奨学生会報第29号の発行にあたって
神戸市長

久元

喜造

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、150年以上にわたり、多くの外国人に愛されてきた神戸ですが、
留学生を含め、その数は近年特に増加しており、市内には現在約4万8千人の外国人の
方がお住まいです。
1985年に始まった留学生に対する奨学金制度は、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31か国・地域
約690人におよび、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、生活する中で、多くの貴重な経験を積み重ねて
いることでしょう。学生生活を通じて、それぞれの志を実現していただくとともに、
神戸への愛着を深めていただければと思います。また、ご自身の得意分野、専門分野
をしっかりと確立し、グローバルな社会で活躍していただくことを願っています。
奨学生OB・OGのみなさまには、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、母国での神戸
応援組織「Kobe International Club」の設立や活動への参加を通じて、神戸との繋が
りを持ち続けていただければと思います。
最後になりましたが、奨学生のみなさんの神戸で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。
令和元年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

留学生の皆様、また卒業生の皆様、そして奨学金事業にご尽力下さっている方々に
おかれましても、益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
今年は、ラグビーワールドカップが日本で開催されました。日本代表は31名中15名
が海外にルーツを持つ選手で、様々な文化を持つ選手達が「ONE TEAM」のテーマ
のもと、強く結束し、見事なチームプレイで目標のベスト８を達成してくれました。
多くのファンの心を震わせる戦いぶりだったと思います。
本事業におきましても、様々なルーツを持つ留学生に奨学金が支給されています。
本事業の留学生や卒業生たちも、今回のラグビー日本代表のように、多様なルーツや
文化を持ちながらも、互いを尊重し、協力し合い、世界を舞台に人々の心を震わせる
活躍をしていただきたい。また、本事業がその後押しとなるのであれば、これほど素
晴らしいことはない。そう強く感じました。
今後も本事業が末永く続くことを願っております。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2018年度奨学生〜
入学しました。更に商業に関することを学びたいと
思っています。日本経済大学に在学していた間に、
菅原奨学金を受給していました。

■奨学生時代の思い出
奨学生時代の時、たくさんのイベントを通して、
神戸にある各大学の各国の留学生と交流ができ、ま
た、神戸で活躍されている日本人の方々にも交流頂
き、大事な思い出を残しました。神戸という美しい
港都市に対してもより一層住みたい気持ちが強くな

株式会社
ミンハオジャパン
ロ

カイメイ

呂

海明

りました。

（中国出身）

■現在の仕事について

■自己紹介
私は中国山東省の青島市から日本に参りました。
青島市というと、青島ビールが有名です。日本から
飛行機で２時間半で行ける港町です。日本国領事館
も設置されております。
2007年10月に初めて日本へ留学に来まして、2011
年３月まで福島国立大学経営専攻の学生として在学
しました。非常に残念なことに、2011年東日本大震
災の影響で、当時冬休み期間で帰国中の私は一時休
学しました。当年5月から、青島にある商貿会社の
社員として、勤め始めました。約５年間に渡り、商
業に関する経験を積んでいました。
2016年4月に福島大学の先輩である妻が神戸大学
学院生として、再び日本へ留学に参りました。妻が
神戸大学大学院留学前に、青島にある日本の大手企
業の事務所で勤めていました。私も妻と一緒に日本
に戻ってきました。良い機会であり、私も修了して
いない学業を再開しようと思い、日本経済大学に編

今年の４月から、神戸にある再生エネルギー開発
を専攻とする株式会社ミンハオジャパンの社員とし
て、勤め始めました。中国で積んだビジネスの経験
と日本の大学で学んだ知識を生かして、日本の新エ
ネルギー事業を展開していきたいと思います。関東
大震災以来、再生エネルギーの開発と推進が速いス
ピードで進んでおり、将来性がある再生エネルギー
として、有望な事業だと思います。

■現役奨学生へのメッセージ
菅原奨学生の皆様、奨学金のイベントを通して、
自分ができることをしっかりやって頂き、留学生活
に良い経験を積めると思っています。また、将来社
会人として、仕事場でも生かせる力が身につける機
会として、奨学生時代のことを大切にして頂けれ
ば、幸いです。最後、神戸の恵みを受けた奨学生の
皆様、神戸のいいところをもっと発信して頂き、神
戸に還元出来るように頑張って頂きたいと思います。

表紙デザイン紹介
夏、高校時代からの親友が中
国から神戸に観光しに来た時、
一緒に六甲山牧場で遊んでいま
し た。 一 匹 の 羊 は、 お 食 事 を
待っているところで、なんだか
幸せそうな笑顔をしており、満
足しているような顔をしていま
す。表紙は、穏やかな牧場生活を送っている羊
と乳牛を挿絵にしましたが、背景が山の上にあ
る神戸大学です。（劉 夢如）
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神戸の山には可愛い動物たち
と触れ合いながら、綺麗な自然
を満喫できる六甲山牧場があ
り、海にはお洒落な神戸ポート
タワーがあります。なので、表
紙は六甲山牧場と神戸ポート
タワーの写真を使いました。
私にとって、神戸ポートタワーはパワースポッ
トのような存在です。どんなに落ち込んでも、
ここに行ってその輝きを見たら、元気になりま
す。奨学生の皆様も神戸で身に着けた能力を発
揮し、いつかどこかで神戸ポートタワーのよう
に輝く存在になると思います。（呉 琪）
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留学生活・交流活動①

一期一会の出会いを大切にする
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
３年

茶道で一期一会という諺がある。茶道に臨む際に
は、その機会は二度と繰り返されることのない、一
生に一度の出会いであることを心得て、互いに誠意
を尽くすべきことをいう。私の人生において人々と
の出会いもこの言葉の通りだと思う。留学という機
会に恵まれ、日々、親に感謝している。来日して既
に四年という月日が経つ。人生一度だけの機会を大
切して、何に対しても真面目に誠実に接してきたつ
もりだ。振り返ってみると、うれしい気持ちとと
もに懐かしい思い出で胸がいっぱいになる。来日以
降、充実した留学生活を送っている。
来日当初、私は大阪の日本語学校に通い、東大阪
市の父の友人「田中さん」宅でホームステイをして
いた。田中さんは日本の伝統的な財布を作る工場を
営んでいる。私はそこで、初めてアルバイトを経験
した。仕事内容は工場で財布の検品と中国語での電
話対応であった。初めてのことばかりですべてが大
変だった。始めのうちは商品の紹介や材質を専門用
語で通訳することができなかったが、分からないこ
とは質問をするなど工夫をしながら、だんだんとう
まくできるようになった。
また、日本で気づかされたことがある。アルバイ
トをするのはただ単にお金を稼ぐことだけが目的で
はない。仕事の経験やコミュニケーション能力の向
上を目的としているの
だ。ホームステイ先のお
母さんは毎日、一汁三菜
を作ってくださり、時間
があるときには、私を近
所の老人ホームの交流活
動に誘ってくださった。
この体験は一瞬にして言
語の壁を消し去った。高
齢者の口から日本の文化
や歴史などを直接伺うこ
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とで改めて日本のそれらを再認識できた。これらの
このような気づきから、自らの留学生活が充実とな
りし、色々な出来事に対し期待が持てるようになっ
た。その他に、食事習慣についてもは驚きや発見の
連続であった。ホームステイ先で、手で茶碗を持ち
ながらお箸を使って味噌汁の具を食べたら、行儀が
悪いと注意を受けた。生まれてこの方母国での当た
り前であったのことが覆されたのだ。このことを通
じて、母国との違いがあることに気付いた。時間を
経て、今では異文化の習慣が自然にについてよりよ
く理解できるようになった。
私のモットーは、人生の中でたとえ凹凸の険しい
道がたくさんがあっても努力し自分の夢を実現させ
るために頑張ることである。
ホームステイ一年半の日本家庭での生活を通じ
て、母国との文化の違いを認識できた。次の段階は
もう少し自立し、違う視点で文化を体験した方がい
いと思い、最初の一歩を踏み出した。踏み出せばど
こまででも行けると感じた。
進学検討時に、インターネットで様々な大学の情
報を調べたり、オープンキャンパスに参加したりし
た。その際、縁があって、大学の教授と直接話を
し、自分の明確な目標を伝えた。そして未知な場所
で一期一会を大切しながら勉強することとなった。
ようやく、山と海に囲まれた異国情緒溢れる神戸に
進学したのだ。その後、神戸に引っ越し、それまで
大変お世話になった「田中家族」に感謝し、別れを
告げた。本当にたくさん助けていただいたことは一
生忘れない。
大学入学後は、外国人として日本人と同じ授業を
受けたので、大学生活の最初は大変だった。特に「伝
統文化」という授業での内容が難しく理解しにく
い、かつ、専門用語も多かった。レポートを書くと
きにも、うまく表現をできず困ったことときがたく
さんあって、そんな時は、たびたび、日本人の友た
ちや国際交流センターの先生などに気軽に尋ねられ
たし、疑問があっても、親切に教えてもらって困難
も乗り越えられ解決し、だんだん大学の生活に慣れ
た。授業以外に、イベント、ボランティア活動など
の様々な交流活動に参加し、留学生や日本人と知り
合いになった。その中で、近所の大学生と一緒に兵
庫楽農生活センターで農作物の収穫体験したことが

留学生活・交流活動②

あっという間に過ぎた留学４年目
タムスハン

オゲン

留学生活・交流活動

思い出に残っている。皆それぞれ異なる地域文化や
習慣があるが、お互いに面白い体験や考えを共有し
て楽しく話せた。また、港島学園の中学生との交流
活動で、一緒に京都へ行き、観光客に英語でインタ
ビューをした。私はグループのリーダーになった。
最初はバラバラだったグールプが、訪日外国人観光
客にインタビューをする中で団結心が生まれ、まと
まった。
また、学園祭では留学生同士志が協力して、模擬
店を出店し、中国のお茶やミルクティーやお菓子な
どを販売した。模擬店出店では３ヶ月間かけて、出
店までの流れを準備する。当日、ミルクティーは意
外にもすぐ売れてしまい、準備不足を痛感した。途
中、天気が悪くなり、思ったように売れなくなった
時、早い階段で値下げの判断を下出してくれた友人
のおかげで早く売れるようにスピートが早くなり、
順調に売れ利益を上げることができた。また、周り
の店と競争しながら、お客様の様子などを観察し
て、視野を広げることが大切であると気づけたこと
でそして、ものを売る難しさと出店の難しさを感じ
ることができた。
、一人の能力では足りないが、一
人ひとりが責任感を持つことでチームワークが生ま
れ、一つの方向に向かって団結努力したことが体験
できた。
さらに、神戸市マラソン大会のボランティア活動
にも参加した。私は終点で通訳や道路案内をした。
完走したランナーの方々に
「おめでとうございます！」
と声をかけると「ありがとう」という返事が返って
きた。この瞬間が私のボランティア活動をする中で
何よりも嬉しいことだった。このような経験を通じ
て、異文化を理解し、各国間の友好交流に力を入れ
ることは我々留学生としての責任でもあると思う。
三年生になり、希望の通りに行きたい旅行会社で
インターンシップをした。その会社のことを得るだ
けではなく、旅行業界についての説明を受けること
もできた。実際にその会社で働いている人とコミュ
ニケーションを取り、気になっていた実際のところ
点を質問することができたので、会社で自分が働く
イメージがしやすくなった。短い時間だったが、事
務業務を体験して理解も感じる深めることができた。
この三年間、一期一会の出会いを大切にしてきた。
これからも未来
への道はまだま
だ遠いとここと
がわかっている
が、後悔しない
人生を送るよう
に努力する。

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
３年

今年の5月26日、日本に来て４年経ちました。来
日した日を未だに覚えています。日本へ留学するこ
とを決めた時、親が日本では地震がよくあるよって
心配していましたが日本へ出発するちょっと前にネ
パールで約80年ぶりの大地震が発生しました。大変
でしたがなんと生き残って日本へ留学できました。
最初の２年は沖縄県の日本語学校へ通いました。
元々日本は地震の国というイメージを持っていた私
は沖縄県で過ごした２年間は一度も地震が発生しな
くて安心でしが台風は何回も体験しました。台風は
日本で初体験しましので、非常に怖かったです。
日本の神戸と横浜が好きで、どっちらかの都市で
ぜひ住んでみたいと思い、日本語学校を卒業後大学
のため神戸へ移動しました。日本語をよくなれてな
いのに神戸に来て関西弁があるってびっくりしまし
た。最初、道を聞く時やバイトで関西弁をよく通じ
なく困った私は今ようやく慣れました。
大学のクラブ活動や交流といえば主にユネスコク
ラブとフットサル部のメンバーとして様々な交流イベ
ントやボランティア活動や勉強会などに参加し、留学
生活を楽しく過ごしています。神戸に住んでいるこの
２年間は日本経済大学ユネスコクラブのメンバーとし
て神戸市内で行われるイベ
ントに積極的に参加し、ボ
ランティア活動もしていま
す。おかげでホームシック
や留学生活を寂しく思った
日々は一切ないです。
ボランティア活動の中
神戸フェア2019 Instaframe

で一番思い出に残ってい
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るのは2018年ベトナム国際ボランティアのことで
す。ハノイ市にある日本語学校、大学、日本語国際
学校に訪問し、日本人の先生が阪神大震災の話と私
はネパール2015年大地震でした体験の話をして自然

留学生活・交流活動

災害防止手帳を配りました。ハノイ市の近くにある
ベトナムの世界遺産にも訪問し、ベトナムの美しさ
を感じました。

留学生活・交流活動③

私の出会いin神戸
ゴ

キ

氏 名：呉 琪
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
２年

私が初めて日本に来たのは神戸でした。来日初日
の夜、一人でうろうろしていた時に、神戸ポートタ
ワーに辿り着きました。タワーの麓に座って、海か
らのよそ風を感じながら、色々な事を胸に抱いてい
ました。それは不安ではなく、これからの日本での
ベトナムのハノイで大学生に防災手帳の説明

生活への憧れや期待でした。
大学院試験のために、研究生として神戸大学に入

私にとって一番の遊びはサッカーする事です。母

学しました。大学の指導教員や先輩達は非常に優し

国でもフットサルやっていました。来日後日本語学

く、学問上の専門知識だけではなく、日本で生活す

校のチームで初めて日本人とサッカーするチャンス

る上での様々なことを丁寧に教えてくれました。今

がありました。神戸に来てから日本人の大学生、ベ

でも感謝しています。その後、勉強しながらアルバ

トナム人の留学生と日本の社会人とも楽しくフット

イトをする生活が始まりました。

サル試合をするチャンスが広がりました。サッカー

最初は、コンビニでレジの店員として働きまし

を楽しみながら多国の人々と交流もできていること

た。バイト先のマネージャー、同僚達、お客様は関

を嬉しく思っています。

西弁で話すことが多いので、教科書の日本語しか理
解できない私にとって、別の言語のようでした。そ
れ以外にも、現実の会話は教科書のものとはかなり
異なることに気づきはじめました。しかし、マネー
ジャーや同僚達が、丁寧に一文字一文字を紙に書い
て教えてくれたお陰で、徐々に関西弁が分かるよ
うになりました。煙草の銘柄も全種類覚えました。
店長は全ての仕事を事細かにこなす完璧主義者だっ
たので、私達の仕事ぶりに対しても厳しかったで
す。私は当初、その厳しさは行き過ぎだと勝手に思

日本人とフットサル試合・交流

い込んでいました。しかし、時が流れるにつれて、
それは例えば他の人が効率的に働くことできるため
であり、厳しさには理由があることが分かってきま
した。これは私の人生において、とても良い勉強に
なりました。バイトを始めて３ヶ月が経った頃、私
の日本での初めての誕生日の日に、いつも通り仕事
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をしていると、マネージャーに休憩スペースに連れ
て行かれました。何だろうと思っていると、可愛い
ケーキがあり、マネージャーと同僚達に誕生日のお
祝いをして頂きました。実家を離れ、海外で一人暮

留学生活・交流活動

らしを始めたばかりの私に対して、これは一生忘れ
ることが出来ない思い出であり、原動力にもなって
います。
私は国際交流活動に大変興味を持っているので、
2017年に友達の紹介で神戸の児童館交流プログラム
に参加しました。内容は留学生が神戸の児童館を訪
問し、そこの生徒達に自国の文化や習慣などを紹介
するというものでした。事前に説明会があり、児童

子供たちからのメッセージ

館の担当者との打ち合わせがありました。説明会で

意に感銘を受けました。みんなが自力で切り絵を綺

は、ある年配の女性から、ご自身の人生経験などを

麗に完成した後、音楽に合わせて中国語バージョン

伺いました。また、海外生活に関する様々な事柄を

の「きらきら星」を歌いました。

話してくれました。その方自身に留学経験があり、

最後に、心を込めて、サプライズでメッセージ

海外で生きることの厳しさを経験されていたので、

カードを書いてくれました。そこには「中国のお姉

日本に帰国した後、このような、留学生と日本人と

さん、中国語の歌を教えてくれ、ありがとうござい

の交流プログラムを計画し始めたとのことでした。

ます」と書かれていました。このようなメッセージ

「外国に行って、一番重要なのは、現地の人達との

で埋まった壁を目にした瞬間、言葉では表現できな

交流ですよ」とおっしゃられていて、非常に印象深

い幸せと充実感で胸が溢れました。その時、必ず良

かったです。その時の私の日本語レベルでは、全て

い教師になりたいという信念が、より一層強まりま

を理解できたわけではないのですが、それでも、こ

した。今でも、研究が行き詰ったときなどは、毎回

の方のお話は身に沁みるようで、本当に尊敬する気

そのメッセージを思い出します。一個一個読むと、

持ちでいっぱいになりました。その時から、自分も

子供たちの笑顔が頭に浮かび上がり、元気になりま

必ず人の役に立てるような人間になりたいと思いま

す。これは私にとって、一生の宝物だと思います。

した。プログラム当日に頑張って生徒達に中国の切

外国人として、「神戸のどこが一番好きですか？」

り絵を紹介し、みんなと一緒に作りました。生徒達

とよく聞かれますが、私は躊躇なく、
「神戸で出会っ

はみんな好奇心が強く、真面目に聞いてくれ、色々

た人達が一番好きです」と答えます。彼らの優し

な質問をしてくれました。彼らの新たな物事への熱

さ、笑顔に恵まれ、私はこの地で日々勉強し、順調
に成長できていると思います。
人生は必ず順風満帆ではなく、困難に遭遇するこ
とがあるかもしれませんが、優しい人達と良い笑顔
がいつも傍に存在していると信じ、有意義な日々を
楽しく送ります！

子供たちが作成した切り絵「囍」
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そうした眼差しや期待を受けて、周囲の人や社会か

留学生活・交流活動④

らの期待や要求に従ったりします。その中でわざわ
ざその流れに逆らって人生の中で深みに欠けている

社会人としての留学経験
ヒューズ

フィリップ

ことが明らかになりました。こういったことから、
ブライアン
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氏 名：HUGHES PHILLIP BRIAN
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
３年

日常生活に埋め込まれた社会規範や人間を管理する
方法とその規範を基にした国家の制度の排他性など
の問題について興味を持つようになりました。そこ
で、社会の権力関係支配的な構造を分析し批判して
それをどう変容させられるのかを考えるために大学
にもどることにしました。このような感じでほとん
ど研究経験もなく、来日後の一年目が終わるくらい

留学については誰でもハードルが高い印象を持つ

まで学位留学なんて考えていなかったのです。

人がいるかもしれませんが、社会人にもできるのか

海外にPhDを取るには入試に必要な専門知識と、

と不安に思う人もいるでしょう。学びたいことや目

入学後の授業についていける語学レベルを身につけ

標をより明確にすれば、留学する国・地域・学校・

る必要があるという考え方は「普通」かもしれませ

コース、そして滞在期間の目安がつけやすくなりま

ん。そのために、2013年にアカデミックな日本語を

す。私は未知な世界にとびこんで2012年に働くため

身に付けられるように関西大学に入学しました。

に来日しました。周りの人と同じように大学に入っ

2014年に「受験生」として受験準備して、2015年に

ていればなんとなくいい会社に入り、その中で、家

かろうじて入学しました。

族を作って養っていけるという流れに乗って過ごし

実際の留学生活は思い描いていたものと違うこと

ていいのかについて疑問を持っていました。日本だ

もあり、戸惑いを感じました。しかしそれも成長に

けでなく、個人が特定の社会において大学を卒業し

必要な材料だと思えば多少の辛抱もできました。そ

て「社会人」として見られ、色々なことを期待さ

れは、自分自身が「外国人留学生」という自覚をも

れたり、強いられたりするという状況に投げ込まれ

つに至り、そのことによって得た新たな視座から再

ます。つまり、
「社会人」として期待される事柄、

帰的に考察し始めた。
むろん留学をすると、自国では当たり前と思って
いる事が通用せず、困難に合う事も多くあります。
その対応策を考えたり、交渉したり、諦めずにその
課題に向かう姿勢や乗り超える力、その成長してき
た過程を私は認めています。
しかし、いつのまにか「外国人留学生」という立
場も「社会人」と同様に不当な一般化をおかしてし
まうことになりました。人間はカテゴリー化されて
しまう・・・学生／社会人、日本人／外国人・・・
そして人々の振る舞いは枠にはめられてしまい、二
分化的言語の中に閉じ込められてしまいます。これ
はどのようなことなのだろう。人間は必然的に二分
化されます。このようなことは私の留学経験です
し、私の研究テーマにも深く関係しています。
私の留学経験から、社会そのものにおける日常生
活という水準の成立によって社会規範やカテゴリー
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My life in Japan

化の認知や理解を導き出すことが分かりました。社

サモール

会で言及される「普通」の規範が押し付けられる区
分として既存の仕組みを変更する可能性について再
考する必要があるという問題について研究し続けて
いきたいと思います。しかし、内面化された身の回
りの期待や要求に対する意識や信念、偏見を変化す
るのは簡単ではありません。

In 2015 I came to japan knowing nothing about
Japan. In 4 years I came across a lot of foreign
students and I find everybody has their own
purpose. Some of them liked Japanese animation,
some of them liked Japanese Manga and few of
them came to visit Japan and they liked Japan.
Those are the reasons why they decided to come
to Japan for studying. And I find I am the only one
who chose to come to Japan without any specific
reason. However, now I think come to japan was
one of the best decisions I have ever made.
My early days were not very smooth. Especially
first one year I had very tough time. The main
problem was, not knowing Japanese language. I had
no idea where to buy my staff. It took me three
months to get a mobile phone. At the same time,
I was not enjoying my Japanese language school
because teachers were not using a single English
word so I thought I can never learn Japanese
language. On top of that, I started to feel loneliness.
I started missing my family, food and the pleasant
time I spent with my friends etc.
In those early days some very good things
happened to me as well. Now I am blessed with
some very good friends. It was the first time I
made foreign friends. Then I came to know some
very new and difference culture, language and life
styles. Added to that, I was lucky enough to see
the beautiful sea of Okinawa. I have never seen a
clean and blue sea like Okinawa.

9

留学生活・交流活動

ビスワス

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
３年
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After having wonderful two years in Okinawa,

others（おもいやり）. I was very curious to see why

I got admitted myself in to the university and I

not a single person is talking on the phone while

moved to beautiful Kobe. New place, new school,

they are travelling in the train. Then I asked about

new people all had excited me very much. I came

that to one of my university teachers. Then he

to kobe and my life has changed slightly. I get

explained me everything. I was amazed to listen to

little busier. At the same time I think I am having

that explanation.

the best time of my life here. I am enjoying my

To make my university life interesting and more

university life. I make so many friends from different

enjoyable I joined UNESCO club. There I learned

parts of the world. I joined UNESCO club of our

group work as we work as a group. I never

university almost three years ago. And I met new

thought I also could be leader. Now I become vice

people every year there. We volunteer together. We

president of my UNESCO club which teaches me

share our thoughts. Volunteering makes me happy

the leadership as well.

because I feel I am doing a little bit for others and

The thing I like the most about japan is the

the beautiful city I live in right now. This year I

customer service of Japan. It is incredible. In

had a chance to be part of kobe fair as well.

japan customers are treated as god. Customers

In these four years I have learnt so many things. I

are warmly welcomed in everywhere. And most

learnt to be punctual. I guess in japan everybody

importantly they always serve customer with

has to be punctual because in japan everything is

a beautiful smile. Secondly, Japan is incredibly
convenient. Such as vending machine is everywhere
and 24 hours open stores are available very close
to the home. I think transportation system of japan
is top class which made dweller’
s life even more

very systematic and on time. Japan inspired me to
keep clean. When I came to japan for the first time
I was very surprised to see the roads. They are
very clean. So I made up mind that I will keep city
clean in Bangladesh like japan. I along with some of
my friends started doing this in 2017. We inspired
people not to throw trash on the road. At the same
time we put some dust bins in some important
places. Recently we link up to the city corporation.
The authority of the city corporation appreciated
our works and promised to help us. Now I am
connecting to a university and describe to them
about UNESCO club and what type of activities
we do. They are also very keen to set up a club
like this. After that japan teaches me to think for
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We(UNESCO CLUB)are cleaning after kobe fireworks

convenient and comfortable. I think honesty is one
of the major parts of Japanese culture. I lost my

私たちが見た日本・神戸①

wallet twice in kobe and I got my wallet back both

私たちが見た日本神戸

of the time with everything in it. Japan is one of
the safest countries in the world. Japanese are also

ジョウ

ギョウイ

known for their politeness.
I like some of Japanese food also. I like the options
I have in Japan. Sometimes I miss Bangladeshi food
though huge numbers of options never make me
bore.
I am lucky enough to experience some good things
in Japan for four years. My student life in abroad

神戸に来る前に、２回日本に来たことがありま

is very pleasant and it going great. I have learnt

す。１回目のときは春に花見に行きました。２回目

so many things and my life has been changed in

は冬のときに富士山で空から降ってきた雪を見な

positive ways. Now I am very close finish my study.

ら、温泉に体を温めました。春夏秋冬という四季更

Hopefully I will manage to find a job here in Kobe

迭の中で、日本の春と冬を体験しました。今回留学

thus I can continue living here peacefully.

のチャンスに恵まれて日本の夏の楽しさにも味わい
ました。
私の故郷は中国の北のほうにあります。夏が来る
のが大体５月の下旬からです。それに対して日本の
夏はやや遅く来るように感じます。５月は涼しいし
６月に入ると梅雨の時期になるから気温はあまり高
くないです。「夏が来た」と感じたときは梅雨明け
の後でした。
太陽の光が強くて外で歩いていたら汗だらけです。
こういう高温の中で昔の私は夏休み中ずっとエアコン
がある部屋でごろごろしていました。炎天下の中で外
に出る人も少ないでしょうと思っていました。
しかし、「JRに乗って南へ行かない」って友達に
誘われて、「青春十八」の切符を買って、友達と旅
に出たのです。岡山、福岡、長崎、広島に足を運び
ました。それらの町は南のほうにあるのだから、
もっと暑いです。でも各地でいろんな祭りがあっ
て、人がいっぱいでびっくりしました。
特に福岡に行くときはちょうど天神の祭りで、浴衣
を着る女の子たちはセンスを持って歩く姿が目に入る
瞬間は感動して、じんときました。まるで昔ながらの
日本みたいでタイムスリップみたいな感じでした。日
本は伝統文化をちゃんと受け継がくんだねと思いまし
た。色豊かの提灯は暗い夜の中一層きれいになって、
金魚すくいをやる子供たちの笑顔を見て、暑さを忘れ
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氏 名：常 暁怡
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

るぐらい祭りを楽しんでいました。焼きそばの屋台で

も、仕事で疲れても、その一瞬間で癒され、不愉快

買った焼きそばもおいしかったです。

のことはすべて忘れるぐらい楽しかったです。
それから夏でもう一つの感動は高校野球でした。
実際に阪神甲子園球場で試合を見たことがありません
が、八月電車を乗るときほぼ毎日のように駅のなかで
甲子園野球の大会曲みたいなメロディーが流れてきま
す。駅の中にも甲子園の試合に見る人でにぎやかで
す。私あまり機会がなくて、残念ながら今年の甲子園

私たちが見た日本・神戸

球場には行けませんでしたが、テレビで生中継を見ま
した。野球選手たちの負けないという顔と応援する人
たちの姿をみると、夏の暑さにぴったり火のような情
熱を感じました。本当に感動しました。
昔の私は春夏秋冬のなかで夏は苦手で、暑さに弱
くて、夏休み中ずっとエアコンの部屋で過ごしてい
祭りの提灯

ました。しかし日本では夏はほかの季節よりいろん
な行事が行われます。夏の祭り、七夕、お盆、花火

私たちは乗ったJRは海に沿って動きます。なの

大会、高校野球などがその代表的な行事です。日本

で、電車の中で窓から海の景色は満喫しました。日

は海に囲まれても夏は決して中国より涼しいわけで

本の海は四季の移り変わりによって色が違うような

はない。しかし、日本人は夏の暑さのなかでもいろ

気がします。冬の海は濃い青で夏の海は透き通った

んなイベントを行って、生活を満喫しています。平

淡い青に見えます。特に、日本三景の一つの厳島に

凡の生活から美を発見し、人生を楽しく過ごす前向

行くときそこで見た海は空と同じキレイな淡い青で

きな姿はすばらしいではないだろうか。

した。夏になると海辺に行く人が多くなるのは淡い
青の海を見ると涼しくなるのではないのかな。
旅から帰ってきたら、すでに花火大会の時期でし
た。花火大会は日本の夏の代表的な行事と言えるだ
ろう。電車を乗ってみたらきっと浴衣姿の女の子何
人も見つけることができます。私はそのときまだ花
火大会を見たことがないから、なぜ日本人はそんな
に花火を見ることが好きなのかはピンと来なかった
です。なので、友達を誘って一緒に淀川の花火大会
を見に行きました。花火大会は夜八時ぐらいはじめ
るけど、昼間から電車は混雑していて、駅の秩序を
維持する係員の数も増えました。日本人の花火に対
する熱情にびっくりしました。河沿いで前へ進めな
いほど人が多くて、座る場所がなくて、立ったまま
花火を見ました。はじめて打ち上げた花火を見た瞬
間日本人はなぜ花火大会に執着するのかはわかりま
した。何万発の花火は目の前で開いて、まぶしくて
キレイでまるで夢のようで不思議の感じでした。
空を見上げてキレイな花火を見ると、悩みがあって
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夏の海

て、神戸大学に入学しました。学校では、中国から

私たちが見た日本・神戸②

の留学生が思ったより多くて、留学生活は寂しくあ

私と日本の物語
リ

シキ

でした。このまま距離を持っていけば、誰にも不快
感を与えないでしょう。来て一年後、私はアルバイ
トを始めました。バイト先の店長はとても優しい人
で、よく自分の夜勤が終わってから、昼まで新人の
私にいろいろ教えてくれました。そして研修が終わ
ると、店長夫妻は私にラーメンをおごってくれまし
た。初めて店長の奥さんを見たので、私は緊張で、
無口のまま麺を食べていました。店長の奥さんは

初めて日本語を耳にしたのは、小学校の頃でし

「一人暮らしは大変でしょう」、「何かあったら言っ

た。テレビで放送されていたアニメ『カードキャプ

てくださいね」、「娘も同じ年だから、うちに遊びに

ターさくら』
、セリフは全部吹き替えだが、歌だけ

来ませんか」と話かけてくれました。その優しい言

は日本語のままでした。それを聞いて、学校で学び

葉に緊張感がなくなり、文化の「距離」が見えなく

始めた英語と母国語の中国語以外に、
「こんな言語

なりました。その後、忙しくて店長の家にお邪魔し

もあるんだ」と思いました。高校生になって、同じ

たことがないのですが、娘さんが私の初めての日本

くアニメで日本のことに興味を持っている友達と日

人の友達になってくれました。自分の不安を彼女に

本語を学ぼうと決めました。しかし、当時私たちが

話すと、彼女は笑って「じゃ、私の家族が変わって

住んでいる町には日本語教室がありませんでした。

る日本人かも、中国にも他人と距離を持つ人いるで

中国の北西部、大陸の中心部に住む私にとって、日

しょう」と言いました。国と国の文化が違うのは当

本は海より遠い存在でした。アニメにハマる時期が

然なことで、「文化」の前にまずは「人」だと、彼

過ぎて、大学時代、日本の文化に興味を持つように

女の言葉で私が分かりました。これは日本の文化だ

なって、第二外国語は日本語にしました。平仮名を

からと他人から聞いた情報を、全ての人に貼り付け

読んでいるとき、小学校の頃に聞いたあの歌を思い
出しました。
日本語の先生たちからは、日本の文化の話をたく
さん聞きました。
「桜を愛する」
、
「伝統を大切にす
る」
、
「ルールを守る」
、
「他人に迷惑をかけない」な
ど、私の頭の中で、おおよその日本人の性格が浮か
びました。特に気にしていたのは、先生が「日本人
は他人と距離を持って付き合う」と強調していたこ
とです。その時、私はその言葉の意味が理解できま
せんでした。卒業後日本へ留学する私は、日本人に
どう接すればいいのか、親密な関係は相手を不快に
させるのかと悩んでいました。文化が違うから互い
に理解できないのかなと思いつつ、日本で友達をた
くさん作るという念願もだんだん遠いものになって
いました。寂しがりだから人間関係を重視する私は
不安でいられませんでした。
五年前、私はこのような不安を持って日本に来
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私たちが見た日本・神戸

氏 名：李 詩琪
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

りませんでしたが、日本人との接触はずっと控えめ

るのは、私の考え違いでした。
優しい店長一家のおかげで、私は少し勇気がある
ようになりました。日本に来て二年目になった時、
もっと多くの人と触れ合うために中国語を教えるア

私たちが見た日本・神戸③

神戸が大好きです

ルバイトも始めました。ワンツーワンのレッスン
で、様々な生徒さんに出会うことができました。歴
史に興味を持つ六十代の方が居て、四五歳の子供も
います。独特なものが好きで、桜に興味がない大学

私たちが見た日本・神戸

生が居て、私が一人暮らしでよく夜道を歩くのを聞
いて、防犯ブザーを持ってきてくれた親切な家庭主

レ

ティ

ホン

バン

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

婦もいます。中国語を教えているうちに、日本のこ
ともいろいろ学びました。そして、ようやく物分り

“Xin Chào”。この言葉で皆さんはどちらの国のこ

の遅い私は、五年間もかかって日本の多彩を発見し

とばだと思いになりますか？多分多くの皆さんが英

ました。

語だと思いになっているでしょか？実はこの言葉は

今年の初夏頃、初めて摩耶山で日本三大夜景の一

ベトナム語ですよ。この言葉は日本語では”はじめ

つを見に行きました。やや冷たい風の中で、日常で

まして“と同じで初めて会う人にいう言葉です。と

詳しい神戸の街を眺めると、強く光る灯があって、

ても奥が深い言葉なので、ぜひ覚えてください。こ

影の中で静かに閃く灯もあります。密集したり、分

こまでは私の出身はもうみなさんがご存知でしょう

散したりして、一面になって遠方へ、奇跡のような

か。詳しくは、私はベトナムの南方にあるホーチミ

景色でした。これからも、自分の目で、日本と日本

ンというところの出身です。ベトナムでは一番大き

の文化を見ていきたいと思います。

く、経済が発展している地域です。

私と日本の物語、まだまだ続きます！

小さい頃からずっと日本のアニメや動画を見てい
ました。見ることを通して日本のことや文化などは
自分の国とはちょっと違うと思い、その時は日本語
が分かりませんでしたが、何となく動画やアニメの
絵で理解出来ました。その時、大人になったら、
“行
きたいね！”って夢がありました。だんだん大きく
なって、テレビやネットなどで日本のことをもっと
知りました。ベトナムは発展している国なのに、日
本はもう発展した国になっていますので、どのくら
いの違いか？どこが違うのか？どうやって発展した
か？知りたいという思いで日本に留学しました。
来日して、もう５年となりますが、まだ日本に初
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りや不安なことはアドバイスや相談を受けて解決し
てくれる所があります。私も外国人なのでそういう
福祉が受けられて、すごく安全で安心に住んでいま
す。例えば、外国人並び日本語の問題はすごく大事
でしょう。それで日本語の問題がある外国人達は
無料で勉強出来るセンターがあります。（KICCセン
ター）私もこのセンターに行って相談して、セン
ターの先生によく教えて頂いたお陰で日本語のレベ
福祉以外、色々な国の文化が交流が出来るイベン
トもいっぱい行ってもらいました。そのイベントで
めて来た時のことをよく覚えています。私が４月に

我々の国文化が出来るではなく、友達もいっぱい出

ベトナムから日本の大阪に来ました。ベトナムにい

来てすごく嬉しかったです。出会ったその友達は今

た時の温度と日本に来た温度の違いがよく感じまし

でもお互いに助け合っています。

た。やっぱり日本は寒いと思いました。それから、

神戸は本当にいっぱい良いことがある地域です。

空港から学校の寮までは30分くらい車で先生に迎え

もし、将来は神戸に住めなくなることになっても神

に来てもらいました。その30分間だけで凄くびっく

戸で経験したことをいつまでも忘れずに、私の心

りしました。信じられないほどベトナムにない高い

に！！！

ビルや満開に咲いている桜などが自分の目で実際に
見ました。すごく嬉しかったです。それから大阪に
二年ほど日本語で学校に通いながらちょっとアルバ
イトをしました。ベトナムと違って一般の人は電車
で通っている文化の国で学校やアルバイト先のた
め、毎日電車で通っていました。初めて電車に乗っ
た日は切符の買い方や行き方が全て分かりませんで
した。ちょっと大変でしたが、駅員に聞きました。
教えてくれたときにとても優しくて、わかりやす
かったので全部わかりました。それに、電車が来る
まで皆が順番に並び、乗りました。それで“日本人
は優しい”と“日本人は真面目”という印象があり
ました。
あっという間に２年が経って学校を卒業しまし
た。自分は新しいことや新しい生活を経験したい
性格で色々調べて神戸が綺麗や神戸がいいところ
という情報がいっぱい出ました。それで日本経済大
学に入ることになって、神戸に引っ越ししました。
大阪に近いですので、生活習慣や電車もほとんど変
わりません。これであまり不便なことがありません
でした。すぐ、アルバイトが見つかって、生活に慣
れて、適応できました。神戸で一番気になることは
福祉はすごく良いことです。全ての外国の人達の困
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私たちが見た日本・神戸

ルが高めました。

の家から大学まで一往復した。右に曲がったり、左

私たちが見た日本・神戸④

に曲がったり、坂を上ったり下がったり、歩くなら

神戸の人々との小さな物語
リュウ

ムジョ

私たちが見た日本・神戸

氏 名：劉 夢如
出身地：中国
所 属：神戸大学大学院
人文学研究科
博士課程後期課程
３年

一時間の距離を走った。運転手さんは運転しなが
ら、途上の目印を教えてくださった。初対面の日本
人と日本語で喋ることによる不安、一人で新しい環
境で暮らすことによる不安はすっかり解消された。
ちょうど、桜が咲き始める時期だった。神戸での
新生活は、この運転手さんの親切さと桜色の中に始
まった。

【イノシシ？】
【桜】

運転手さんのおかげで、大学までの行き方をよく

神戸で暮らし始めた最初の一年間、山の上に住ん

覚えた。時は秋。たまに、勉強が遅くなり、夜道を

でいた。家が桜のトンネルのそばにあり、四月にな

歩く時があった。山の上にある住宅区は静かだっ

ると、景色が抜群である。しかし、家までの急勾配

た。街灯が幽かであったが、人家の庭から出て来た

をバスがほとんど走っておらず、荷物を運ぶには人

柿の木の果実がちょうど見えてきて、「おいしい柿

力で頑張るしかない。大学の先生に「何か困りごと

を収穫する季節になったなー」と楽しみながら、一

がありますか」と聞かれ、
「坂をのぼるのが大変です」

日の疲れが取られる。

と答えたら、先生は「そりゃみんな困ってますよ」
と、なるほど私と同じような悩みを持っている。
坂の事情で、布団を購入した日、生活費を一円一円
で節約している私は贅沢にタクシーで家まで帰ろうと
した。六点セットの布団、桶、鍋などなどの生活用品
をタクシーに積んで、乗車した。

しかし、このくつろいだ気分は、五十メートル先
で動いている黒い影によってすっかり消えてしまっ
た。私は急ブレーキをかけたように立ち止まり、黒
い影を見極めようとしてそのまま凍った。
間違いなくイノシシだろうと思った。何回か帰り
道でイノシシを見た。例えば親のイノシシの後ろに

「大変ですね。引っ越しですか」
と運転手さんは言った。

三匹の子どものイノシシがついていたり、大きなイ

「ええ、日本に来たばかりの留学生です」と、私

ノシシとそのお友だちが信号を無視して道路を渡っ

は日本語で話すことに緊張しながら答えた。
「そうですか。どちらの大学ですか？」と運転手
さん。
「神戸大学です」と私は言った。

たり、子どものイノシシが大学の食堂前の草叢でパ
クパク食べたりしている場面を目撃していた。私が
イノシシに遭う体質だろうか。
どうしよう。家に帰るには必ずその黒い影の前を

「そうなんですね。お家は山の上ですけど、神戸大

通らなければならない。仕方ない。私は崖を歩くよ

は違う山にあるから大変でしょうね」と運転手さん。

うに、身体を向こう側の壁に貼り付けながら歩いて

「そうですね。まだ家からの行き方がわからない

いた。が、近づいていくうちに、人のしゃべってい

です」と私は不安を見せたかもしれない。

る声が聞こえてきた。もう少し近づいていくと、黒

「一度案内しましょうか？運賃はお家までの距離

い影が私に向って動きを止めた。もう一歩踏み出

で計算していいので、その後はお金が要らないです」

すと、二人の主婦がおしゃべりをしていることが

と運転手さんは親切に提案した。

分かった。その黒い影が、彼女たちが飼っている犬

「えっ、いいんですか？申し訳ないです」と私の
遠慮に対して、運転手さんは「全然いいですよ」と
返事した。
すると、この生活用品を満載するタクシーは、私
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だった。
彼女たちが私のことに気付き、私は思わず彼女た
ちに「イノシシだと思いました」と声を掛けた。す
ると、二人は大声で笑いだした。私が瞬間ほっとし

て、二人の笑い声は三人の笑い声になった。

うぞ」の手ぶりをした。
私は足を魚と比べさせる写真を撮って、あの方に

【スズキ】
ようやく、イノ

「ありがとうございました」と言って、帰り道へと
向かった。なんだか暖かく感じて来た。
あの魚の写真を父に送り、「あげる」と言われた

ない海側に引っ越

と父に言ったら、父は、
「優しい人だね」と言った。

した。海辺まで歩

ささやかなことで、ささやかな二三言の対話にすぎな

いて十分間のとこ

かったが、一人で海外で生活する一留学生の私にとって

ろで暮らすことに

は、この二三言は人と人とのつながりを感じさせるもの

なった。夕方にな

であった。

私たちが見た日本・神戸

シシの心配のいら

ると、時々海浜公
園に行き、夕日と
海風を浴び、魚が
水面を割って飛び
跳ねることを見な
がらジョギングをしていた。
あまりにも素敵なところだろうか、釣りをする方
はたくさんいる。小さなエビから、名を知らない大
きな魚まで収穫されている。ジョギングが終わった
ら、しばらく散歩したりする。ちょうど近くにいる
誰かが魚を釣り上げてきたら、面白がって質問をし
に行く。魚の名前とか、何を餌にしたかとか、持ち
帰り方とか、一々優しく説明してくれる。
ある夕方、人の太ももより大きい魚は釣りあげら
れた。乾いた陸地でバタバタ躍っている。散歩して
いる私は、魚を釣った方に話を聞きに行った。
「これはすごいですね。何のお魚ですか？」と私
は聞いた。
「スズキですよ」と答えてもらった。
あの魚を集中して見ている私は、
「本当に大きい
ですね」と感嘆した。
あの方はしばらく考えて、私に言った。
「よろし
かったら、あげます」と。
これほどの大きさの魚を躍っている状態から調理
することがどうもできない。
「ほしいですけど、処
理方法がわからないです……」と私は笑った。
「そうですか。いらなかったら海に逃しますよ」
と、あの方も笑いながら言った。
「ちょっと待ってください。写真を撮ってもいい
ですか？」と私は聞いた。
「いいよ、いいよ。全然。どうぞ」とあの方は「ど
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グーグルマップで学校の前の道を見たはずだが、実

私たちが見た日本・神戸⑤

際に見ていると、やはり想像した道と違った。思っ

神戸との出会い
リュウ

た以上、静かで、綺麗な町だ。この町で、私の留学
生活が始まった。

ジョゲン

私たちが見た日本・神戸

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
２年

日本に留学したきっかけはなんだろう。アニメが
好きだったから、大学で日本語を勉強すると高校時
代の私はそう決めた。残念ながら、第一志望の日本
語学科に落ちてしまい、工学部のソフトウェアの専
攻に入学した。プログラム言語も言語だし、日本語

夏日の海水浴場、神戸港の花火大会、キラキラ

じゃなくても、言語を勉強できるのはいいじゃない

したルミナリエ、幸せの時間はあっという間に過

か。でも、やはり違った。アニメの主人公たちは、

ぎてしまい、大学院に進学する時期になった。旅

いつも自分がやりたいことを思い切って遂げる。私

行として日本のいろいろなところも訪ねたが、神戸

はそのようになれたのか。
「もっと知りたいことは

から離れたくなくなってきた。花時計前の公園の夜

日本語のことだ」と私は悟った。その時から、独自

に、空を見上げると、ぼんやりした雲影と凛とした

で日本語を勉強することになった。

タワービルの間に、月が輝いている。北野坂の異国

好きな歌の歌詞の意味を知りたい。好きなキャラ

風建物を通り抜けて山に向かうと、夜桜の花びらが

のセリフと本当の気持ちを知りたい。いつの間にか、

舞い上がっている。自転車に乗って、国道2号線に

これだけでは満足できない。もっと日本の文化を知り

沿って、家に向かう途中、深夜に一人もいない須磨

たい。もっと日本語のことを知りたい。大学四年生の

海浜公園の砂浜で、星に伴って走っている。明石海

時、思い切って日本に留学することに決めた。

峡大橋の展望台で淡路島を眺めていると、瀬戸内海

出会ったのは神戸だ。空港の高速バスを降りて、

からやさしい海風が吹いてくる。駅の近くの商店街

三宮から垂水まで、ワクワクした電車の初体験は今

の奥にある居酒屋で、仕事が終わったばかりの人々

でも思い出せる。日本語学校は垂水駅の近くにある

が笑っている。近所の元気な子供たちが、公園でわ

こじんまりした建物だ。留学する直前に、何度も

いわいしている。こんな日々の思い出は、頭の中に
ずっと残していくだろう。
入院したせいで、日本語学校の出席率が足りな
かったため、学校側から大学院入学用の推薦状を出
してくれなかった。困っている私を助けてくれたの
は、日本語学校のM先生だった。締め切りが迫って
いて、どうすればいいか分からない時、深夜に推薦
状を書いてくれて、家まで送ってくれた。M先生は
もう70歳すぎて、それでも留学生たちをいつも助け
てくれるやさしい先生だ。お正月に、M先生は生徒
たちを家に招き、みんなで日本の伝統的なおせち料
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理を作る。すでに卒業している先輩たちも、毎年、
何人かわざわざ神戸に訪ねてこのお正月会に楽しん
でくる。M先生の若い時、ジャーナリストを目指し
て、違う専門の学位を4つ取っている。定年になっ

異文化比較①

ベトナムと日本の異文化

てから、外国で頑張っている留学生を助けたかった
グェン

ため、日本語学校の先生になった。時々、M先生か

ティ

ミ

リン

氏 名：NGUYEN THI MY LINH
出身地：ベトナム
所 属：神戸山手大学
現代社会学部
３年

ら日本の本をもらえる。最初のページに、必ず先生
が書いている励ましの言葉がある。M先生の書房に
入ると、倒れそうな本棚に、数え切れない本が並ん
でいる。2つの本棚の間に、目立っている中国の赤
い中国結びに気づき、先生に聞いてみて、教え子か

現在の世界では、グローバル化で各国の経済、文

いう中国の言葉は、先生が大好きな言葉だそうだ。

化交流が非常に進んで、よくなってきました。日本

日本に、神戸に来て、素敵な人々との出会いは、

とベトナムもその中の一つです。日本もベトナムも

私の一番の宝だった。そっか、この町が好きなん

同じで、アジアの国ですが、国それぞれの文化の中

だ。だから離れたくないんだ。神戸にある大学に進

には、違っているところもあります。

学することを決めた。この素敵なところに、私の青
春、10年近く予定の留学生活を送っていきたい。

一番分かりやすいのは日本人が「ありがとう」
・
「す
みません」をすぐ使うことです。ベトナム人が感謝
するのは誰から何か恩恵などをもらった時、謝るの
は自分が他人にとても迷惑をかけていた時です。そ
して、ありがとうという言葉は北の人より南の人の
方がよく使っています。それと親しければ親しくほ
どベトナム人がありがとうやすみませんなどを使わ
なくなります。そう言っても、失礼ではなく、その
言葉が疎くて、遠慮感を与えて、お互いの距離を広
げてしまいます。その代わりに、別の感謝仕方、謝
り方があります。
日本ではどうでしょうか？日本人が常習のように
ありがとうとすみませんをすぐ、よく使っていま
す。時々、ありがとうとすみませんなんか必要では
なくても、なぜ日本人がそのような言葉を使うのは
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らもらったようだ。
「１日の師は、一生の父だ」と

ません。あるいは、日本人と約束すれば、その日本
人が少なくても５分前に来ています。遅刻しないの
は日本人の慣習になって、基本の規則です。人に迷
惑をかけるのを避けているので、遅刻するのは人に
損害をかけて、失礼な行為だと思われます。それと
違って、ベトナムでは、時間を守る意識はまだ高く
ないと思います。決まっている時間より、５分、７
分遅刻するのは通常なことです。それはベトナム人
の生活に昔から存在しているので、誰も文句などを
言いません。今までのその習慣はベトナム人に認め
好きでしょうか？例えば、私は道で歩いて、人をぶ
つかってしまいましたが、逆にぶつかられた人が

異文化比較

謝ってきました。もしベトナムでぶつかったら、私
の方は謝るべきです。それは、大きな違いだと思い
ます。
その違いを文化的に理解することしかできませ
ん。日本では、人間関係がいつも重要なことで、日
本人が自分のためだけでなく、他人のため、社会の
ためにも考えているので、周りの人との関係を考慮
しています。一方、ベトナム人はいつも自分のエゴ
の方が大事だと思って、自分の誉れを下げたがらな
くて、謝ったり、感謝したりあまりしていないと考
えられています。しかし、ベトナム人はありがとう
やすみませんなどを全く言わないのではありません。
また、日本人はあまり親しくない人にはっきり
断ったりしていません。その代わりに、婉曲、曖昧
な言い方で、自分の伝えたいことを相手に答えてい
ます。自分の感情、気持ちをはっきり表さなくて、
曖昧なところで止まっているので、相手が何を考え
ているのかを分かりにくいです。例えば、映画を見
に行こうと誘われましたが、行けなくて、日本人が
最初に行きたいという気持ちを伝えてから、客観的
な理由を言わず、相手に行けないということを伝え
ています。ベトナム人なら、ほとんどみんながはっ
きり理由を言って、自分が行けないと断っていま
す。ベトナム人にとって、直接理由を伝えた方が相
手に自分の誠実を表せます。
その他、日本人だといえば、遅刻しないとすぐに
思われます。手本は電車の時刻です。時刻表に書い
てある時間と実際の電車が着く時間は全く差があり
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られているので、１人、２人で頑張っても変えられ
ません。
ベトナムと日本の間の異文化がまだまだあると思
いますが、国、民族それぞれ違っている習慣と考え
が存在しています。国々のカルチャーが特色と面白
いところがあるので、日本の文化の方がいいやベト
ナムの文化の方がいいなどを言えません。私たちは
一緒に文化交流しながら、それぞれの国の文化の特
色を守って努力しましょう。

異文化比較②

中日文化の違いについて
コ

コウゼン

氏 名：耿 浩然
出身地：中国
所 属：兵庫県立大学
応用情報科学研究科
博士課程前期課程
２年
四川看板料理（青椒肉絲、棒棒鶏、水煮肉片など）

日本と中国は一衣帯水の隣国だ。古代からいろい
ろな交流が始まった。中国の古代文化の日本への影
あり。そして今直面して中日の２つの独立した国
は、中国の文化と日本の文化はきっと異同点がたく
さんある。両国の生活習慣と文化も深く結びついて
いる。その中で似ている部分ありますが、各国は自
分の文化に向いた話の言い方、食文化、祝日はそれ
ぞれの特徴があります。
まずは飲食習慣、日本は有利的な地理位置に置か
れて、海に囲まれて、海産物が富むだ。米もよく
育っている。だから日本の重要な食べ物は米と魚
だ。穏やかな気温と富んでいる海産物によって、日
本の飲食の特徴はあっさりだ。それに対して、中国
は占有面積が広いので、各地方の生活習慣も違って
いる。重要な農産物は米と小麦だ。北部は冬になる
と、気温が零度以下にもなり、米が良く育たれない
ので、小麦が北部の主食になった。人々は防寒のた
めに、暖かくて、油っこいうどんを食べている。南
部の気温は日本と大体同じなので、生活習慣にも大

の住民は唐辛子が非常に好きで、唐辛子がよく育っ
ている。想像にもできない辛さは刺激で、美味しい
です。チャンスがあったら、みんなもぜひ僕の故郷
四川省で食べてみよう。
それからは話の言い方だ。日本人は曖昧でいつも
遠回しをして、中国人は素直で他人の顔を潰した言
い方をよくして、何かあったら、我慢できなくて、
すぐ怒ったり、他人を責めたりなどをしていると言
われたそうです。それはそうですけど、一定とは言
えないですよね。幼いごろ、私たちはなんかあった
ら、我慢できなく、多分すぐ怒りだした。でも、社
会人になると、いろいろなことが経験してから、
我々の言い方も変わり続ける。良く考えてから、話
したいことを言い出します。どちらがいいかという
と人によって、違うですね。いつも曖昧して、本気
か建前か分かりにくいですね。率直な言い方も不十
分だ。長所を取り入れ短所を補い合って、それで良
かったじゃないかなと思います。両国には勉強し合
う所がまだたくさんあります。
最後は一番近い文化と一番違い文化多分祝日で
しょう、中国の伝統は祝日にとても多いことがあっ
て、春節のように、元宵節、清明節、端午の節句の
七夕祭りなどである。その中で、旧暦の五月五日は
中国民間の伝統
の祝日―端午の
節句であり、そ
れは中華民族の

四川の火鍋

伝統的な祝日で
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響は周知の、日本の文字の中の漢字は無言の証拠で

きな違いがない。ただ、湖南省や四川省等のところ

ある。今でも、端午の節句は非常に盛大で厳かな祝
日の１つである。端午の節句を持つことにとって、
同様に日本でも端午の節句を過ごす。しかし同様な
端午の節句に異なった国家でも異なっている過ぎる

異文化比較③

Moldova and Japan

方法を持っている。
日本の場合は、飛鳥時代に中国の唐王朝から端午
の節句が伝わったとされている。当時の農民は旧暦
５月に「五月忌」と呼ばれる行事を行っていた。そ
の後、唐王朝の端午の習慣と結びつき、日本独自の
端午の節句が形成されていった。必需品は菖蒲、人

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
３年

形、鯉のぼりです。

異文化比較

中国の端午の節句

I Love Japan! It is an

で行う行事はボート

amazing place that

レースとちまきを食

perfectly combines the blue

べることです、それ

ocean and green mountains.

は中国戦国時代の楚

The mountain relief springs

の詩人屈原の命日で

out many rivers with a clean water as a diamond.

ある５月５日に彼を慕う人々が彼が身を投げた汨羅

It is a pleasure to listen for the whisper of the

江（べきらこう）にちまきを投げ入れて供養したこ

rivers, like a mom’
s lullaby from my childhood.

と、また、屈原の亡骸を魚が食らわないよう魚のえ

Leaves rustle, swung by the oceanic breeze joins

さとしたものがちまきの由来とされる。

harmoniously the rivers whisper and together

中国の端午の節句は主に中国の２千年余りの長い

with the birds of the sky form the most beautiful

歴史に記憶されている中国の愛国詩人、中華民族の

sounds orchestrate.

民族的英雄と伝統文化の美徳に対する尊重と継承を

Mountains and Forests are teeming of live.

体現したものである。日本の場合、この祝日が中国

Countless animals are always very busy. Squirrel

から入って来て、発展と変化を経て、意義に変化が

fill up their stores for winter, jump from one

生じた。今は主に子供の祝福と期待を表現してい

tree to another in search of a new nut. Racoons,

る。更に、日本の伝統の武士道の文化に対する継承

slicky but obsessed of hygiene, wash their food

と尊重もある。魔よけのため、ショウブを軒の下で

that they probably have stolen masterly from a

挿し、あるいはショウブで入浴して健康で幸せな生

picknick. Crowns, very capricious, still hunting

活することに対するあこがれとその追求を表現して

for something shiny that they can stick in their

いる。

already fancy nest. Wild pigs feel like kings in the

深い文化は民族の前提として認識しなければなら

forest and are brave enough to go on an adventure

ない、理解があってこそ文化の内包を統一と違いイ

in search of food even deep in the people’
s jungle

ンタラクティブ、相補的な文化交流雰囲気。重要文

of stones. And only if you have born lucky enough

化分野研究と探求を理解を行う他民族の考え方や文

you may see from far a deer mom who brought

化の根源を理解し、科学の国別文化の違いこそ、真

her little deer to a river to quench thirst.

の両国人民の友情や感情です。

I’
m from Moldova, but for me Japan has become
my second home and Kobe, my hometown. Things
in Japan that for me used to be strange, now they
are a part of daily routine and what once would
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have surprised me, now is strange not to have it

Another thing that amazed me a lot was to make a
parallel regarding

My first visit to Japan was a cultural shock. Since

hygiene, and

I have never been outside of Europe for me

important side

the world was looking to be quite homogenous

of a developed

with small cultural and cuisine differences from

civilization and

a region to region. In fact, Europe is a place of

culture. Japan

mixed cultures and has a big variety of cultures,

for me has an interesting specific when it comes

thus there meets, African, Asian, Slavic, and other

about hygiene. Japan from far past times keep a

cultures, but adapted to the locals it doesn’
t make

high hygienic culture. Japanese from very young

me feel any major difference.

age are taught the importance of hygiene and

Japan, a country that perfectly combines new

clean environment. A feature of Japanese hygienic

technologies and traditions like in a waltz has

culture is the bath. In Japan, before entering the

surprised me with its colorful society. The first

bath tub it is

difference that I have bumped in just immediately

a must to take

when I have arrived in Japan

a shower first

were greetings. In Japan

then you can

people always bow when

enjoy sitting in

they want to great someone

a warm water of

meanwhile home, they shake

the bath. Bath in

hands. In Japan bowing hides

japan is more a place to relax rather than just to

an entire philosophy that

wash. It’
s interesting that even here Japanese keep

perfectly demonstrates the

the hierarchy. Within the family first enter the

Japanese nature to keep their

bath the most aged, then one by one until it turns

tradition intact. The bow

kids time to enter bath. In Japan thermal waters

is more than just a usual greeting, it is an act of

are very famous and very popular among local

respect towards the other person. Thus, when you

people. Japanese

greet a teacher or a person of a higher rank, you

call it “ONSEN”
.

bow deeper, and when you meet a friend you can

Even monkeys in

just smile and shake a bit your head. In Moldova

Hokaido love to

people just shake hands. But this custom is not

warm up in those

just random thing that came up, it has its roots

little thermal

deep in the history. Handshake dates back to the

waters up in the

5th century B.C. in Greece. It was a symbol of

mountains, sometimes even getting to fight for

peace, showing that neither person was carrying a

such a spot.

weapon. In a world of continuous wars and frequent

In Moldova shower and bath are just a way to

assassinates this practice has become more and

wash yourself and doesn’
t have any particular

more popular among war diplomats and with time

custom as Japanese do, but in Moldova there’

it has spread among usual people. It’
s not just a

s something similar to Japanese“ONSEN”
, the

simple greeting, it’
s an act of disarm, a message of

sauna. A small room well insolated and warmed

peace for the person you want to talk to.

up to high temperatures. There are many types

異文化比較

around.
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of sauna. Finland Sauna which is very hot and
very dry, Russian sauna which is very hot and
dry, Turkish Sauna（Roman Sauna）which is hot
and very humid. In Moldova the most popular is

異文化比較④

日本とベトナムとの働き方の違い

Russian sauna, but the other types of sauna are
not ignored. Sauna is practiced only during winter
time when outside is very cold. An interesting
custom is to get inside the sauna, warm up well
and then jump in snow. This is done for the
sake to improve immune system. Thus, Sauna in

レ

ティ

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
３年

Moldova has 2 purposes. First is to wash all the
impurities that comes out of the body with sweat
and second one is to improve the immune system.

異文化比較

Moldova is beautiful, quiet and peaceful place. It
is a very green
country with lots
of forests and
trees. Chisinau
the capital of
Moldova perfectly
combines green trees with white stone building.
Thus, Chisinau is recognized as“the greenest city”
in Europe due to may trees all the way along the
streets and also the“White City”due to the large
use of chalk block（stone block）in construction.
Moldova, Japan, and all other countries are
different and that’
s what make our world colorful
and interesting,
but if we look
deeper, we
are the same,
because we are
all the same
nice and lovely
people.

私は約４年間日本に住んでいます。現在、大学を
通いながらアルバイトをしています、アルバイトを
している間に日本とベトナムは共通点があり、異な
る点も様々あるのは気づいていました。その中に特
に印象を持っているのは日本人とベトナム人の働き
方の違いです。この比較は普段の生活で見たことで
あり、自分自身の主観的意見です。
先ずは、日本人は何でも、非常に具体的な計画を
立てて、常にその計画に従って仕事を遂行するとい
うことです。
たとえば、遊びに行くときでも、計画を立てま
す。何時から何時まで、どこへ、何をすべきかなど
の詳細な計画です。これは人生に不可欠であり、管
理に役立ちます。彼らは物事を簡単に扱うことがで
きますが、不利な点として、緊急の変更や無期限の
変更がある場合、混乱して決定するのが難しいこと
があります。
一方、ベトナム人は詳細な計画を立てないです
が、変化があればすぐに適応します。そして、ベト
ナム人は締め切りのぎりぎりまで仕事をやり始める
傾向があります。たとえば、同じ仕事の場合、同じ
期限で完成するのに２週間以内となります。日本人
は最初の週以内に作業を完了し、翌週は編集と仕上
げです。ベトナム人は最初の週に仕事を終えること
はありませんが、最終の週にベストを尽くします。
問題が発生した場合でも、仕事を終わらせるために
一晩中起き続けるて仕事をします。
次に、社会での同僚との関係です。日本人は他人
を怒らせることを避ける傾向があり、めったに非友
好的な人に「ノー」とは言いません。代わりに、彼
らはしばしば話し合い、コミュニケーションをとる
ときに他の人の理解を受け取ることを期待します。
自分の感情や考えを明確に表明しませんが、常に非
常に曖昧な言葉です。したがって、他の人が何を考
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え、感じているかを知ることは容易ではありません。
たとえば、映画を見に行こうと誘われて用事など
で行くことができない場合、彼らは「いいえ、行け
ないです」と直接断らないですが、
「すみません、
ちょっと．
．
．
」などの曖昧な言葉を言います。
ベトナムでは、いけない場合はほとんどの人が
「私は行けない」や「いいえ、無理」などと率直に
言います。ベトナム人の考え方にとって、これは相
手に誠実さを証明するのです。
次に、日本社会の問題です。女性の仕事が非常に
少なく、仕事をしても、男性より上の地位に就くの
は非常に難しいです。近年、日本人女性は以前より
も働き始めていますが、この割合は現在もまだ少な
いです。他の先進国よりも低く、確かにベトナムよ

す。会社が決められた時間に来なかったり、早退し
たりする習慣がまだ存在しています。それが人生に
染み込んでいるので、多くの人々はそれについて文
句を言いません。そして、社会全体に受け入れられ
ている行動を変えようとすることは無視されている
ようです。日本の会社や学校などでグループで仕事
をするの習慣があります。しかしベトナムでは個人
で仕事をする人が多いです。個人で服屋やカフェな
どの店を経営するひとが多くいます。私にとっては
やはりグループで行動した方は全体的に効率が上が

ラオスの紹介
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
２年

私は東南アジアにあるラ
オスの出身です。ラオスは
タイ、ミャンマー、カンボ
ジア、ベトナム、中国に囲
まれて内陸の国で海があり
ません。けれども、ラオス
は自然豊かで川、山、滝、
豊かな緑がたくさんありま
す。ラオスの面積は日本の本州くらいありますが、
人口は700万人しかいません。日本の本州に千葉県
民だけが住んでいると同じような感じです。
ラオスの公用語はラオ語またはラオス語といいま
す。しかし、ラオスには49の少数民族がおり、それ
ぞれ少数民族が言語を持っています。ほとんどの少
数民族の言語は文字がありません。家族や村でのコ
ミュニケーションは民族の言語を用いるため、学校
に通う時にラオ語が分からなくて、留年または小学
校の１ー２年生で中退する問題が多くありました。
その対策として少数民族が多い地域にグレード０
（ゼロ）というクラスを設けて１年間ラオス語を学
習してから小学校に進学させることにしています。
ラオ語の問題の他に様々な原因で留年や中退の問題
がありますが、近年は徐々に非識字率、中退率、留

ると思います。
どんな国でも良いところと悪いところがあると思
いますが。どちらの国の働き方のほうが良いのかを

年率が減っています。私の研究では、少数民族のた

評価することができないです。ただ、お互いの国の
民族や文化、習慣が異なることを知っているので、
異なる考えがあるでしょう。社会が常に発展するた

上げ機能や少数民族の言葉を認識し、ラオス語のテ

めには私たちが必要とするのは、お互いの良いこと
を学び、悪いものを避けることだと思います。

めラオス語の学習をサポートできるアプリケーショ
ンを研究しています。ラオス語を入力して自動読み
キストを読み上げる機能を開発し、教育の問題に役
に立てればと考えています。
ラオスの宗教は、60％以上が仏教です。主食はも

25

母国情報・紹介

りも低いです。日本人女性は大学などを卒業して結
婚するまでは会社で働きますが、結婚してから仕事
を辞める人は多いです。これは労働人材の無駄では
ないかと思います。労働人口の減少を補うために質
の高い外国人労働者を日本に呼び込むことを奨励す
るとともに、日本は女性が結婚しても働けるためよ
り有利な条件を作り出すべきです。
そして、日本人は非常に時間厳守であることが容易
にわかります。これは、私日本に来て生活をして日本
人や日本文化と交流するときにすぐに分かって来まし
た。友達との約束でもアルバイトでも、通常は仕事が
始まる５分前に必ず出勤しなければなりません。そし
て、帰るときもまだの時間ではないと帰らないです。
時間厳守は日本のマナーのひとつです。
一方、ベトナムでは時間を守るのはまだまだで

母国情報・紹介①

ち米です。ラオスは農業が多いですが、輸出する物

関係が続いています。喜ばしいことに今年、2019年

が少なく、そのためラオスという国はあまり外国に

11月からラオス初日本の直行便が開始する予定で

知られていないかもしれません。しかし、ラオスに

す。就航地は熊本に決定されました。ルートは熊本

はたくさんの魅力があります。

から首都ビェンチャンおよび古都ルアンパバーンへ
の直行便です。直行便ができることでラオスのこと

ラオスには昔から
ヨーロッパ人とアメ

を人々に知って頂き、両国の

リカ人の観光客が多

観光業がさらに発展すること

く、ニューヨークタ

を期待しています。これから

イムズで世界で行き

ラオスと日本への行き来が簡

たい国１位になっ

ルアンパバーン

た こ と が あ り ま す。

Luang Prabang

単になり、ラオスがもっと近
くなると感じます。皆さまも

北部にある 古都Luang Prabang（ルアンパバーン）

是非一度ラオスまで足を運ん

は私の出身地ですが、小さな町でフランスの植民地

で、世界遺産巡りをしてみて

の時の古い建物や仏教の黄金色に輝くお寺がたくさ

ください。

んあり、町の全体が1995年にユネスコ世界遺産に認
定されました。さらに2010年、2011年、2012年に3
年連続“Top City award（トップ都市賞）”を受賞

母国情報・紹介

しました。
南部にあるチャンパサック県はタイとカンボジア
に隣接しています。この県の文化的景観であるワッ
ト・プーという遺跡
のお寺と関連古代遺
産 群 が2001年 に ユ
ネスコ世界遺産に登
録されました。
ワットプー

Wat Phou

さらに、今年はベ
トナムに隣接している

北東部のシエンクワーン県にあるジャール平原の巨
大石壺遺跡群が
ユネスコ世界遺
産に登録されま
した。
ラオス国内の
交通機関は主に
車、 バ ス と 飛 行 機

ジャール平原

The plain of Jars

ですが、首都ビェンチャンと中国の国境ボーテンを
結ぶ鉄道が現在建設中です。2021年に運行が開始
される予定です。高速鉄道ができればラオスの観光
業、貿易がさらに発展し、経済が活性化することを
期待しています。
実はラオスと日本の関係が強く、60年以上も外交
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われています。インドネシア語が国語と言っても、

母国情報・紹介②

日常で話す人は多くて3000万人程度です。国語に

私の故郷―メダン・インドネシア

なっているため、第２言語として話せる人の数がか
なり多いです。インドネシア語が第２言語の場合
は、母語はおそらく地域で話す言語です。例えば、

シンディ

ニョランダ

氏 名：CINDY NYOLANDA
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
４年

バリ語、バタック語、ジャワ語、スンダ語などです。
そして、私の故郷はメダンです。メダンは北スマ
トラ州の州部であり、スマトラ島の東北部にありま
す。メダンは、スマトラ島最大の都市で、インドネ
シアの人口数からいえば第４の都市です。華僑、バ
タック族、インド系、アラブ系、ジャワ族、マレー
族があります。バタック族がメダンに一番多い民族

は、東南アジアの南部に位置する共和制国家です。

です。バタック族の中にはさらに６系統に分けられ

インドネシアは、日本と同じく島国で海に囲まれて

ます。カロ、シマルングン、パクパク、トバ、アン

います。インドネシアは日本と同じくリング・オブ・

コラ、とマンデリンです。コーヒーのお好きな方は

ファイアー別名は、環太平洋火山帯にありますの

聞いたことありますが、マンデリンコーヒーはスマ

で、地震が起きやすいです。現在、インドネシアに

トラ島で生産されています。コーヒーを飲むインド

ある島の数はおよそ17500島ぐらいあります。その

ネシア人も多く、飲む方法も様々です。普通のブ

中で約1500島の名前がまだ登録されていません。イ

ラックコーヒーやコーヒーの中に練乳を入れる人も

ンドネシアの島々は大きく５つに分かれています。

います。ちなみに私はブラックコーヒー派です。何

スマトラ島、カリマンタン島、ジャワ島、スラウェ

も入れずに飲むのが好きです。コーヒーの甘みと酸

シ島とパプアです。インドネシアといえば一番有名

味がよく味わえるからです。

なのはバリ島です。毎年、たくさんの観光客が訪
れます。国内だけではなく、海外にも人気がありま
す。海だけではなく、食べ物も美味しく食べられま
す。特に、バビグリンです。バビグリンは、豚の丸
焼きです。日本には滅多にないですが、バリ島では
大人気です。有名なお店に行ったら、待ち時間も長
くなります。私が行った時は確かに２時間も待ちま
したが、非常に美味しかったです。
インドネシアは島がたくさんありますので、民族
も豊富です。インドネシアの民族は元の大多数から

トバ湖

いえば、マレー系が多いです。マレー系の中でも2

インドネシアでは山や湖もたくさんあります。し

つに分かれています。原マレー人と新マレー人で

かし、私の故郷では珍しい湖があります。それはト

す。他には約300の民族がおり、住民の内、ジャワ

バ湖です。トバ湖は、世界最大のカルデラ湖です。

人が45％、スンダ人が14％、マドゥラ人が7.5%、沿

その大きさを琵琶湖と比較したら、琵琶湖の面積は

岸マレー人が7.5%、その他が26％、中国系が約5％

670平方キロメートル。トバ湖は、1130平方キロメー

となっています。民族が多ければ多いほど方言も多

トルです。何が珍しいかというと、湖の中心に小さ

くなります。公用語はインドネシア語であり、国語

い島があります。しかもその島は観光客に非常に大

となっています。会話言語ではそれぞれの地域で語

人気です。その島の名前はサモシール島です。サモ

彙も文法も異なり、583以上の言葉が日常生活で使

シール島の名物は魚料理です。
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私はインドネシアから参りました。インドネシア
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中国でQRコードを使おう！
コ

イ

氏 名：胡 怡
出身地：中国
所 属：神戸大学
経営学研究科
博士課程後期課程
２年

サモシール島

それ以外の観光地はまだたくさんあります。ご存
知の方は少ないと思いますが、昔、メダンはデリ王
国と呼ばれています。そのため、メダンには宮殿が
あります。マイムーン宮殿です。この宮殿は、メダ
ンのシンボル的な観光地です。この宮殿は、19世紀
末頃に建築されています。当時の王の名前はスルタ
ン・マームーンなので、この宮殿の名前は、王様の
名前からの由来です。マイムーン宮殿は、西欧のデ

母国情報・紹介

ザインを取り入れた、黄色と緑の鮮やかなマレー様
式の建物でもあります。現在、この宮殿は博物館と
なっています。

近年、中国では、QRコード支払いが爆発的に普
及されている。出かけるときにはお財布を持たず、
スマートフォン（スマホ）ひとつで買い物するのは
一般的である。現金払いする人の大多数は、外国観
光客や高齢者である。私は中国人だとしても、上海
の空港で現金払いした時、店のスタッフに外国人だ
ろうと言わんばかりの応対をされた。
中 国 でQRコ ー ド 支 払 い と い え ば、 多 く の 人 は
「Alipay（ ア リ ペ イ ／ 支 付 宝 ）」 と テ ン セ ン ト の
「WeChat Pay（ウィーチャットペイ／微信支付）」
の２つが頭の中に思い浮かぶだろう。支払い方法に
は、「消費者スキャン型」と「店舗スキャン型」の
２つがある。前者は消費者がお店にあるQRコード
をスマホで読み取って、金額を入力して支払いする
ことであり、後者は消費者がスマホでQRコードを
表示し、店のバーコードリーダーで読み取ってもら
うことである。

「どこでもQRコード」
マイムーン宮殿

QRコード支払いをできる場所を列挙すれば、キ
リがない。
・飲食店：コンビニ、レストラン、カフェ、各種スー
パー、屋台など
・出前
・タクシー（アプリ「Didi」―中国版Uber）
・ショッピングモール
・淘 宝（TAOBAO,京東（JD.com）などのオンライ
ンショッピング
・ホテルや民泊
・シェアサイクル
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・公共料金や医療

グやショッピングモールでの支払いから、公共料金の

・交通：新幹線や地下鉄で入札時提示

支払いや小さな道端の屋台での購入まで、QRコード

・エンターテーメント：映画チケット、コンサート

支払いができないところがないと言っても過言ではな

チケットなどなど…

い。重たい釣り銭を持ち歩く必要がないし、お金を出

要するに、QRコードのおかげで、スマホひとつ

す必要もない。非常に楽である。

で中国人生活全般の支払いができる。現金、クレ

第二は、コストパフォーマンスの良さである。14

ジットカード、デビットカード、交通系カード、

億の人口でもっている中国では、クレジットカード

ショッピングカード、チケットなどが不要になり、

の普及には時間的、経済的なコストが大きい。小さ

デジタル化になっているエコな毎日を過ごす。

な商店にとっては、クレジットカードに対応する機
械を導入するコストが高くてクレジットカード支払
いが望ましくないだろう。しかし、QRコード支払
いするならば、誰でも持っているスマホとAlipay/
WeChat payのアカウントや関連する銀行口座を
持っていれば、店は、顧客から集金することができ
る。POS機をも用意する必要がなく、QRコードが
書かれたシールを貼るだけで十分である。そのた
め、企業特に、小さい店にとってはコストパフォマ
ンスが良いと言える。また、消費者にとってもコス
トパフォマンスが良い。なぜかというと、クレジッ
トカード利用の場合、発行するには時間や労力がか
かるし、会費や手数料も発生する。QRコード支払
いの場合、手数料や会費はまずないし、クレジット
カード利用時よりも特典が多い。

「QRコードなし、中国観光可能？」
地元の野菜市場まで利用可能！

「QRコード支払い」に関する「偽札説」の誤解

その答えは、観光レベルなら現金払いでも全然大
丈夫！現状は、①中国では現金も使える。②しかし
現地の中国人はほとんどQRコードで支払いをして

「現金への不信感が原因で、中国ではQRコード支

いるということである。もしチャンスがあれば、み

払いが普及されている」という「偽札説」を日本

なさん、ぜひ中国へQRコードの世界を楽しみに来

ではよく耳にする。それは誤解だと思う。欧米で

てください！

はクレジットカードやデビットカード払いが主流で
ある。また、アジアをみると、韓国でもクレジッ
トカード払いが普及し、キャッシュレス比率は90％
を超えている。この「偽札説」が成立するならば、
中国よりもさらにキャッシュレスが進んでいるス
ウェーデンや韓国が「偽札大国」ということになる
だろう。
実は、中国で「QRコード支払い」が驚くほど普及
している主要原因は、以下の２点である。第一は、使
用の利便性である。中国では、オンラインショッピン
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シェア自転車利用可能

バンチュンは正方形に作られた北部にある旧正月の

母国情報・紹介④

ベトナム人のテト・家族が集まる
１年でいちばん大切なとき

料理であり、バンテトは円筒形に作られた南部にあ
る旧正月料理です。外見は異なるが、バンチュンと
バンテトの中身は同じです。その材料は稲作文明に
基づいたもち米、青豆、豚肉等で、それを包むもの

レー

クイン

アイン

はジョンの葉やバナナの葉等ですが、10時間から12

氏 名：LE QUYNH ANH
出身地：ベトナム
所 属：神戸大学
経済学部
4年

時間ほど茹でたものです。かなり日持ちするため、
日本のおせち料理のように保存食として楽しめます。
ズア

ムオイ

それだけでなく、Dua muoi（切り干し大根と人
クー

キエウ

参の漬け物）やCu kieu（らっきょう）などもあり
ま す。 ベ ト ナ ム

母国情報・紹介

旧暦で新年を祝うベトナムではお正月を「テト

風ジャムとお菓子

Tet＝節」
（テト・グエン・ダンTet Nguyen Dan元

はスイカや向日

旦節）と言います。ベトナム語で元旦は昔ベトナム

葵の種、ショウガ

が使っていた字喃（チュノム）に由来し、元は始ま

ジャム、ココナッ

るという意味で、旦は夜あけという意味です。日本

ツジャム等多彩な

では元旦をガンタンと呼びますから、発音が似てい

種類があり、これ

るのではないでしょうか。

らのお菓子は供物

それでは、ベトナムの伝統的なテトはどのような

台に並べられるほか、来客者にも振る舞われます。

ものであるのか、テトと呼ばれるベトナム正月がベ

テトの飲み物は手作りのお酒をはじめとして、ベト

トナム人にとってどれほど大きな存在か、これから

ナムの伝統的な飲み物が飲まれています。その他、

紹介させていただきます。旧正月（旧暦で大晦日か

近年ではワインや

ら１月３日までの間、ベトナムでは「テト」と呼ば

ビ ー ル、 ソ フ ト ド

れている理由です）は昔から続く、最も重要な祝祭

リンクなども人気

日だと知られています。 旧暦でお祝いするため、

があります。

毎年、テトの日が変わります。今年は新暦の１月25

テトの家の飾りつ

日が正月（土）です。正月休みは対象によって異な

け はMam ngu qua

ります。完全週休２日制のベトナム人労働者に対し

（大きな皿の上で果

て、一般的に１月23日（木）から１月30日（水）ま

物の五類が並んだ

での期間だと予定されています。そのうち、１月29

もの）を家に飾り

日・30日は振替日となっています。しかし、小・中

付けることがテトの特徴のひとつです。皿に並んだ

学生は大体お正月の前後１週間も休むことができま

果物は果物の呼び方、色及び並び方を通して、家主

すが、大学生はテト前の１週間とテト後の２週間、

の願いを表現します。Mam ngu quaは、テトの１

合計３週間もお正月が楽しめます。

日目から３日目まで供物台に供えられ、その後、家

従来、ベトナム人はテトの間に先祖にお礼を伝

マム

ング

クア

族の幸運を願い家族全員に配られます。

え、素敵な新年を祈るため、よく様々な料理を用意

テトが近づくと、ベトナム人は旧年の不運を追い

してテトを祝います。テトの料理といえば、Banh

出すため、家や家具を掃除し、ピンクの桃の花、黄

Chung、Banh Tetなど（いずれもベトナムのちま

色い梅の花、金柑などを居間に飾ります。ピンクの

きです）が代表的です。４千年の歴史を通じて、テ

桃の花と黄色い梅の花は初春だけに咲き、金柑はた

ト・グエン・ダンにBanh ChungとBanh Tetを作る

くさんの実がなることから、どちらも新年の幸せを

習慣が昔から現在、そして将来まで伝えられます。

願うための特別な木です。去年は私の家でピンクの

バイン

チュン

バイン

テット

バイン
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チュン

バイン

テット

ファト

トゥ

桃の花やグレープフルーツとPhat thu という菓と

◎旧暦の１月２日、３日：お世話になった先生、友

枝接ぎる木やらんの花など木がたくさんあり、以

達、近所のお宅を訪問し、新年のお祝いをしま

下で想像させるため、イメージがつけます。
「Phat

す（この訪問を通じて周囲との関係が良くなりま

Thu」と言う名前の木を仏の手という意味ですが、

す）。また、お寺を訪れることもテトの習慣の一

日本では
「仏手柑」
と同じではないかと考えています。

つとなっています。旧暦の１月３日には

さらに、幸せを表す伝統的な版画や、交差対句
（語句がたすきがけのように配置されるもの）の書

大晦

日にも準備した先祖に対する食事を再度用意しま
す。これは先祖を送るためのものです。

や、「福」
「才」など良い意味の漢字が付く書を飾り
近年、長い年月が経過し生活習慣が変る中、テト

つける家庭も多くあります。

を簡略化する傾向がありますが、ベトナム人家族の
生活にとって伝統的なテトは最も重要な祝祭日で、

以下はテトの行事です。

欠かせないときだとみなされています。テトは人に

習があります。これは一年の最後の夜であり、新

よって異なる意味を持っていますが、テトとは何か

年に替わる時です。大晦日の夜にはお供え物を

と聞かれたら、私は直ちに「家族が集まる機会」だ

２セット用意し、１セットは先祖のため供物台

と答えます。ベトナム人はどこにいてもテトが近づ

に供え、1セットは神様のために庭に供えます。

いたら仕事を片付けて、家族と過ごすために帰省し

供えられる料理は鶏肉やこわ飯（もち米やうるち

ます。この時は家族のメンバーが集まり、お互いに

米などをせいろなどで蒸した飯）が一般的です。

過去一年間の思い出を振り返り、家族の絆を深める

また、多くのベトナム人は、新年を迎える時刻に

時期だと思っています。

ロク
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◎旧暦の大晦日：毎年大晦日に特別な行事をする風

Loc（神社・お寺などに植えられている常緑樹の
枝と葉）を供物台に供え、一年の無病息災を祈り
ます。新年の瞬間になると、家族の一人一人が線
香を燃やして、前年の悪いことを除去し、「新年
の幸福がたくさん来るように」と祈るのです。
◎旧暦の元旦：テトの中でも一番大切な日で、この
ソン

ダット

日初めての来客者（「Xong dat」という）が新年
の幸運に影響を与えると考えられています。その
ため、多くのベトナム人はXong datを予め選び、
お願いしています。また、通常はこの日に家族全
員で祖父や祖母の家を訪問、新年を祝い、子供達
にはお金が入ってい
る小さな赤い袋（
「お
年玉」
）が振る舞われ
ま す。 そ の 他、 屋 外
を掃除しないことも
テトの習慣のひとつ
で す。 ベ ト ナ ム で は
ゴミを掃くと新年の
幸運も掃かれると信
じられているためで
す。
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hilly region and sparse population in less developed
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mountainous regions. The fertile and humid south

About My Country Nepal

is heavily urbanized whereas the north is not.
Approximately, 21.1% of the population is urban.
Nepal is equally rich in its art and culture. The

カンデル

ラビンドラ

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

cultural heritage of Nepal has evolved over
the centuries. The art and culture have been
influenced by the religious beliefs, norms, and
values of the country. It is known as a multilingual,
multi-ethnic, multi-caste country. Nepal is secular
state under the Constitution Of Nepal 2015, which
was promulgated on September 20, 2015. Major

母国情報・紹介

Nepal is a small landlocked country located in the

religions practiced here are Hinduism（81.3%）,

lap of Himalayas between the largest and fastest

Buddhism（9.0%）, and Islam. There are 123

growing economies in the world. the People’

documented languages and dialects spoken in the

s Republic of China and the Republic of India

country. Major occupation of people living in Nepal

in South Asia. Due to its confined geographical

is agriculture. Nepal’s capital city, Kathmandu is

position, Nepal is almost totally dependent on India

also known as the city of temples. Seven out of ten

for transit facilities and access to the sea-that is,

historical sites of Nepal is listed in the UNESCO

the Bay of Bengal. Kathmandu is capital of Nepal

（United Nations Educational, Scientific and Cultural

and also the largest metropolis of the country

Organization）world heritage sites are located in

with a population of around five million. Nepal is

the Kathmandu Valley. The cultural heritage of the

a country of highly diverse and rich geography,

Kathmandu Valley is illustrated by seven groups

culture, religions and natural beauty. Nepal

of monuments and buildings which display the

comprises of mainly three types of geographical

full range of historic and artistic achievements for

areas- the mountainous region in the north, the

which the Kathmandu Valley is world famous. The

plain trail in the south and hills in between, all

seven include the Durbar Squares of Hanuman

three parallel each other, from east to west, as

Dhoka（Kathmandu）, Patan and Bhaktapur, the

continuous ecological belts, occasionally bisected

Buddhist stupas of Swayambhu and Bauddhanath

by the country’
s river systems. The mountainous

and the Hindu temples of Pashupati and Changu

north contains eight of the world’
s ten highest

Narayan. Remaining such sites are Lumbini, the

Himalayan Mountains, including the highest, Mount

Birthplace of the Lord Buddha, Chitwan National

Everest. The area of Nepal is 147,181 square

Park, and Sagarmatha National Park. Additionally,

kilometers making it the 93rd largest country in

there are 15 tentative sites proposed by Nepal in

terms of area. There

UNESCO.

are over 29 million

The natural scenery,

people inhabiting

high mountains,

the country today.

incomparable cultural

The population

heritage and numerous

distribution is highly

specialties have

irregular, with the

made Nepal a well-

highest density of

known destination in

population in the

the world of tourism

developed capital city

with a distinct image

of Kathmandu in the

of its own. The
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function within

resources, the green forests of hypnotic beauty,

a framework

flora and fauna, etc. tempt countless number of

of a republic

tourists to visit Nepal every year. Tourism has led

with a multi-

the foundation of basic income for many people

party system.

living in the mountainous regions. They earn their

Currently, the

living by guiding tourists. Sherpas are highly

position of President of Nepal（head of state）is

proficient mountain climbers. Nepal’
s natural

occupied by Bidhya Devi Bhandari. The position of

resources, mountains, swift rivers and bridges are

Prime Minister（head of government）is held by

a perfect location for adventure tourism activities

Khadga Prasad Oli. Executive power is exercised

like mountaineering, trekking, rock climbing,

by the Prime Minister and his cabinet, while

paragliding, kayaking, rafting and bungee jumping.

legislative power is vested in the Parliament.

Apart from natural beauty, significant wildlife

For most of its history, central power in Nepal

diversity is a

has been held by powerful families, who lived

notable feature

lavishly in the urban centers while most of the

of Nepal. Because

country eked out for a sustainable living. From

of the variance

1961 to 1991, Nepal had a single party government,

in climate, from

under a monarch, and government criticism was

tropical to arctic,

illegal. This system was marked by corruption,

Nepal has a large

cronyism, and misappropriation of foreign aid.

variety of plants

In response to dissident protests, Nepal finally

and animals. Wildlife tourism is one of the major

became a multiparty democracy in 1991; however,

sources of tourism in the country. There are some

most villagers’lives remain isolated from the

animal species which are unique to Nepal, such

activities in the capital. While democracy would be

as the spiny babbler. Nepal is also host to a large

expected to reduce inequity, statistics on income

number of rhododendron species. There are 400

and representation suggest a growing divide

species of vascular plants which are endemic

between traditional elites and the rural poor since

to Nepal. The most popular endemic plant of

its institution.

Nepal is rhododendron （arboreum） which in

To sum up, Nepal is a country full of rich and

Nepali language is called guras. Lali Guras（red

diverse traditions, culture and people who

rhododendron）is especially popular. The wildlife

respect each other and live co-operatively in a

of Nepal includes its flora and fauna. There are 38

society. Despite all the differences in cultures and

protected wild life species of fauna including birds

geographies, Nepal believes in‘Unity in Diversity’

of which 50% are in various stages of threat. Nepal

which is the motto of Nepalese people. Nepalese

has established numerous National Parks and

are united in a special way which makes it unique

reserves in order to protect its diverse fauna.

and stand out from the rest of world.

Nepal is considered a politically instable country.
Despite nine development plans spanning five
decades, Nepal remains one of the world’
s poorest
countries. Nepal’
s underdevelopment is a result
of the historical effects of unequal distribution
of assets and social and economic status among
different groups, and effects of recent development
efforts that have generated further iniquitous income
and assets distribution. The politics of Nepal
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snowcapped mountain peaks, beautiful water

結婚しました。その時母に反対されて結婚したので

私の家族①

怒って何か月ぐらい話もしなかった。結婚して2015
年に熊本に留学しました。家族と妻と離れて日本に

私の家族

来てすごく悲しかった。その時何回も泣いたことも
ありました。そして日本語学校を卒業して今の神戸

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
３年

の日本経済大学に入学した頃妻のビザもらって一緒
に住んで今年の１月にサヤラという赤ちゃん生まれ
ました。
ネパール人の家族は大体、子供が結婚しても、親
から離れません。親と一緒に住む家族が多くあるの
で、大家族が多いです。ネパール人にとって、家族

家族といえば、父、母と子供、祖父、祖母を思い

は一番大切だと思っているからです。私の家族は皆

浮かべるものでしょう。家族とは、１人、２人、ま

がいい人ばかりで、優しくて、面白い人達であり、

たは３人以上の親とその子供を持つ社会の人々の社

毎日、楽しくて、幸せな時間を過ごすことができる

会的グループです。各家族は、お互いの関係にコ

家族だと思っています。毎日、グループFacebook

ミットします。

で今日、何した？いい一日だったか？ご飯をちゃん

私の家族

家族には３種類あります。２人の子供を持つ１組

と食べた？と写真を送ったり電話したりしていま

の両親を持つ小さな家族は、小さな核家族と呼ばれ

す。私がホームシックにならないよう、皆がライン

ます。３人以上の子供を持つ１組の両親を持つ家族

してくれ、隣にいるかのように感じています。私の

は、大きな核家族と呼ばれます。 子供を持つ親の

家族は温かくて、仲がいい家族だと思っています。

多くのセットを持つ家族は、共同家族と呼ばれます。

しかし、たまに、話や意見などが合わない時があ

しかし、私の家族タイプは、父親、母親、私、兄

り、喧嘩することもあります。たまに家族では喧嘩

弟、妻、そして小さなかわいい娘の６人のメンバー

することもいいことです。ネパールの大きなお祭り

を持つ大きいが普通の家族です。私の大切な家族で

ダサイに私たち２年に１回ぐらい休日を取り、帰国

祖父と祖母は私が子供のごろに亡くなったので、悲

します。そして家族皆集まって色々なおいしい食べ

しいですが一度も会ったことがありません。子供の

物作ったり食べたり踊ったりします。そしてネパー

ころから父が祖父と大工の仕事やっていまも大工の

ルの色々夢なところに家族旅行に行っています。幸

ビジネスをしています。母が私は子供のごろマット

せな時間でした。２年に１回しか行かないので、家

作る仕事やっていました。私留学したらその仕事を

族旅行を大事にしています。

やめて女房天下しています。弟は高校終わって今名

現在、私は妻と娘と一緒に神戸に住んでいます。

古屋で留学しています。ネパールのお祭りとか色々

赤ちゃん生まれて

なイベントがあった

反対だった母が嬉

ら弟は神戸まで来た

しくなっていま

り し ま す。 時 々 楽 し

す。私の家族は完

みに私たちも行って

全で、前向きで幸

います。

せな家族であり、

私の大切な妻と子

私と妻にたくさん

供のごろからよく遊

の愛、暖かさ、安

んだりしていまし

心を与えてくれま

た。 大 き く な っ た ら

す。 家 族 が 私 へ

２人付き合いまして

の気遣い、すべて
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の必要を満たしてくれるので、とても幸せです。そ
して、私の小さなかわいい娘は私が何かをするとき
私に完全な力とエネルギーを与えます。
幸せな家族は、メンバーに次の利点を提供します。

私の家族②

私が見た家族

＊家族は男を成長させ、完全な人間に成長させます。
＊それは私たちの幸福と問題を共有するのに役立
つセキュリティと素敵な環境を提供します。
＊それは人間を社会的で知的にします。
＊家族と住んでいる人は、一人暮らしの人よりも
幸せです。

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
３年

＊外部の競合からのセキュリティを提供します。
＊家族は、幸せで、活動的で、素早い学習者で、

家族といえば、それぞれ皆さんの大切なものだと

賢く、より良い新しい世代を社会と国に提供し

思いますが、私の家族も私に取っては一番大切なも

ます。

のです。母国では大家族で一緒に住む習慣があるの

＊家族は、人を感情的および肉体的に力強く、正
直で、自信を持たせます。

で私の家族も1995年まで23人の大家族一緒に住んで
いました。家族のメンバー多くて祖母が23人分の料
理を作ることも大変でした1996年の10月から大家族
全員別々に住むことになり単一家族になりました。
しかし大家族から単一家族になっても私の家族メン
バーは９人になりました。
ネパールでは大家族から単一家族になったらある
族メンバー多くて父、母の仕事何もないしある財産
では足りなくて大変でした。父は朝から晩まで労働
やって母は他の人の土地を借りて農業やりながら兄
弟全員に学校行かされました。その時朝から晩まで
労働やっても三百ルピーしかありませんでした。学
校行く前、帰ってきたらと休みの日は母父の仕事手
伝いをしました。何とか中学校まで家の近くにある
学校行って中学校を卒業しました。卒業後は高校家
の近くになかった為ドテイという県に行くことにな
りました。未来の目標をもって家から歩いて二日間
後で勉強するために行った学校に着きました。私に
取っては初めての町でした最初は楽しかったか二日
間かけて歩いて行ったので疲れ過ぎて夕方すぐに寝
てしまいました。その町でお兄さんも高等勉強のた
め仕事やりながら大学に行っていました。夜遅くお
兄さんが帰ってきました。私が疲れても久しぶりに
お兄さんと会うので起きてしまいました。夜の九時
頃でしたが、窓から見たら明るいライトをつけて走
る物を見ました。お兄さんにそれ何か聞いたらバス
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私の家族

財産も皆に同じく別れないといけないです。私の家

と答えました。私がびっくりしました夜中の時間に
バスが走れることを信じなかったずっと頭に色々考
えてバスは昼だけじゃなくて夜も走れること知りま
した。私は十六でこの時初めてのバスでしたその時
地元で８時間の労働で三百ルピーだった父が自分の
生活を苦しくても子供の将来を明るくするためにな
んとかやって大学まで行かさせました。
2011年お兄さんアメリカに行くことになりました
それから私も大学卒業後2013年10月に来日しまし
た。少しでも子供が働けることで親が嬉しかった。
日本とネパールの文化違います。ネパールでは体大
きくて肉感的なタイプの人皆に褒められる。でも私
はいつも細くって体重を45kgだったが私の母がい
つも私に太って欲しかったです。それでいつも母は
私が太っているのを見たら満足で、５年も長生きで
きるよと言って私のことをずっと気にしてくれまし
た。いつも日本から電話しかできないので私が太っ
ていますよ言っても信じられなかった母が目で見た
かったんです。
日本に来て４年立った頃、母が病気になったので
首都の方カトマンズに来ました。その時弟がイン

私の家族

ターネットスカイプ電話をかけて母にずっと欲し
かった子供の顔を見せてくれました。やっと母が満
足して喜んでいた。入院した母が少し太くなった私
を見て、生きる年に５年延長すると言ってたんです
が残念ながら母に癌が見つかって５週間しか生きら
れなかった。癌の病気で亡くなりました。母が家族
のため一生懸命に頑張ったことを忘れられません。
そして、お母さんにいつも感謝しています。ネパー
ルは大体親と子供が一緒に住む家族が多いので大家
族が多いです。私は家族一番大切にしているからこ
れからも家族の全員メンバーが幸せなるように祈っ
ています。
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規模に集めてデータベース化した言語資料を使うこ

論文・研究内容の紹介①

日本語学習者による
「スルトキ」の多用
ネイ

シン

氏 名：甯 宸
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

言語学習において、初級で現れる文法項目が、基

とにした。具体的には、2016年５月と2017年５月
に、国立国語研究所が公開した『多言語母語の日本
語学習者横断コーパス』
（以下、I-JAS）の第一次デー
タと第二次データを使用した。
調査対象となったのは、母語話者50名と海外教室
環境の初級、中級、上級の全レベルの中国人学習
者、韓国人学習者各50名である。調査対象者の中国
人学習者は、出身が中国本土である。学習者の日本
語レベルは表４に示す。
表１

礎文法の土台を築き上げるものである。しかし、母
語の干渉、指導の不足や、教科書の内容と実際の使
用とのずれなどが原因で、学習者の言語能力が上
がっても、初級で学習した文法を頻繁に間違えるこ
とがある。そのような習得の難しい文法を確定し、
習得困難の原因や、指導法と教科書内容の改善を図
ることが重要な課題である。
私の研究課題も、そのような課題の一つである。
研究対象は、初級日本語の時間節である。
「時間節」
というのは、時間関係を表す従属節であるが、「従
属節」はどのようなものかについて次に説明する。
１つの文の中に２つ以上の主語－述語のペアを含む
文は「複文」という。「複文」のうち、文全体を取
文の中に埋め込まれた文を「従属節」という。
初級日本語の文法項目のうち、時間節として取り
上げられているのは「スルトキ」
「スルアイダ」「ス
ルウチ」
「シテ」
「シテカラ」
「シタアト」
「スルマエ」
「ス
ルマデ」の８項目である。これらの時間節の使用に
ついて、日本語学習者の誤用が多く見られるのか、
誤用が多い場合、どの形式の誤用が多発するのか、
誤用の原因は何か、どのようにして誤用を減らせる
のか、の４点が私の研究の目的である。
なお、
「シテ」に関しては、その意味・用法が「原
因・理由」
「並列」
「様態」
「時間的継起」があるよ
うに多岐にわたり、時間節としての「シテ」の定義
と認定基準を定めることが難しい。そのため、ひと
まず「シテ」を考察対象外とした。
調査資料は、コーパスというテキストや発話を大

初級

中級

上級

合計

中国語

1

40

9

50

韓国語

6

26

18

50

母語

現時点では、I-JASのタスク「ストーリーテーリ
ング１」
（以下、ST1）の調査結果を報告する。「シテ」
以外の７つの時間節について、日本語学習者の使用
を調査したところ、学習者による「スルトキ」の多
用が確認できた。
中国人学習者の場合は、表２からわかるように、
母語話者に比べ、
「スルトキ」を多用し、
「スルアイダ」
を使わない傾向がある。

論文・研究内容の紹介

りまとめる主述を中心とした部分を「主節」といい、

学習者の日本語レベルの内訳
日本語
能力

表2 ST1における母語話者と中国人学習者の使用量
日本語母語話者 中国人学習者 有意確率 学習者の
使用回数 使用率 使用回数 使用率 （p値） 使用傾向
9 27.3
44 77.2 <0.001 多用
スルトキ
スル
18 54.5
1
1.8 <0.001 非用
アイダ
スルウチ
3
9.1
5
8.8
1.00
シテカラ
1
3.0
1
1.8
1.00
シタアト
0
0.0
6 10.5
0.08
スルマエ
2
6.1
0
0.0
0.13
スルマデ
0
0.0
0
0.0
1.00
33 100.0
57 100.0
合計
形式

韓国人学習者も、表３のように、母語話者に比
べ、「スルトキ」を多用し、「スルアイダ」を使わな
い傾向がある。
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表３ ST1における母語話者と韓国人学習者の使用量
日本語母語話者 韓国人学習者 有意確率 学習者の
形式
使用回数 使用率 使用回数 使用率 （p値） 使用傾向
9 27.3
32 65.3 <0.01 多用
スルトキ
スル
18 54.5
9 18.4 <0.001 非用
アイダ
3
9.1
4
8.2
1.00
スルウチ
シテカラ
1
3.0
0
0.0
0.40
シタアト
0
0.0
4
8.2
0.14
2
6.1
0
0.0
0.16
スルマエ
スルマデ
0
0.0
0
0.0
1.00
33 100.0
49 100.0
合計
以上から、中国人学習者も韓国人学習者も、「ス
ルアイダ」を使わない傾向がある、ということがわ
かるが、母語話者が「スルアイダ」たくさん使用す
れば、学習者にもたくさん使用させるわけではな

論文・研究内容の紹介②

日本は現在
どういう状況にあるのでしょうか
グェン

ティ

ホアン

バン

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

今、私は日本の少子高齢化について研究していま
す。日本の社会は今子供が少ない、高齢者が増加す
るという状況になり、大変な問題になります。

い。それは、学習者が「スルアイダ」以外の、文法
的で自然な表現を使っている可能性があるためであ
る。日本語学習者の使用の中、最も問題になってい
るのは、
「スルトキ」の多用である。日本語学習者
が、母語話者のあまり使用しない表現を頻繁に使用
していると、彼らの発話や、彼らが書いた文が当然
不自然になってしまう。

年齢区分別の将来人口推移予測（実数）の図を見
たら、日本の人口は全体減少する方向になり、65歳

論文・研究内容の紹介

以上人口は増加の一途をたどり、2015年を100とし
た場合に2045年には約116％と増加します。一方で
少子化に伴い15歳未満人口は2015年対比で約71％程
度へ落ち込むと予想されています。
なぜ日本はこんな社会になっているのか。主たる原
因として出生率が低下、平均寿命が伸長という２つの
原因になって起きています。それでも、なぜこんな原
因があるのかと気になって、研究になりました。
日本の平均寿命は伸びていることに対して、医療
技術の高度化も一因だと思います。1950年の平均寿
命は女性が61.5歳、男性が58.0歳だったのに、50年
後の2000年には女性が81.9歳、男性が77.7歳まで伸
びています。さらに50年後の2050年には女性が90.2
歳、男性が83.5歳まで平均寿命が伸びると言われて
います。また、普段の食生活と定期的な運動は日本
人がすごく注意しています。そのため、高齢化の割
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合が今後も増加していくと言われています。

に、外国人労働者の受け入れを促進すべきだという

平均寿命の伸長することは悪いじゃないと思いま

意見もあり、外国人労働者に頼る必要はないという

すが、出生率が低いということはなぜかというと、

考え方もあります。また、外国人労働者にとって一

若者は仕事をしすぎで、晩婚化、未婚化が進んでい

番心配になるのは給料と権利じゃないだろうかと

きます。未婚率は男女ともに増加傾向にあり、現在

思います。現在、日本で働く外国人は約127万人、

は男性の20％以上、女性の15％以上が生涯未婚のま

2008年から３倍近く増えました。2019年から日本に

まだと言われています。つまり、男性の約５人に１

来る外国人労働者は34万人を想定されます。今後も

人、女性の約６人に１人が生涯結婚をしないと言う

外国人数はもっと増えるだと思います。だから、政

ことになります。昔は結婚して、子どもを持つのが

府は外国人のことに対して、どんな応援があるの

当たり前だと考えが一般的でしたが、現在は結婚し

か、外国人の権利をどんな解決ができるだろうと期

ても、子どもを育てる費用が大幅に増えるのため、

待しております。

子供を産まなくなってきます。また、
「独身生活の
自由さ」や「結婚をしないことへの偏見の減少」な
どから男女ともに結婚しない選択をする方も増えて
います。
少子化は進む一方なのに、待機児童問題はまだ解
決できないという意見が出ています。しかも、政府
は2019年度からの保育の無償化を打ち出しておりま
す。それは保育の需要をさらに掘り起こし、待機児
童を増やすことになるだろうと思います。また国の
基準を満たさない認可外保育所も無償化の対象とす
るなど、子どもの安全や命を脅かしかねない事態も
考えられます。日本の少子化が急速に進んだ背景に
は、人口の多かった団塊ジュニアやポスト団塊ジュ
ニアの未婚率が上がったことがある。それは企業が
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生き残りのために、正社員採用を絞り、若者の非正
規化を進めたために起こったのだ。不安定な雇用や
低い収入しか得られなかった若者が、どうやって安
心して子育てできるだろうかと政府がもっと関心を
持って解決できると子供を持ちたい若者に対して、
すごい応援になるのじゃないだろうかと思います。
そして、少子高齢化による影響としてはたくさん
ありますが、その中労働力不足という状況は一つに
なります。それを解決するために政府は、専門的、
技術的分野の外国人労働者を積極的に受け入れるこ
とになります。単純労働者の受け入れについては、
国内の労働市場をはじめ、経済社会や国民生活に大
きな影響を及ぼすとして、制限する方針をとってき
ましたが、日本人も外国人労働者対してもいろいろ
な問題が起きています。日本人は、中長期的な人口
減少への対応や競争力を支える労働力の確保のため
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central banks （such as motivating exports）,
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especially before and after the introduction of the
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所 属：神戸大学
経済学研究科
博士課程前期課程
２年

euro. In my first paper, I consider time-varying
copula models to further capture the change of tail
dependence in time.
For instance, the copula functions can help
us to capture the dependence structure in the
distribution of prices innovation. The normal and
student t copula can help capture the symmetric
tail dependence. More importantly, we are more
concerned about the asymmetric copula, being

Under the instruction of my Professor Hamori
in Kobe University, I further developed my
research in the topic of risk contagion in the

Clayton and Gumbel copula. The dropping
prices corresponds to the lower tail in the return
distribution.

financial markets or across the countries. This
kind of research is important because the market
traders are more concerned about the potential
risk in dramatically dropping prices of assets or
among the markets. To investigate the potential
risk, research on the co-movement among
financial assets returns tends to focus more on tail
dependence rather than linear correlation, as the
former can capture the dependence structure in
a period with extreme events（boom or crisis）.
Furthermore, research on tail dependence shows
that for most financial asset returns, there is
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more dependence during crash than during boom
periods（see, for example, Ang and Chen, 2002）.
Potential asymmetric characteristics exist in the
tail dependence structure. For instance, as shown
by Patton（2006）first, some exchange rate returns
exhibit asymmetric tail dependence. These results
related to tail dependence arouse our interest in
asymmetry in tail dependence.
In financial asset returns, tail dependence may
change over time. As shown by Patton（2006）, the
tail dependence of DM（Deutsche mark）-USD（US
-USD potentially
dollar）and YEN（Japanese yen）
changes over time, especially before and after the
introduction of the euro. Similarly, the exchange
rate returns reflect not only the financial market
but the consideration and behavior of the three
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In my first paper, for example, I studied the
tail dependence between Beijing Bank and
Ningbo Bank stock prices in China. The risk
in the dropping stock prices reflected by the
result of copula functions can clearly show us
the dependence structure. The innovation of
downward risk clearly had a drop in mid-2015,
before which there was a huge crash in 2015.
After the crash in 2015, the dependence structure
changed.
In this study on the share price returns of three
city banks, we investigate the potential dependence
structure. We use copula models rather than the
usual linear correlation to capture the detailed
tail dependence. We find evidence about different
strengths in two dependence structures and
changes between two diverse periods. First, we
compare dependence structure in the two pairs
of city banks. We observe a stronger correlation
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認知症、ご存じでしょうか
ヨウ

ロ

氏 名：姚 璐
出身地：中国
所 属：神戸大学
医学研究科
博士課程後期課程
３年

and tail dependence in the pair of Beijing Bank
and Nanjing Bank than that in the pair of Beijing
Bank and Ningbo Bank. Second, we observe
a major break in both dependence structures.
The correlation and tail dependence start to fall
drastically in both pairs. Similar to Patton (2006),
we use tail dependence, calculated by constant and
time-varying copula models, to capture the large
changes in dependence structures. Although the
tail dependence becomes higher during the first
period and the start of the domestic share market
crash, Beijing Bank seems much less dependent
on the other two city banks after the crash. The
risk-avoiding behavior is a possible cause of the
decrease in tail dependence. It is recommended
and involving less risky inter-bank business be
adopted.

います。毎日の生活や仕事などを正常に動いている
ため、高次脳機能、つまり認知というものが働いて
います。その中に一つだけの機能障害が現れ、日常
生活や仕事が正常に維持できなければ、認知機能障
害と呼ばれています。
認知機能障害は様様な原因で引き起こすことがあ
ります。精神疾患、脳血管障害、脳炎、中毒、脳外
傷などで認知機能障害を患うことがあります。認知
症は損害された脳の部位によって、人々の表現が違
います。例えば、記憶障害を中心に、道に迷った
り、同じことを繰り返し聞いたり、存在していない
ものを見えたり、怒りやすいになったり、知り合い
人の名前をお呼び出せなかったり、した事すぐ忘れ
たりなど、様様な症状が現れ、生活が不自由になっ
た目立てることが多いです。病状を自覚している患
者がいるし、自覚していない患者もいます。病気で
自信が失っていて、気持ちが落ち込み、さらにうつ
になる患者が少なくないです。
日 本 に は 平 成29（2017） 年10月 １ 日， 高 齢 化
27.7％に達してすでに超高齢社会に突入しました。
さらに，2025年に65歳以上の認知症有病者数は700
万人を超え，約５人に１人となると推計されていま
す１）。そして、私の母国――中国にも、深刻な高齢
化社会の問題がだんだん浮き出しています。2013
年１月に中国の国家統計局が発表した最新人口統計
データによると中国の人口は13億5404万人に達しま
した。65歳以上の人口は１億2714万人で、総人口の
９.4％を占めました。そのうち、70歳以上の高齢者
は32％、80歳以上の高齢者は11.8％を占めています。
2015年まで、中国の高齢者人口は毎年860万ずつ増
加しており、中国統計単位の予測では 2050年まで
に高齢者が４億5000万に達するという。また、80歳
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that strategies such as obtaining superior assets

私たち毎日、何かを記憶したり、勉強したり、言
葉を操ったり、計算したりなど、様様な活動をして
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以上の高齢者と要介護高齢者が年間100万ずつ増加、
2050年には80歳以上の人口が１億人を超えると見込

論文・研究内容の紹介

まれ、超高齢化社会へ突入すると予測されています
２）
。その膨大な高齢者の中、相当な認知機能障害に
なる人、さらに認知症を患っている人が多くことを
想像することができます。
一方、高齢化社会として、日本と中国を比べてみ
ると、文字的な「高齢化」の意味だけではなく、異
なる問題があります。日本は高齢化に突入していま
すが、先進国で医療制度や現状に対する整備なども
うしっかりして高齢化に対応できていると思いま
す。中国には今まで医療制度や介護制度などいろい
ろな医療に関することが改善していて、さらにまだ
整備していないことが少なくないです３）。認知症の
治療や検査などの費用をかかることがもちろん、認
知症に患った後の介護や心理的な支援などにも費用
をかかります。そして、ご家族に認知症についての
知識を伝えるや患者の行為を理解することも大事だ
と思います。それだけにとどまらず、社会的に広め
て宣伝することも大切だと思います。今まで現れて
いる高齢社会問題や認知症になる人口は母国に対し
て言葉で「任重道遠」と呼ばれるのは言い過ぎでは
ないと思います。
以上の現状によって、私の研究は、神経心理検査
を用いて、認知症の一種類――アルツハイマー病の
早期発見の目的として研究しています。将来高齢社
会に自分の力を捧げたいです。皆さん、もし周りに
誰かがその病気が患ってしまったら、この人にもっ
と優しく対応をして、理解してあげてください。
１）日本内閣府《平成30年日本高齢社会白書》引用
２）現 代社会文化研究 No.61 2015年12月 周金蘭《中国にお
ける高齢化の現状と高齢者対策》引用
３）https://gendai.ismedia.jp/articles/-/56274?page=2
《60歳以上が5億人に…！「超高齢大国」中国の未来がヤバ
すぎる》参考
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近年、高齢化が進んでいるため、日本は深刻な労
働力問題に直面して来ます。ですから、日本は外国
から労働者を非常に必要になります。2019年４月か
ら日本は特定技能という新しい就労ビザが発行しま
した。特定技能は「特定技能１号」と「特定技能２号」
という２種類が分かれてあります。
「特定技能１号」とは、不足する人材の確保を図
るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経
験を要する技能を要する業務に従事する外国人向け
の在留資格です。「特定技能２号」とは異なり、家
族の帯同は基本的に認められていません（家族帯同
不可）。また、在留期間を「通算で５年」を上限と
されています。全産業にて受け入れが認められるわ
けではなく、現在では、下記の「14分野」が定めら
れています。
（１）介護

（８）自動車整備

（２）ビルクリーニング

（９）航空分野

（３）素形材産業

（10）宿泊

（４）産業機械製造業

（11）農業

（５）電気・電子情報関連産業 （12）漁業
（６）建設

（13）飲食料品製造業

（７）造船・舶用工業

（14）外食業

「特定技能２号」とは、同分野に属する熟練した
技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
です。「特定技能１号」とは異なり、家族の帯同が
可能であり、また在
留期間の更新が可能
です。現在において
は、
「建設」及び「造
船・船用工業」の２
つ の 分 野 の み、 想

定されていますが、それ以外の業種では用意されて
いません。今後は特定技能ビザの受け入れ対象分野

自由投稿①

（業界）が拡大される可能性はあります。

ベトナムのアオザイ

現在、日本は、インド、インドネシア、ウズベキ
スタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネ
パール、バングラデシュ、フィリピン、ペルー、

グェン

ティ

フォン
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ミャンマー、モンゴル、ラオス、ベトナムという15
か国から特定技能外国人のみを受け入れています。
その中、フィリピン（３月19日）
、カンボジア（３
月25日）
、ネパール（３月25日）、ミャンマー（３月
28日）
、モンゴル（４月17日）、スリランカ（６月19
日）
、インドネシア
（６月25日）
、ベトナム
（７月１日）
が令和元年７月１日まで総合的対応策でMOCを作
成する旨が示された国になります。
この新しい在留資格は外国人就労者にとってはす
ごくいいチャンスになり、また、日本の企業にとっ
ても大きいな助けになりますが、労働者として日本
に来るという実習生ベトナム人が一つ、他の外国人

ベトナム旅行中、ベトナム女性の着るアオザイ姿
の可憐な美しさにハッと驚き感動する人々が多いと
思います。スレンダーな身体に長く横にスリットの
入った（アオ：AO）ですっぽり包みこみ裾の広かっ
たパンツを着ることで露出が少なく清楚でありシル

も日本人と同じような権利が持てるのかと少し気に

エットのしなやかさを伺わせる一方横のスリットか

なっています。また、自分が調べた上で、今まで実

らチラリとのぞく肌からほのかな色気も感じさせら

習生に関するいろいろ問題が行なっていますが、一

れます。そこでベトナムの文化の一つであるアオザ

番の問題は日本語です。もちろん、日本に来る前に
日本語を勉強することは無いといけないと分かりま
すが、気になるのは皆がどのぐらい勉強したか？勉
強しても実際に日本人と会話能力があるのか？など
と考えがあって、2019年４月２月にUNESCOクラブ
の一員として、先生たちとメンバーさんとベトナム
に国際ボランティア行きました。１週間の間、学校

イの歴史をご紹介いたします。
長い歴史の流れと共に変化しているアオザイのデ
ザインはその時代を反映する鏡でもありベトナムの
文化や歴史がみえてきます。
17世紀

４枚布のアオザイ！現在の形は５枚の布

を使用するが、この頃は４枚の布を組み合わせてお

を訪問する以外、日本語センターも訪問しました。

り、体のラインが隠れるデザイン。畑や市場での仕

３つのセンターに訪問をしましたが、それぞれ教え

事がしやすいよう、締め付けの少ない前開きのひら

ることも教え方もちょっと違います。私によってベ

ひらとしたアオザイを腰ひもで結バスタイルが主流。

トナムにある日本語センターは全て良いセンターで
はなく、皆さんも日本語をちゃんと勉強できてから

自由投稿

日本に来るではないと思います。だから、日本語を
あまりできない実習生は日本に来ても、仕事以外、
日本語学校か、日本語センターへ勉強に行ったらい
いじゃないだろうと思います。

「19世紀

５枚布のアオザイへと変遷

５枚の布

を使用し、左肩のあたりで前布をとめるスタイルが
主流に。この頃のアオザイには５つのボタンがあ
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り、その一つひとつに礼義、知性など儒教の五常の
德が込められているとされた。
「1940年代

西洋風アオザイが登場

1887年以降

のフランス植民地時代、アオザイもフランス文化を
取り入れた西洋風のデザインに変化を遂げた。ボ
ディラインを強調する。デザインが取り入れられ始
めるのもこの頃。
1950年代

現在の形に近いアオザイが主流

1958

年に初めてラグラン・スリーブが取り入れられ、体
のラインを強調するデザインが多く見られる。ボー
トネックのアオザイなど が登場し、アオザイが
もっとファッショナブル に進化した。
「1970年代

ヒッピーアオザイがトレンドに1960

年代後半から1990年代半ばまで、アメリカのヒッ
ピーカルチャーの影響を受け、ヴィヴィッドカラー
と奇抜な模様の布を使ったアオザイが流行。
ベトナム戦争中もヒッピー 文化に傾倒する若者
が着用した。
1980年代

ハンドペイントのアオザイが登場！

1980年代からミスアオザイコンテストがスタート。
古い伝統衣装としてではなく、ファッションとして
アオザイが再び注目を集め始める。1989年、ベトナ
ムを代表するアオザイデザイナーのシー・ホアン氏
がハンドペイントを施した芸術性の高いアオザイ
が爆発的人気に。ハンドペイントのアオザイは登場
当時邪道とされ、反発も受けたが、現在では定番と
なっている。
で、肩幅が狭い。しかし、ひきずるほど長いパンツ
とその下に厚底のサンダルを履けば身長をカバー。

自由投稿

また、肩の下の切り替えが、なで肩を魅力的にして
います。そして下着メーカーの調査では、Cカップ
の人の割合が1000人に４人というベトナム女性。ア
オザイを着るときは、カップ付き下着を着用してい
る人が多いとか。もちろんアオザイを仕立てるとき
も、アオザイ用下着を着用して作るのだ。結婚式を
数週間後に控えてダイエットに励む女性も。美しい
アオザイ姿のためには涙ぐましい努力も必要なのだ。
ベトナムの女性は、エレガントな外観を作り出す
アオザイの裏話としてアオザイのデザインは、ベ

ため、白いズボンと不規則なアオザイをよく着用し

トナムの女性の体型に適し、かつマイナス部分をカ

ます。現在、アオザイには、バラ、蘭、つぼみなど

バーしてくれる。一般にベトナム人は背が低く小柄

の花がたくさんある、大胆な国民的アイデンティ
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ティがあります。水仙かもしれません。また、多く
の種類の色とりどりの花、すべての色が、女の子や
女性の優雅で高貴で高貴な姿を呼び起こす可能性も
あります。
アオザイは永遠にベトナム人の誇りです。アオザ
イの美しさは、すべてのベトナムの衣服が豊かであ
り、ベトナム人の歴史のアオザイは女性の魂に中に
受け継がれています。
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日本のアニメは
日本と海外を繋がることが出来ます
カーペルス スティーブン

マルゲリート

エイ

氏 名：CARPELS STEVEN MARGUERITE A
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
３年

私は子供のときアジアの武道の映画や日本のアニ
メーションよく見ました。たとえば、ジャッキー
チェンさんという中国人の俳優が演技する映画とて
も楽しみました。武道やアクションだけでなく、
ジャッキーチェンさんが出る映画はコメディーでも
あります。また、「ベストキッド」（オリジナルタイ
トルは“The Karate Kid”）もとても好きでした。
なので、子供のとき以来武道およびアジア文化にた
いへん興味を持っています。７歳になったころテコ
ンドーという韓国の武道も始めました。テコンドー
を７年間、高校生になるまで続けていました。
しかし、７歳のときから（今まで）ずっと大好き
である日本のテレビ番組は「ドラゴンボール」です。
ドラゴンボールは武道に関するアニメだし、ストー
リーも面白いし、とてもはまっていました。子供の
とき見たドラゴンボールはフランス語の吹き替え版
でした。現在、アマゾンプライムでオリジナルな日
本語版を見ています。日本に入国する前に全く知り
ませんでしたが、私の誕生日はドラゴンボールの主
人公に関係があります。主人公の名前は悟空（ご
５９は「ごくう」としても発音出来るそうです。更
に、去年知るように
なりましたが、元号
のカレンダーの私の
生年月日は昭和59年
５月９日です。これ
を知って、「だから
ずっとドラゴンボー
ルが好きかな？」と
思うようになりまし
た。右の写真はベル
ギーで買ったアニメ
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自由投稿

くう）で、私の誕生日は５月９日です。日本では、

シリーズのコレクターズボックスの１つです。
10代のとき「るろうに剣心」というアニメも見ま
した。るろうに剣心では、日本の昔の時代や侍など
は沢山あります。こ
のアニメを見て、昔
の日本の文化につい
ていろいろなことが
勉強することが出
来、日本の伝統的な
文化に興味を持ち始
めたのです。左の写
真はベルギーで買っ
たアニメシリーズの
DVDの１つです。
20代 の と き、 ド
ラゴンボールみたいに大人気の「ワンピース」も見
るようになりました。ワンピースのストーリーは、
海賊についてですが、主人公たちは様々な島を訪れ
て、現在「和の国」の島にいます。和の国は侍が住
んでいる島で、また日本文化や歴史への参考が沢山
あります。右下の写真は日本で買ったワンピースの
漫画の一巻（巻九十一“侍の国の冒険”）です。
子供のときからこういうアニメを見て、日本語
だ け で な く、 日 本 歴
史や日本の伝統的な
文化に少しずつ興味
を持つようになりま
す。そして、10年前、
日本人とベルギー人
の夫婦が実家の隣に
引 っ 越 し て き て、 日
本の祭りや和食など
教 え て も ら い、 日 本

自由投稿

文化に更に深く興味
を持つようになりま
した。実家の隣の日本人と出会ったおかげで、日本
に旅行してみたいと思いましたが、もともとアニメ
を見たおかげで、日本文化および日本語に興味を発
生したと思います。10年前日本語を勉強したいと
思ったので、20代と現在アニメを見たり漫画を読ん
だりしています。そうして、日本語学校に行かず、
４年前来日することが出来ました。
現在、私のようにアニメや漫画が好きだから日本
文化と日本語に興味を持ち始める方がますます増え
ていると思っています。だから日本のアニメや漫画
は海外と日本を繋がることが出来ると信じています。
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が100名弱に上る大規模なものから、30名程度の小規

①日本人から見た留学生
チャ

アルム

模なもの、及び10名に満たないゼミがある。大規模
な講義では、当然ながら一人一人の反応を見ながら
説明を進めることが極めて困難であり、どうしても

氏 名：CHA AHRUM
出身地：韓国
所 属：日本経済大学
経済学部
３年

一方的な講義になってしまう。しかしながら、その

投稿：チャ アルムさんのご友人

者も少なからず存在する。大教室での講義で、その

ような講義スタイルでは、学生たちの興味関心を引
き付け続けることが非常に難しい。一部の熱心な学
生以外は、居眠りしたり携帯ゲームに興じたりする
ような学生をいちいち注意していたらキリがないの
で、あえて放置することになる。着任当初の私は、

私は神戸市へ転居する以前、九州の地方都市に居

それも学生の自己責任と切り捨てていた。しかしな

住しており、そこでは外国人の存在が神戸市ほど身

がら、そのような考え方が果たして妥当なものであ

近ではなかったが、大学院に進学したことで数名の

るのか、最近では疑問に感じるようになってきた。

留学生と交流する機会を得た。彼らは総じて当時の

日本の大学で勉強がしたい留学生たちに対して、

私より年長者であったが、同じ大学院で研究者を目

私のような教員ができることとは何か。それを教え

指す、いわば一種の「同志」として刺激的な日々を

てくれたのも、やはり教え子たちであった。今年か

送ることができた。

ら私のゼミに入ってきた学生たちは、皆、向上心が

私が院生時代に交流した留学生たちとの議論は、

旺盛であり様々な課題に対して果敢にチャレンジし

如何なるテーマであったにせよ有意義なものだっ

ている。私が出した課題に対して想定していた解答

た。大学院生時代の研究テーマに「日本型経営」を

を超えて、非常にユニークな分析を披露してくれる

選んでいた私にとって、留学生から見た日本社会や

ことも少なくない。少人数制のゼミでは教員と学生

日本企業についての指摘は新鮮であった。私は彼ら

の間で密接なコミュニケーションが可能であり、そ

との交流の中で、自国を外から観察することの大切

れゆえに学生たちの興味関心に沿った課題を与える

さを学んだのであり、同時に自分が母国について如

ことができる。留学生に限ったことではないが、自

何に表面的な理解しか持っていなかったかを痛感し

らの興味関心に合致した課題に直面した時、それを

た。その意味で、彼らは私自身を映す鏡であったと

解決できた時、そこから得られる達成感が人間を更

いえよう。

なる高みへと成長させる。私がゼミの学生たちに与

その後、紆余曲折を経て、私は神戸市にて大学教

えるべきは、まさに「達成感」である。
彼らは留学してまで日本で「何か」を学ぼうとい

学生の大半が留学生である。大学教員として初めて

う強いインセンティブを既に持っている。我々に求

受け持つ学生が留学生という状況に当初は戸惑いも

められることは、彼らの強い想いを受け止め、適切

あった。しかし、現在、私が教えている留学生たち

な課題を与えることによって成長につながる達成感

も、私が院生時代に出会った留学生と同様、遠い異

を得られるよう、彼らを導くことに他ならない。そ

国の地で自らの将来を懸命に模索しているという点

のように言うのは簡単であるが、実際に行なうこと

では何ら変わりはない。様々な想いを抱いて来日

は困難をきわめる。これからも私は留学生たちと一

し、不慣れな日本語で懸命に学ぶ彼らに対して、教

緒に成長していかなければならない。

日本人から見た留学生

員の職を得た。現在、私が勤務する大学は所属する

員としての自分に何ができるのかを日々自問せずに
はいられない。その意味では、教え子たる彼らもま
た、私自身を顧みる機会を与えてくれる鏡である。
現在の職場で私が担当している講義には、受講者
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理解した上で仕事をしてくれました。しっかりと自

②日本人から見た留学生
ソン

セイ

氏 名：孫 静
出身地：中国
所 属：日本経済大学
経済学部
４年
投稿：孫 静さんのご友人

分の意見をぶつけてくれたのは、上の立場に立つ私
として、信頼してくれているのだな。と思い、嬉し
かったです。
プライベートでも遊ぶようになり、彼女達の事を
より知っていきました。
"家族から離れ、外国へ行き、自立し、学校で学
び、日本人と仕事をして、日本人と関係を深める"
彼女達は尊敬に値する生活をしていると私は思い
ます。特に日本人は良くも悪くも真面目で、個性よ
り協調性の考えの人が多いので、日本でうまくいか

私が留学生に始めて出会ったのは、職場でした。

ない時や辛い事などいっぱいあると思いますが、全

元々外国人の友達は居ましたがプライベートで遊ぶ

部日本のルールに合わすのではなく、自分に対する

のと、仕事を一緒にするという事は話が別で戸惑い

リスペクトを忘れずに日本人の良いと思った所を取

ました。日本人との考えの違いや、文化などプライ

り入れて、違うんじゃないか？と思った事は知識と

ベートでは楽しさを最優先に考えてあまり気にしな

して学んでいってほしいと私は思います。

くて良い事ですが、仕事ではそういう訳にはいきま

疎外感か劣等感を感じてしまう時もあると思いま

せん。彼女達に仕事を教えるにあたり不安や戸惑い

すが、それは相手が理解がない上に浅はかな考えを

などで最初は悩んでいました。しかし結果は良い意

していると思い、自分らしく自信を持って前に進ん

味で裏切られました。

でいってほしいと思います。

特に若い女子達だけの職場で、他スタッフとどう

私は、私より日本という文化を学び、外国で生活を

打ち解けるのかが問題でした。ましてや日本人ス

し、自分の糧にする彼女達を尊敬し応援しています。

タッフの殆どが外国人と話した事もなく、あまりイ
メージの良くない偏見を持ったスタッフがほとんど
でした。
ただ彼女達は効率よく仕事をこなし、ゆっくりで
はあったものの他スタッフ達と仲良くなっていき、
居なくてはならない存在になっていきました。
その時には最初他スタッフが持っていた偏見などは
彼女達にはなかったように感じました。
仕事上での日本のルールや常識などで問題があっ
た時は彼女達が理解出来るまで話し合いました。日
本のルールが人として当たり前か？正解なのか？と

日本人から見た留学生

いわれるとそうではありません。ただ、日本で仕事
する上では日本人の上司がいる限りそうしないとい
けません。
理不尽な事や理解出来ない事など私自身、感じる
ぐらいなので、彼女達は私以上に苦労したのではな
いかと思います。
彼女達は疑問を持った時、私に"何故なのか"とい
う質問を素直に聞いてくれました。なので説明し、
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同窓会だより

2018年度同窓会 ～Fish in the Forest ～Tooth Tooth × そら植物園～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。2018年２月の生田
神社会館の送別会・同窓会に続き、2019年３月にFish in the Forest ～Tooth Tooth × そら植
物園～にて「神戸市・菅原奨学金送別会・同窓会」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事務局関係者にも参加していただき、奨学生が歌とダン
スを披露し、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。
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もご参加いただき、交
流を通じて、神戸市・菅原奨学金の絆を深めていきましょう。
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、皆様のご協力をお願い申し上げます。

49

活動アルバム
支

給

式

2019年度も30名の神戸・菅原奨学生が決定し、５月27日に神戸市役所にて支給式が行われました。
久元市長とご来賓の有馬様から期待と激励の言葉が贈られたあと、市長より奨学生へ支給証が交付
されました。奨学生を代表して兵庫県立大学のCARPELS STEVEN MARGUERITE A（カーペル
ス スティーブン マルゲリート エイ）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、神戸市の防災対策、外
国人向けの多言語でのSNS発信、神戸空港へのアクセス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
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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2019年11月18日に開催しました。

司

会：ネパール

カンデル ラビンドラさん

発表者：インドネシア
中国
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シンディ ニョランダさん

胡怡さんと李詩琪さん

ネパール

ネパル サロズさん

ベトナム

グェン ティ ミ リンさん

活動アルバム
就活セミナー
奨学生がエントリーシート講座と模擬面接に参加されました。

甯

宸さん

スティーブンさん

合同企業説明会
大勢の奨学生が合同企業説明会にも参加されました。

呉琪さん

アルムさん

スティーブンさん

バンさん

ボグダンさん

フォンさん
ミリンさん
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活動アルバム
第１回実行委員会
神戸・菅原奨学金奨学生として１年間の活動予定を説明後、歓談。

30名の奨学生の初対面

自己紹介

韓国大邱広域市青少年親善協力交流事業
アルムさんに通訳として協力頂きました。
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活動アルバム
観光危機管理訓練実施
参加者
ダオワラスさん

サロズさん

訓練中のテレビ取材

サモルさん

ダルマさん

職員から避難時の翻訳機やスマホ活用の説明を聞く様子

今後の予定
2019年12月
2020年１月
		
		
		
		
		
		
2020年２月

第2回実行委員会
第2回留学生との異文化交流サロン
発表者：ポンマラット ダオワラス（ラオス）
チャ アルム（韓国）
厳 綺婷（中国）
カザク ボグダン（モルドバ）
パッティ ダルマ ラズ (ネパール)
タムスハン オゲン サンガン(ネパール)
2019年度送別会・同窓会
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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、元気で勉学に励むとともに、神戸のまちを楽しんでおられますか。
2019年も残すところ、１か月、そろそろ今年の10大ニュースが話題になる季節を迎えました。
今年は５月に平成から令和に元号が変わりましたし、また10月から消費税が10％に引き上げられ
ました。秋にはラグビーワールドカップ日本大会が開催され、チームジャパンが大活躍するとと
もに、神戸でも４試合が開催され、多くの外国人が神戸を訪問したことが印象に残っています。
神戸市には現在48,000人を超える外国人の方が住んでおり、その人数は毎年増加傾向にありま
す。また４月の入国管理法等の改正により、特定技能が新設され、さらに外国人の増加が予想さ
れています。
このような状況を踏まえ、在住外国人へのワンストップ相談窓口「神戸国際コミュニティセン
ター」の機能について、今年９月から、相談窓口での対応言語を11言語に拡充しました。
また生活情報を集約したホームページ「神戸リビングガイド」をスマートフォン対応させるなど、
外国人の方によりわかりやすく利用しやすいものにリニューアルを行いました。さらに、神戸市
に転入して間がないなど日本語学習経験のない外国人を対象とする日本語教室も10月から長田区
にある「ふたば国際プラザ」で始めたところです。
私のミッションは、神戸に住む外国人、神戸を訪れる外国人、神戸と関係のある外国人の方の
１人でも多くが「神戸のまちが好きだから、訪れてみたい、住んでみたい、働いてみたい」と思っ
ていただくことだと考えています。
今、神戸で勉学に励んでいる皆さんが、神戸のまちをますます好きになり、神戸に住み続けた
い、働きたいと思ってほしい、そして、皆さんの本国にいるご家族、おともだちに神戸のまちを
PRしていただき、神戸のまちに多くの外国人の方が訪問し、住み、働くようになってほしいと考
えています。そのために、神戸国際協力交流センターとしても全力を尽くしていきますので、よ
ろしくお願いします。
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