもこのアンダーグランドカルチャー
の表現者に一度「会いたい」という気持ちが強かっ
た。寺山の少女詩の表現に感動を覚えた一方、そ
の映画の過激さに衝撃を受けたきっかけで、寺山
に興味を持ち始めたが、大学の卒論でその作品に
おける「母」の問題について取り組んだ。

それは寺山研究のスタートだった。就職した後
でも、「寺山修司」という言葉は時々浮かんできた。
寺山だけではなく、さらに日本同時代のアングラ
文化の全体像がどのようなものなのかを詳しく勉
強したくなった。すると、研究の道が私の前に現
れてきたのである。

ちょうど留学の一年目は、寺山生誕 80 周年だっ
た。その記念イベントの一環として、「青い種子は
太陽のなかにある」（2015 年 8 月、作・寺山修司／
監督・蜷川幸雄／主役・亀梨和也、高畑充希）と
いう舞台が大阪で企画された。メンバーがすごい
豪華な顔ぶれで、すぐにチケットをとった。上演
当日現場に行くと、入場者がおよそ 90% は女性で
あることに驚いた。巨大な看板に、「寺山修司」の
下に「亀梨和也」が書かれていることを見て、な
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るほどと思った。現代のにぎやかなアイドル文化
と、1960 年代の異端的なアングラ文化との組み合
わせは面白かった。

東京に行くと、寺山研究を「言い訳」にし、い
くつかの場所をブラブラして楽しんだ。2016 年に
早稲田大学演劇博物館に「あ、新宿――スペクタ
クルとしての都市」 という展覧があって、寺山をは
じめとする同時代の演劇人・美術家・音楽家など
の活動を振り返ることができた。夜になると、下
北沢の辺りを歩いてみたら、小劇場がまだ営業し
ていた。交錯する小路それ自体が舞台になったよ
うな気がして、日常と違う「異世界」に入り込ん
だ自分もそこに上演している「劇」に参加した一
員になった気分なのだった。

寺山研究を通して、当時の日本の演劇文化を勉
強する一方、現在活躍している劇団の方と交流す
ることもでき、日本の劇団の現場を体験すること
ができた。福岡にある「劇団道化」という児童劇
団のお世話になったことがあるが、その稽古の現
場を見学させてもらった。舞台裏の雰囲気を体験
する一方、大阪で行われる演劇講座に参加した。
日本の伝統芸能である「能」についての講義を聞
かせてもらい、演劇関係者約二十人と一緒に明治
から現代まで、日本国内から海外までの台本を実
際に読んでみた。分からない日本語が出てきたら、
講義する先生や他の方に優しく教えていただいた
のである。また、役者の身体トレーニングのワー
クショップでは、自らもからだを動かすことによっ
て、スタニスラフスキ・システムという難しい専
門用語をはじめて実際の体験によって勉強した。

ほかに、同研究室の院生たちと京都観世会館で
「能」を観たことがあるが、上演する四、五時間の
あいだに、さすがに瞼が重くなったりすることを
避けられなかった。申し訳ないと思ったが、その
ような「夢」と「現」とのあいだに往来する状態は、
大体幽霊の話が出てくる「能」を鑑賞するには一
番いいと聞いたら、なるほど一理ありと面白く思っ
た。

研究を「言い訳」にして参加したこれらの文化
活動を通して、大学の授業ではなかなか得られな
い貴重な経験を得られたのである。

寺山研究を通して、1960 ～ 1980 年代のアングラ
文化のみならず、その時代の社会歴史問題や思想、
また独特な文学表現を読むことができた。外国人
留学生の私にとって、言語の壁はまだ高くて厚い
のであるが、壁を乗り越えてみて得たものは大き
い。それらはもう一つの世界のように、大きく私

の前で開いてくるのである。
その時代に戻ってみたいが、時間が逆戻りする

ことができない。しかし、このように研究を通して、
寺山修司の「幽霊」と対話しているつもりである。
この「対話」をするうちに、時をかけてその時代
に戻った錯覚をも覚えたのである。

さらに、言語や文化や時代の違いに関わらず、
同じ「人間」として、共通する関心を持っている
ことは何だろうか。寺山修司を研究することによっ
て、この問いは、私のなかに持ち続いていくのだ
ろう。
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　論文・研究内容の紹介④　

歌のような日本語

名　前：
リュウ

　汝
ジョゲン

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
 １年

　外国人の日本語学習者の皆さんには、よく知っ
ていることだと思います。日本語は「柔らかい言葉」
だと言われています。日本語の歌を歌う時、自分
の日本語がしゃべる時の日本語よりうまく感じる
時はありませんか。

　「犬のおまわりさん」という子供の歌から日本
語を見てみましょう。歌詞の「まいごのまいごの
こねこちゃん」に楽譜を合わせると、「ま (3) い (1)
ご (1) の (1) ま (3) い (1) ご (1) の (1) こ (4) ね (4) こ (2)
ちゃ (2) ん (1)」のような感じになります。まず、初
めて日本語の単語を勉強する時、単語の後につい
ている記号のことを思い出しましょう。「⓪①②③
④ ...」はそれぞれ単語の左から数える音の高さが下
がる位置を表わします。たとえば、「水　みず⓪」
は 0 ですから、下がりません。「読む　よむ①」は
1 拍目まで高い音が終わり、そこから下がります。
実は日本語が「高さ言語」の 1 つです。他には強
さ言語と声調言語があるが、それは英語と中国語
が代表的です。そして、歌の「犬のおまわりさん」
の歌詞に戻りましょう。「迷子　まいご①」という
単語は①の記号だから、「ま」だけが高い音です。「子
猫　こねこ②」は②で、「こ」と「ね」は高い音で
す。「ちゃん①」も①で、「まいご」の場合と同じ、

「ちゃ」のところまで高い音が終わります。楽譜を
見ると、高い音から低い音までの下がるところが
ぴったり一致しています。「まいご①」が「311」で、

「こねこ②」が「442」で、「ちゃん①」は「21」と
なります。昔の歌を作曲する時、言葉の高さに合
わせて注意して曲を作る傾向があります。これは、
歌を歌う時の日本語がもっと上手く感じられる原
因でしょう。

　単語レベルの高さは「アクセント」と言いま
す。日本語の学習には、文法の重要さはもちろん、
発音やアクセントも上級者になるポイントの一つ
です。日本に来たてばかりの時のエピソードです：

居酒屋で串カツを注文しようとすると、「牡蠣」の
アクセントが間違ったことがある。「ウィンナーと
かき⓪をお願いします」「え？かき⓪…」。目の前
の店員さんがすごく困っていたるように見えます。

「牡蠣　かき①」のアクセントを間違って平板型の
単語「柿　かき⓪」になってしまったからです。
いくら秋の季節であっても、さすがに居酒屋には
果物の柿はがないでしょう。それから、同じ笑い
話のようなことを起こさないように、真剣にアク
セントの勉強を始めました。

　母語話者としての日本人の方はアクセントを
自然習得していたが、外国人の方は結構困ってい
るでしょう。単語ごとにアクセントを覚えること
自体、は大変な努力がいります。そして、単語の
形が変わると、アクセントも変化するのがさらに
難しく感じさせます。たとえば、「神戸　こうべ①」
と「大学　だいがく⓪」の元の名詞のアクセント
は①と⓪だが、複合して複合名詞になると、全体
が「神戸大学　こうべ・だいがく④」になってし
まいました。①の「神戸」が⓪に変わり、逆に⓪
の「大学」が①になって、合わせて「神戸大学④」
になりました。動詞にはこの現象が見られる：「食
べる　たべる②」は②で、過去形の「たべた」は
①に変わります。一見難しいそうに見えるが、実
はある程度規則が存在します。「○○＋大学」はす
べて「○○」が⓪になって、「大学⓪」が①の「大
学①」になります。複合名詞の後ろの名詞の頭拍
にアクセントが下がるのが普通です。こう言うタ
イプの複合名詞は「1 単位の複合名詞」と言います。
他には 2 のタイプも存在するが、このタイプの割
合がもっとも大きいから、覚えると大体の状況が
説明できます。実は、日本語の動詞の終止形は、2
つの種類のアクセントしかありません。「⓪型」が
その 1 つ目です：「行く⓪」「あげる⓪」「働く⓪」
は皆そうです。そして、2 つ目はやや特殊で、「-2
型」、いわゆる「後ろから数える 2 拍目」です。こ
の 2 種類の動詞の活用形にそれぞれ対応するアク
セント規則が適用されています。規則を覚えると、
すべての動詞のアクセントの活用形をマスターで
きるでしょう。

　アクセント辞典を引いても、分からない規則
が存在します。日本語アクセントの習得は決して
簡易とは言えません。動詞にも複合があり、助詞
につくとさらにアクセントが変わるとか、形容詞
にも活用形があります。使われる頻度は低いだが、
数詞と助数詞の組み合わせが数多く存在します。

　しかし、勉強するほど、自分の日本語が自然
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な日本語に近づくはずです。正しいアクセントを
把握すると、簡単な日常会話では日本人の方だと
認識されて、その達成感がワクワク感じませんか。
高さ言語としての日本語は音楽と共通するところ
が多いです。アクセントの高いところと低いとこ
ろ、そして拍の時間概念とか、すべて歌と繋がっ
ています。きれいな日本語を話せるのが自分の夢
でもあるが、学習者の皆さんにも是非アクセント
の魅力を感じさせたいです。

　論文・研究内容の紹介⑤　

ネパールと日本の
教育制度の違い

名　前：K
カンデル

ANDEL R
ラビンドラ

ABINDRA
出身地：ネパール
所　属：日本経済大学
 経済学部
 ３年

ネパールはインドと中国に四方囲まれている小
さな国です。世界ではネパールは山の国やブッダ
が生まれた国として知られています。

ネパールで自分が 勉強していたときの教育制
度のことと日本へ来てから見た日本の教育制度で
びっくりするような違いがありました。その違い
を見て私は、なぜこのぐらいの違いがあるのか？
ネパールも日本と同じような制度に変更すること
ができないでしょうか？そんなことを研究として
います。そのためにネパール政府がどうすれば良
いですか、海外で留学している我々が、特に私は
何か出来るのでしょうか それが私の研究計画で
す。

2013 年の調査 を見ると 90％識字率がある国が
103 国もあるのになぜネパールはまだ 68.2% だけな
のでしょうか。我々がどうすれば識字率 を 90％以
上に上げることができますか。それをずっと考え
ています。 

それのためにネパールである私立学校は全部公
立学校に変わって日本のような無料教育システム
にすればネパールの識字率がどんどん増えていく
と思います。こんなシステムがあったらお金の問
題で学校に行くことが出来ない貧しい子供たちが
学校に行くことができます。その他字が読めない
大人たちや 50 代、60 代 の人々のためにもネパー
ルの政府が学校を作って無料で勉強させていくこ
とができればネパールの識字率が上がっていくと
思います。

日本の親たちは自分の子供が息子 , 娘をくべつせ
ずに学校へ行かせます。でもネパールでは教育の
大切さがわからなくて息子に学校へ行かせて娘に
家の仕事をさせている親が何人もいます。そんな
親たちにも教育の大切さを教えないとこんなこと
が長くつづいてネパールの識字率がいつまでも良
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くならないのでネパール政府が何か考えた方がい
いです

日本に来てから私の頭の中に色々質問が出てい
る、例えば なぜ同じ人間なのにネパールの子供た
ちはみんな日本人と同じように学校へ行くことが
できないのでしょうか？もしいっても 25％ぐらい
が途中でやめてしまう。それはなぜでしょうか？
なぜネパールの親は子供たちを区別せずに学校へ
行かせることが出来ないのでしょうか？ネパール
の識字率を上げるためにネパールの政府は何も考
えてないでしょうか？私はこんな質問の答えを探
しながら自分が何か出来るか考えています。

今まで見た日本の教育制度や自分が日本で学ん
できたことをネパールの教育に生かしたいです。
そしてネパールの教育制度を日本の教育制度と同
じような制度に変更するためにネパールの政府を
サポートしながら私ができることをやっていきた
いと思います。

　自由投稿①　

紛らわしい統計指標、
その真実

名　前：崔
チェ

　善
ソンキョン

境
出身地：韓国
所　属：神戸大学
 国際協力研究科
 博士課程後期課程
 ３年

2018 年 8 月 22 日、ある電子新聞に『「最悪の
雇用情勢」で韓国大統領の支持率も急落』  という
記事が掲載されており、指導教員からその真否を
確かめるメッセージが送られてきた。労働経済分
野を研究している私としては、確かに韓国では若
年層の失業率は高いということはよく感じている
ことであるがそれは比較的に国民の高学歴からの
ジョブミスマッチングであり、政府政策との関連
付けは少し乖離があると思い、その本質を調べよ
うとした。　

その記事の内容としては、統計庁の統計指標を
用いて、韓国の保守的なメディアや経済誌から発
表された「政府の独占が生んだ雇用破局」、2017 年
から今年まで雇用者が 31 万人から 5000 人に激減
する「雇用災害」という内容を記載し、日本の新
聞がそれを再引用した記事であった。要するに、
文在寅大統領の下の新政府から「経済民主化」を
達成するため行われた「所得主導成長論」の中で
の特に「雇用政策の最低賃金引上げ」政策で飲食
店などの自営業者の巨大な雇用削減を起こし、そ
のせいで韓国全体経済がダメになっていることが
結論であった。

まず、経済学理論で労働市場の指標としてよく
使われている指標は失業率であるが現実的な雇用
状況を正確に反映することが難しいのでまた雇用
率という指標が用いられている。両方の指標から
労働市場の現状を判断しないといけない。この記
事から利用した統計数値は全体の割合ではなく、
数字だけで全体と判断しようとしている過ちを犯
している。単純に 31 万人から 5000 人という数字
から見ると非常に雇用者数は激減したように見え
るが統計庁から出している全体の割合から見ると
2017 年 61.3% から 2018 年 61.6% で実際の雇用率は
増加している。さらに、その統計を収集した年を
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見ると 2018 年に出されている資料は 2016 年に調
査したデータを集計したものであるので、2017 年
後半に発足した現政府から行われた最低賃金引上
げ政策は 2018 年からだったので、「雇用破局」と
いうこととは関係がない。また、31 万人から 5000
人まで雇用者数が減った理由は、雇用率では現在、
就職している 15 歳以上から 65 歳までの人口が適
用され、高齢化とともに 15 歳から 19 歳の総人口
が 16 万８千人まで減少し、教育サービス分野で携
われている総人口も 7 万 8 千人が減少しているこ
とが原因であった 。

また、自営業者の巨大な雇用削減が雇用率減少
の原因であることを主張しているが、韓国はそも
そも自営業廃業率が 80％以上から 90％未満で 15
年以上続けており、570 万の自営業者の中、雇員が
いる自営業者は 160 万で、残り 400 万は雇員なし
の自営業者である。結局、ほとんどの自営業者は
雇員がいないので、最低賃金引上げで雇用率下落
とはほぼ無関係である。

最近、韓国でこの内容に関して誤報されている
記事は、一日中 47 件以上に至るが、それを訂正し
ている記事は 3 ～ 4 件ぐらいでマスメディア業界
のバランスがよく採れていない。ラジカルな民主
主義のもとで今年韓国の世界報道自由度ランキン
グは世界 180 カ国の中、去年 63 位から 43 位まで
上昇してはいるが、未だに正確な報道に関する問
題を抱えている。この状況を改善するためには誰
よりもマスメディアの消費者である国民一人一人
が受動的な消費ではなく、正しい情報を区別でき
る鋭い判断力を鍛え、能動的に消費すべきではな
いでしょうか。

　自由投稿②　

私の考える国際交流

名　前：呂
ロ

　海
カイメイ

明
出身地：中国
所　属：日本経済大学
 経済学部
 ４年

　国際交流って、一体何でしょう。私は国と国
との交流の前に、まず人と人との交流があると思っ
ています。国や地域によって、それぞれの文化や
歴史観が違いますが、国境を越えた人たちの交流
があるからこそ、お互いに理解できるようになり、
心が通じ合うこともあるのではないでしょうか。

　私は大学で経済学を専攻しています。そのか
たわら、観光ガイドの資格を取り、アルバイトと
して、旅行者の観光案内の手伝いもしております。
中国人の私が母国から来たお客さんに、日本の歴
史、文化、料理、観光名所などを紹介できるのは、
もちろんうれしいことですが、一番感銘を受けた
のは、日本の製品がハイクォリティーだ、日本人
のサービスはナンバーワンだと日本のことを称賛
するお客さんからの声でした。その瞬間、日本で
暮らしている外国人として、私は心から誇りを感
じました。

　ここでお客さんから聞いた日本で一番印象に
残ったことを紹介したいと思います。

　ある人は、デパートにいるエレベーター・ガー
ルの存在に驚いたと言います。エレベーターに乗
ろうとすると、笑顔で話しかけてきて、行き先フ
ロアも押してくれるのが、非常に新鮮で面白かっ
たそうです。同時に少し恥ずかしい気持ちもあっ
たようです。

また、観光バスの運転手さんのおもてなしも印
象的だそうです。日本ではバスの運転手さんは年
配の方が多いようですが、お客さんの荷物を積ん
でくれたり、重い踏み台を出してくれたり、お客
さんに対して力を惜しまないサービスをしてくれ
ます。時には、独学の中国語を使ってみんなと挨
拶し、お客さんを笑わせ、楽しい雰囲気を盛り上
げてくれます。

　日本の女性は噂どおり可愛くて優しいです。
お年寄りは意外に面白くて力持ちだとツアーメン
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バー全員一致で感心しました。
　最近、二回目や三回目で来日しているお客さ

んに多く出会います。なぜこのように日本を気に
入っているのかと尋ねましたら、最初は「爆買」
のために来ましたが、そのうち、日本の清潔な環
境や人々の優しさに惹かれ、もっと「和」の魅力
を体験してみたくて、再度訪日することにしたと
答えてくれました。

　確かに、近年「爆買い」の風潮が収まりつつ
ありますが、一方、日本文化を体験するツアー、
いわゆる「ディープ・ツアー」で、古風な旅館、
自然豊かな風景、昔ながらの伝統文化などを求め
て日本に来られるお客さんが増えています。統計
によりますと、2016 年の中国人観光客のショッピ
ング費用の平均は前年に比べ１７％減っています
が、その代わり、宿泊観光費用の平均は 3.5％増加
しているそうです。

　2020 年東京オリンピックの開催に向けて、新
しい民泊法の成立、免税対象品の拡大、外国人案
内の充実など日本政府は様々な面で、海外観光客
の誘致に積極的に力を入れています。これらの措
置は、観光事業の追い風になるのはいうまでもな
いことでしょう。さらにこのような民間交流が盛
んになればなるほど、日本と諸外国との友好関係
もきっと親密なものになっていくだろうと思いま
す。

　品物はどんなに優れていても、一旦手に入っ
たら、そのうち憧れる気持ちが薄れていきますが、
人と人との交流は時間が経つにつれて、広がりか
つ深まっていくものです。したがいまして、来日
する観光客の皆さんに日本の文化や伝統、おもて
なしなどを体験してもらうことが、今の私にとっ
て、一番やりがいのあることだと思っています。
それが私の考える国際交流の第 1 歩になるからで
す。

　日本人から見た留学生①　

留学生との出会いを通じて

名　前：石
イシイ

井　祐
ユウコ

子
所　属：流通科学大学

（呉 琪さんの友人）

初めて留学生と出会ったのは、1990 年代、私自
身が大学生の頃でした。外国語大学に通っていた
私は、学内で留学生を見かけることはありました
が、実際に交流したのは友人を通してでした。私
の友人は留学生たちと一緒にシェア・ハウスで暮
らしていました。ある日、みんなで一緒に夕食で
も、と誘われお邪魔しました。タイ人、アメリカ人、
友人たちと日本語でおしゃべりしながら食べた多
国籍料理は格段おいしかったです。留学生たちは
母語のアクセントを引きずることなく日本語を話
し、私は唖然としました。同時に、彼女たちの日
本語を学ぶ意識の高さに感心しました。彼女たち
が日々努力を続けている様子が伝わってきました。
日本語で何不自由なく話せる彼女たちには、語学
習得能力以上のものがある、とその時に思いまし
た。それは、「郷に入っては郷に従え」という賢さと、
日本人と積極的に交流しようとする前向きな姿勢
でした。どんなに文法を理解しても、実際に聞い
て話すことができると共に相手を理解する気持ち
も大切なのです。初めて出会った留学生たちには、
その姿勢、気持ち、能力全てがそろっていました。
中国人は漢字圏だから日本語が得意だという認識
は当時からありましたが、私が出会った留学生た
ちは人種・国籍にかかわらず、日本語、あるいは
日本人自体を深く理解しようとする意識が高く、
彼らのおかげで私の語学への学習意識も良い方向
へと変わっていきました。私の親が古い考えで留
学ができず、少し落ち込んだ時期もありましたが、
自ら意識を変え、その後も様々な外国人と交流を
続け、語学力を高める努力を続けています。

結婚後、子供たちに異文化交流をさせてみたい
と考え、ある大学のホスト・ファミリー募集の広
告を見て連絡してみました。そして、中国出身の
女子学生が我が家に来ることが決まりました。彼
女とは 10 ヶ月間一緒に生活し、彼女の日本語能力
は著しく伸びました。子供たちが話す言葉を一生
懸命理解しようとしてくれ、家事をする私の横で
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たくさん質問をし、分からない時はとことん聞い
てきました……。理解した言葉は実生活で使い、
少しずつ日本語を自分のものにしていった彼女の
ひたむきさに心を打たれました。

その後、ホスト・ファミリー経験を活かして、
もっと多くの留学生たちに日本語支援をしていき
たいと思うようになり、日本語教師養成講座に通
いました。受講していたクラスでは台湾人の主婦
が熱心に勉強していました。ある日、彼女に受講
理由を尋ねてみました。すると、日本人のご主人
との間に子供が二人いて、彼らのために正しい日
本語を話して、台湾からの留学生を支援するため
に、日本語教師養成講座で勉強したいと話してく
れました。彼女のひたむきさにまた感心しました。
こうして、彼女のようなクラスメートにも恵まれ、
講座修了後は国際交流センターに日本語ボラン
ティア講師として登録し、一対一で外国人日本語
学習支援を行っています。センターに通う外国人
たちには様々な背景があり、目標・目的も個々に
違いますが、私が支援したい理由・考えは一貫し
ています。彼らにとって外国である日本で生活し
ていくことが楽しいと思えるよう、日本人として
最善を尽くすことです。時代が変わり、若者たち
の考えも変わり、昔のようにはいかないことも多々
ありますが、こちらが心を開くことで彼らの学び
の姿勢も変わってきます。パソコンや携帯がどん
なに便利であっても、人と人とが向き合って意思
疎通を行うことでしか得られないものもあります。
一人でも多くの留学生が一つでも多くの日本語を
使いこなせるよう、今後も自分なりの方法で丁寧
に支援を続けていきたいと考えています。この活
動を通して、私自身も学ぶことが多く、子育てに
も役立っています。

今思えば、大学時代に出会った留学生たちが私
の人生に大きな影響を与え、支援活動を有意義な
ものにしてくれています。彼らに常に感謝しなが
ら、今後出会う留学生たちのひたむきな気持ちに
負けないよう日本語支援に取り組んでいきたいと
思います。
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　日本人から見た留学生②　

日本人から見た留学生

カク テイ イさんの友人　

近年、日本の国際化が進むに伴って、来日する
外国人が増加している。私たちが住む神戸の街を
歩いていると、様々な国の言葉を耳にする。神戸
だけではない。日本全国で外国人が見られ、大阪
の難波を歩いていると、自分が外国にいるような
錯覚に陥る。訪日外国人が増え続けている日本だ
が、増えているのは観光客だけではない。外国人
留学生も年々多くなっており、コンビニや居酒屋
等で働いている外国人がよく見かけるようになっ
た。

私は現在日本語学校で日本語教師として教鞭を
とっている。日本語教師になってから、3 年経過し
た。普段から外国人留学生と関わりを持ち、3 年
の間に様々な留学生に出会ってきた。以前まで日
本に留学生として来る外国人の国籍は中国等の中
国圏や韓国であったが、現在ではその背景も変わ
り、主にベトナムやネパール、インドネシア等の
東南アジアから日本へ留学に来ている。この留学
生の国籍が東アジアから東南アジアへと変わって
いた背景にはその国の経済背景にあるだろう。中
国の経済が今のように発展していなかった頃、日
系企業の多くは安価で商品を作製し、利益を多く
得る為、中国に多くの工場を建設した。私は中国
北京でも 1 年ほど大学の会話の教師として派遣さ
れていたこともあり、中国の学生から聞いたのだ
が、当時の中国は日系企業に就職する目的で日本
語を学習しようとする中国人が多くいたようだ。
これらの背景が元となり、日本へ留学を希望する
中国人がいた。しかし、今では中国や香港、台湾
などの中国圏の経済が発展した為、当時の目的と
同様の目的で日本に留学する中国圏の学生たちは
急激に減った。東アジアの留学生が減った一方で、
今度は東南アジアの留学生が増加する。中国の経
済が発展したことで、これまで中国で商品を作製
していた日系企業がベトナムやインドネシアに視
野を向ける。以前の中国人と同様、日系企業で働
くという目的で日本語を勉強する東南アジア出身
の留学生が多くなった。彼らは、「自分の国若しく
は日本で今まで以上に良い生活を送る」という外
面的な動機で日本語を勉強する。私が主に知って
いる留学生の生活は日本語学校の留学生たちだが、

彼らは非常に過酷な状況で日々日本語を学んでい
る。夜中工場で働き、朝からの日本語の授業を受け、
また夜に仕事に向かう。日に日に顔がやつれてい
く留学生も見かけた。日本語学校の留学生たちは
自分たちが生まれ育った国とは全く違う日本の習
慣や物価に戸惑いながら、過ごしているのだ。東
南アジアの留学生たちを見ていると、私は何と声
を掛けるべきなのか迷う時がある。だが、彼らは
日本にとって必要な人材なのだ。少子化と共に労
働力が不足している日本。彼らが日本の生活が気
に入り、日本で就職してくれると、労働力不足が
緩和される。日本での就職はせず、自国へ戻った
としても、日本と自分の国の友好的な関係を結ぶ
架け橋となってくれさえすればいい。大それたこ
とはしなくていい。身近にいる家族や友人に日本
で経験したことを話して、日本という国を伝えて
くれるだけでいい。

先ほど中国や台湾、香港などの中国圏や韓国か
らの留学生が減ったと前述したが、全くいなくなっ
たという訳ではない。私の友人にも中国人や香港
人、韓国人がいる。だが、彼らの日本語を勉強す
る目的は「自分の国、若しくは日本で今まで以上
に良い生活を送る」ためというよりも、「日本のア
ニメやゲームなどのポップカルチャーが好きだか
ら日本語を勉強する」「今までの生活にも満足して
いるが、自分のやりたいことが日本にあるから日
本語を勉強する」といった内面的な動機が多いよ
うに思う。これは私たち日本人にとって、非常に
光栄であり、喜ばしいことである。海を隔てた異
国の人々が日本の文化や日本の生活に関心を持ち、
日本へ留学に来てくれることは日本人として感謝
するべきだ。

私たちはこのような留学生を歓迎し、共存して
いかなければならない。今の若い世代にももっと
幼いころから、日本に来ている外国人留学生と交
流を持って、視野を広げてほしい。無論、日本は
私たちの国であり、日本人としての誇りを持つべ
きだ。だが、この世界は日本だけではない。世界
にはいろいろな人種がいて、いろいろな思考があっ
て、文化がある。今を生きる若者はそのことに気
づくべきだ。私たちの世代、私たちよりも若い世
代の外国離れは著しい。このままだと、日本は何
も成長できないと思う。日本にこんなにも外国人
留学生がいるのだから、体験する機会はいくらで
もある。日本の国際化をより発展させ、日本が今
以上に発展した国へとなるために、外国人留学生
の受け入れを日本人としても進めてほしい。
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同窓会だより

2017年度同窓会　～生田神社会館にて～

　神戸市留学生奨学金 ( 神戸・菅原奨学金 ) の設立 30 周年を記念して、さらに奨学生ＯＢ・ＯＧ

相互及び現役奨学生との結びつきを深めると共に、より神戸への愛着を深めていただくことを目的

として「神戸・菅原奨学金同窓会」を２０１６年に設立してから、毎年同窓会を行っております。

２０１８年２月にも生田神社会館にて神戸・菅原奨学金奨学生同窓会・現役奨学生の卒業送別会の

合同パーティを開催しました。故菅原一郎氏のご息女である有馬様や大学関係者をお招きし、神戸

市や KIC 事務局関係者も参加して卒業生と現役奨学生との交流を深めました。これからも神戸で定

期的に同窓会を開催致しますので、是非次回の同窓会にご参加いただき、神戸の思い出に花を咲か

せてください。

　また、２０１６年７月に同窓会中国支部（天津市）を設立しましたが、今後は世界各国に同窓会

支部が出来、神戸の集いが広まることを願っています。同窓会の立ち上げにご協力頂ける方がいま

したら、是非事務局へご連絡ください。
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活動アルバム

支給式
　２０１８年度の神戸・菅原奨学生が決定し、５月１７日に神戸市役所で支給式が行われました。

久元市長とご来賓の有馬様からのご祝辞のあと、市長より３０名の奨学生へ支給証が交付されま

した。奨学生を代表して神戸大学大学院の徐 康勲（ソ カンフン）さんが答礼をし、奨学金への感

謝の気持ちと今後１年間の勉学や交流活動への意気込みを述べました。

　支給式終了後は、久元市長と有馬様を囲んで奨学生との懇談会が開催され、神戸の魅力と今後

の課題、そして留学生の国際交流活動などについて意見交換を行いました。
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活動アルバム

集　い
親睦を深めるためのランチ会も開催しました
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活動アルバム

第1回　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 2018 年 9 月 26
日に開催しました。

司　会：ベトナム　グェン ティ ダン ティーさん
発表者：ベルギー　カーペルス スティーブンさん
　　　　中国　金迪さん　と　張偉霞さん
　　　　ネパール　カンデル ラビンドラさん

発表者の紹介 ベルギー スティーブンさん「伝統的な街ブルへ」

中国 金 迪さん「中国の麺料理」

交流の様子 交流の様子

ネパール ラビンドラさん「ネパールのお祭り」中国 張 偉霞さん「私の故郷」

ベトナム ダン ティーさん　司会
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活動アルバム

特別ゲスト
ファン ゴック イェンさん

「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 2018 年 10 月

26 日に開催しました。

司　会：ベルギー　カーペルス スティーブンさん
発表者：中国　呉琪さん、姚璐さん、魏筑君さん
　　　　ベトナム　グェン ティ フォンさん
　　　　　　　　　レ ティ ホン バンさん
特別ゲスト：　　　ファン ゴック イェンさん

第2回　留学生との異文化交流サロン

中国　呉 琪さん

ベトナム　フォンさん

ベトナム　バンさん

故郷の景色 宏闊な世界　中国新疆

大 連 の 結 婚 式

中国　魏 筑君さん

中国　姚璐さん
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活動アルバム

合同企業説明会

奨学生が合同企業説明会に参加され、興味津々に企業の説明を聞く様子

ネパール　ラビンドラさん

ベトナム　ニュンさん

ベトナム　アインさん

中国　劉 夢如さん

ベルギー　スティーブンさん

韓国　徐康勲さん

中国　カク テイイさん
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活動アルバム

その他のイベント参加や交流活動

　徐さんと崔さんに通訳として協力頂きました。

　バンさんとティーさんに通訳として協力頂きました。

仁川市中高生交流事業韓国語通訳

ベトナムと長田をつなぐ交流会

韓国　崔 善境さん
徐 康勲さん

ベトナム　バンさん

ベトナム　ティーさん
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活動アルバム

浴衣着付け 神戸マラソン

　わくわくした気持ちでエコバスツアーに臨みました。

フォンさんが取材を受けている様子。 エナさんに通訳として協力頂きました。

エコバスツアー

今後の予定

ベトナム　フォンさん

　2018 年 12 月 15 日 第 2 回実行委員会

　2019 年 1 月 25 日 第 3 回留学生との異文化交流サロン
　　発表者 : グェン ティ ダン ティーさん（ベトナム） テーマ：スタバ VS スーアッダ
　　　　　　ニョランダ シンディ―さん（インドネシア） 　　　　インドネシアについて
　　　　　　カク テイイ（中国） 　　　　美食都市　香港と神戸
　　　　　　徐 康勲（ソ カンフン）（韓国） 　　　　神戸とソウルの魅力について
　　　　　　劉 夢如（中国） 　　　　中国の伝統演劇 粤劇と広東の食文化

　2019 年 3 月 9 日　2018 年度送別会・同窓会

モンゴル　エナさん

ベトナム　ユンさん

　　　　　ニュンさん

　　　　　アインさん



56

～ KIC からの手紙～　奨学生のみなさんへ

常務理事　伊藤　正

今年４月の奨学生選抜から早くも９か月が過ぎようとしています。日本での生活は順
調でしょうか。さぞかし勉強は進んでいることと思います。

2018 年は、日本にとって、長い間の鎖国を中止・開国してから 150 年目という節目の
年にあたります。150 年前の神戸港開港は、現在の神戸市にとって最大の影響を与えた
決定だったと思います。開港後、神戸港を中心として、貿易・造船・製鉄などのすそ野
が広い産業が生まれると、そこで働く人々が集まることにより人口は 100 万を超えるま
でに市は大きく成長しました。
さらに、開港後に作られた居留地で暮らす外国人住民との交流経験は、新しい文化を
受け入れる柔らかな受容性を市民にもたらしました。近接した海と山が作り出す豊かな
住環境による暮らしやすさなど、現在の国際都市・神戸及びその住民についてよく言わ
れる特色は、神戸港の開港により築き上げられたと言えるでしょう。
また、国際交流の豊かな経験は、時代の制約はあったとは思いますが、最近よく聞く「多
文化共生」の実践であったことは間違いないでしょう。1995 年の震災後に多く神戸に誕
生した外国人市民の支援活動は決して偶然ではないと思います。
現在の神戸市役所や神戸国際協力交流センターの事業は、これらの歴史を踏まえて実
施されているものです。特に奨学金制度については、全国的に見ても屈指の支援内容で
あり、神戸市と母国との架け橋となる人材育成への神戸市の期待が込められていると言
えます。

日本には「一期一会」ということばがあります。もとは「茶会を毎回、一生に一度と
いう思いを込めて真剣に行う」という茶道の心得を表現した言い方のようですが、現代
の日本では「人との出会いは一生に一度と思い大切に」という意味で使われているよう
に思います。
みなさんとＫＩＣとの出会いも（お互いに）また「一期一会」。みなさんにとって人生
の大切な経験になればうれしい限りです。私たちもみなさんからいただいた知見を今後
の活動に活かしていきたいと思います。

最後に、奨学生のみなさんが、それぞれの専門分野で大きな成果をもって学業を修了し、
神戸や母国で有為な人材として活躍されることを、また、神戸で暮らす中で、神戸の暮
らしやすさや地域の魅力を存分に体験していただき、神戸を好きになっていただくこと
を心から願っています。

再会できる日を楽しみにしています。

（公財）神戸国際協力交流センター

～ からの手紙～ 奨学生のみなさんへ

（公財）神戸国際協力交流センター

常務理事 伊藤 正

今年４月の奨学生選抜から早くも９か月が過ぎようとしています。日本での生活は順調でしょう

か。さぞかし勉強は進んでいることと思います。

年は、日本にとって、長い間の鎖国を中止・開国してから 年目という節目の年にあたり

ます。 年前の神戸港開港は、現在の神戸市にとって最大の影響を与えた決定だったと思います。

開港後、神戸港を中心として、貿易・造船・製鉄などのすそ野が広い産業が生まれると、そこで働

く人々が集まることにより人口は 万を超えるまでに市は大きく成長しました。

さらに、開港後に作られた居留地で暮らす外国人住民との交流経験は、新しい文化を受け入れる

柔らかな受容性を市民にもたらしました。近接した海と山が作り出す豊かな住環境による暮らしや

すさなど、現在の国際都市・神戸及びその住民についてよく言われる特色は、神戸港の開港により

築き上げられたと言えるでしょう。

また、国際交流の豊かな経験は、時代の制約はあったとは思いますが、最近よく聞く「多文化共

生」の実践であったことは間違いないでしょう。 年の震災後に多く神戸に誕生した外国人市民

の支援活動は決して偶然ではないと思います。

現在の神戸市役所や神戸国際協力交流センターの事業は、これらの歴史を踏まえて実施されてい

るものです。特に奨学金制度については、全国的に見ても屈指の支援内容であり、神戸市と母国と

の架け橋となる人材育成への神戸市の期待が込められていると言えます。

日本には「一期一会」ということばがあります。もとは「茶会を毎回、一生に一度という思いを

込めて真剣に行う」という茶道の心得を表現した言い方のようですが、現代の日本では「人との出

会いは一生に一度と思い大切に」という意味で使われているように思います。

みなさんとＫＩＣとの出会いも（お互いに）また「一期一会」。みなさんにとって人生の大切な

経験になればうれしい限りです。私たちもみなさんからいただいた知見を今後の活動に活かしてい

きたいと思います。

最後に、奨学生のみなさんが、それぞれの専門分野で大きな成果をもって学業を修了し、神戸や

母国で有為な人材として活躍されることを、また、神戸で暮らす中で、神戸の暮らしやすさや地域

の魅力を存分に体験していただき、神戸を好きになっていただくことを心から願っています。

再会できる日を楽しみにしています。
一期一会






