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椙山女学園大学の
国際化ビジョンの制定を受けて

国際交流センター長　塚田 守

2015年7月、本学は「椙山女学園大学の国際化ビジョン」を制定

し、グローバル化時代にふさわしい女子大学として、国際交流を通

じて異文化理解を促進する方向を打ち出しました。国際交流センター

の役割も「本学における国際化を推進するために国際交流事業を通

じて学生及び教職員の教育研究に寄与すること」として、椙山女学

園大学運営会議の中に位置づけられることになりました。

国際交流センターには、「学生の海外留学の促進」と「海外大学等

との連携の推進」の役割を果たすことが期待されています。「学生の海外留学の促進」としては、2014

年度より「認定留学制度」を設置し、学生のニーズを満たす私費留学を可能にする制度的整備を行い、昨

年度と今年度は14名が認定留学生として英国、カナダ、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド

に留学しています。また、「海外大学等との連携の推進」に関しては、交換留学の伝統のある上海師範大学（中

国）、タスマニア大学（オーストラリア）、キャンベラ大学（オーストラリア）に加え、2014年度より、ニュー

ヨーク市立大学リーマン校（アメリカ）培材大学校（韓国）との提携を行い、9名の学生が派遣学生とし

て留学しています。2015年後期時点で、協定校より留学生9名受け入れ、留学生は授業だけでなく、さ

まざまな社会文化活動を通して本学学生と交流しています。全学学生総数5,841名から見れば小規模で

すが、スタディメイトの制度も導入することで、留学生だけで孤立せず、昼休みなどに本学学生と楽しく

交流できるようにしています。

国際化ビジョンが制定された今年度、2015年11月には、タイのスィーパトゥム大学との学生交換プ

ログラムも正式調印がなされ、交換交流先が5カ国になり多様化が進められています。本学全体の皆さん

のご協力の下、今後も国際化を推進する役割を果たしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

ニューヨークといって思い描くイメージはどのようなものであろうか？タ
イムズスクエア、セントラルパーク、高級ブランド店、オシャレなレストラ
ン…。そのため、私がニューヨーク出身だというと、このような華やかなラ
イフスタイルに精通していると思われる。だが実際には、私を含め、ニュー
ヨーカーにとってこれらは贅沢なものだ。タイムズスクエアやセントラル
パークにも滅多に行かないし、高級ブランド店やオシャレなレストランには
足を踏み入れたこともない。ニューヨークにある私の出身地は上述のイメー
ジとは対極的なところである。
私は、ニューヨークのブロンクスで生まれ育った。ブロンクスはヒップホッ

プの発祥の地、そしてニューヨーク・ヤンキースのホームタウンとして有名
だと思う。ニューヨークといって、ブロンクスを思い浮かべる人はいないと
思っていた。私のこれまでの学校生活も、ほかの人が想像するような米国の
学校制度とはかけ離れている。日本人のクラスメイトと互いの学校の違いについて話し合った際、私は、日本
の学校には制服があって授業も長時間で厳しいと思っていたし、逆にクラスメイトたちは米国の学校が「なん
でもあり」で自由だと思っていた。だが、話していくうちに、そのような考えが日米の学校すべてにあてはま
るわけではないことがわかった。

私の高校は、それほど厳しくはなかった。入学初日からいくつか
のルールが決められていたが、だれも守ろうとはしなかった。制服
着用も義務づけられていたが、私ともう1人が最初の数週間に着用し
ただけだった。だれも制服を着ることなく、着なかったからといっ
て処罰されるわけでもないとわかると、私もすぐに着るのをやめた。
こうして制服のルールは忘れられていった。1年目には、ときどき
宿題が課せられたが、実際にやってきたのは一部の学生だけだった。
私のクラスメイトの多くは男子で、乱暴でうるさくて、まじめに登
校しない生徒や、教師を敬わない生徒も多かった。
学校はあたかも遊びの場のようになり、3年生になる頃には、生徒

も教師もだれもがやる気を失っていたように思う。
私はそのような滅茶苦茶な環境に巻き込まれまいと心に決めた。1

年生の時、どうせ学校の昼食は食べないのだから、昼休みを社会奉
仕の時間に変えてほしいと願い出た。3年生になる頃には、その社会
奉仕でいくらかのお金をもらうようにもなった。このときに得た人

間関係のおかげで、きちんと生活していくこともできた。友人は多くなかったが、彼らとは同じ考えを持って
いた。彼らは冷静で、高校をしっかりと卒業しようと決めていた。
このようなわけで、私は卒業生総代として卒業し、親友は僅差の2位で卒業式の式辞を述べた。
私が日本にいるという事実は、だれでも日本に来ることができ、また海外で学ぶこともできることを示して

いる。自分の通う高校の評価がどうであれ、学歴は問題ではない。家族の収入も、民族的背景も問題ではない。
意思があるところに道がある。自分がどう思われていようと高校でがんばったそのモチベーションこそが、私
を来日へと駆り立てた。どんな困難に直面してもこの態度で立ち向かいたい。そして、私の友人たちも同じよ
うに立ち向かってほしいと思う。

意志あるところに道あり
── ブロンクスでの経験から訴える
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バスケス シャニークさん（受入交換留学生・ニューヨーク市立大学リーマン校）
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ウィリアム・ペトルシャック（文化情報学部教授）

グアムと言って想像するのは、どこまでも続く白い砂浜、グアムと言って想像するのは、どこまでも続く白い砂浜、

風にそよぐヤシの木、エメラルドブルーの海、ゆったりと風にそよぐヤシの木、エメラルドブルーの海、ゆったりと

したライフスタイル、トロピカルな休暇やハネムーン。いしたライフスタイル、トロピカルな休暇やハネムーン。い

わゆる「ミニ・ハワイ」といったところだろうか。しかし、わゆる「ミニ・ハワイ」といったところだろうか。しかし、

グアム大学（UOG）での研究発表のため私が訪れたグアムグアム大学（UOG）での研究発表のため私が訪れたグアム

はそれ以上であった。はそれ以上であった。

到着後の印象は良いものではなかった。空港からホテル到着後の印象は良いものではなかった。空港からホテル

までの高額なタクシー料金、怪しげな店やバー、クラブ、までの高額なタクシー料金、怪しげな店やバー、クラブ、

さらにブランドショップが連なる大通りをあてもなく（どさらにブランドショップが連なる大通りをあてもなく（ど

の時間帯でも）歩き回る観光客。さらに、クラゲがビーチの時間帯でも）歩き回る観光客。さらに、クラゲがビーチ

に出没したとか、下水処理の不手際でビーチまで汚水が流に出没したとか、下水処理の不手際でビーチまで汚水が流

れたといった、「トロピカルな時間」を楽しもうというさされたといった、「トロピカルな時間」を楽しもうというささ

やかな計画を脅かすような噂を耳にしては、たまったものやかな計画を脅かすような噂を耳にしては、たまったもの

ではない（幸い、単なる噂ですんだのだが）。ではない（幸い、単なる噂ですんだのだが）。

ところが、翌日UOGを訪問すると、思っていたグアムとは別のグアムを発見することになる。それは、グところが、翌日UOGを訪問すると、思っていたグアムとは別のグアムを発見することになる。それは、グ

アム大学の教育に対する情熱である。UOGの小規模で質素ではあるが機能的に設計されたキャンパスは多くアム大学の教育に対する情熱である。UOGの小規模で質素ではあるが機能的に設計されたキャンパスは多く

のイベントで賑わっていた。（3月10日は学会だけではなく地元の伝統文化の日でもあり、学生自治会のイベのイベントで賑わっていた。（3月10日は学会だけではなく地元の伝統文化の日でもあり、学生自治会のイベ

ントデーでもあった。）出会った人々は皆一様に（学会関係者だけでなく！）私を温かく迎えてくれ、教育へントデーでもあった。）出会った人々は皆一様に（学会関係者だけでなく！）私を温かく迎えてくれ、教育へ

の姿勢は積極的で熱意にあふれるものであった。UOGはまさしく物質的・物理的条件を克服し、教育的熱意の姿勢は積極的で熱意にあふれるものであった。UOGはまさしく物質的・物理的条件を克服し、教育的熱意

が勝利した場所だといえる。人口が少なく収入も限られた小さな島という経済的・地理的限界をものともせず、が勝利した場所だといえる。人口が少なく収入も限られた小さな島という経済的・地理的限界をものともせず、

卓越した学業を達成しよう、させようとする意欲にあふれた人々であふれていた。卓越した学業を達成しよう、させようとする意欲にあふれた人々であふれていた。

私たちの「日本人の短期英語留学への態度変化とアジアという選択肢」（Short-Term Overseas English 私たちの「日本人の短期英語留学への態度変化とアジアという選択肢」（Short-Term Overseas English 

Study for Japanese: The Changing Equation and Asian Options）と題された研究発表は、100人近Study for Japanese: The Changing Equation and Asian Options）と題された研究発表は、100人近

くの研究者による発表のうちの一つであった。セミナースタイルの教室にUOGの教授陣、院生をはじめとすくの研究者による発表のうちの一つであった。セミナースタイルの教室にUOGの教授陣、院生をはじめとす

る研究者が出席し、私の発表が始まった。その教室にある機材は非常にベーシックで、机は長年使い古され、る研究者が出席し、私の発表が始まった。その教室にある機材は非常にベーシックで、机は長年使い古され、

装飾などは皆無であった。しかしそこに集装飾などは皆無であった。しかしそこに集

まった人々の熱い視線がその場を一変した。まった人々の熱い視線がその場を一変した。

専門でもない大学院生達でも20分の発表に専門でもない大学院生達でも20分の発表に

聞き入りさらに驚くほど的確な質問をして聞き入りさらに驚くほど的確な質問をして

きたのだ。きたのだ。

もちろんUOGの関係者、特に私と同分野もちろんUOGの関係者、特に私と同分野

の教授陣と親交を深めたり、グアムをもっの教授陣と親交を深めたり、グアムをもっ

と探究したかったのだが、今回のグアムでと探究したかったのだが、今回のグアムで

の経験は非常にユニークで忘れがたいものの経験は非常にユニークで忘れがたいもの

になるだろう。そう、クラゲには出くわさになるだろう。そう、クラゲには出くわさ

なかったけれども。なかったけれども。

グアムの“熱”に吹かれて―UOG訪問記グアムの“熱”に吹かれて―UOG訪問記



上海師範大学との交換講演 （2014.11.17 ／ 2015.11.02）

センターニュース・ダイジェスト

タイ・スィーパトゥム大学と交換留学協定を締結 タイ・スィーパトゥム大学と交換留学協定を締結 （2015.10.30）（2015.10.30）

10月30日（金）、椙山女学園大学はタイのスィーパトゥム大学と交換留学生制度に関わる協定を締結しました。今後、両大学で
具体的な留学条件等を決めていきます。
同大学は、タイの伝統的な私立大学に数えられ、現在、11学部（41学科）及び大学院（17修士課程・6博士課程）課程で約2万

5000人が学んでいます。また、国際課程（International College）では、英語で授業が行われ、留学生とタイ学生がともに学ん
でいます。この学生交換協定に基づき本学学生が海外の大学で学ぶ機会が拡大し、今後さらに教育交流・学生交流が進展することが
期待されます。

海外留学を研究する
樋口謙一郎（文化情報学部准教授）

筆者は本学着任2年目から所属学部の短期研修の企画・引率を担当しているが、学生のニーズ、現地の学修・生
活環境の変化、トラブルやリスクなどの動向を常に追い、的確な指導を行っていくのは正直容易ではない。担当教
員は、個別学生への指導や現場での対処だけでなく、研修先の変更を学部に提案して了承を得て、現地の視察・交
渉も行ったりもする（そのための予算申請からして難題である）。また、交換・認定留学や私費留学の相談に来る
学生も多く、そのニーズに応え、効果的な学習に向けて支援をしていくためには、当方にも情報収集と経験の蓄積、
指導法の吟味が不可欠である。京都に行ったことのある日本人なら誰でも修学旅行を企画・引率できるというわけ
ではないのと同じように、あるいはそれ以上に、海外留学・研修の企画・指導は、現地経験と語学力さえあれば何
とかなるというものではないのである。
かような思いや悩みを抱えている教員は、本学はもとより全国の大学に数多くいるだろう。そこで、海外留学・

研修をめぐる諸問題を整理、検討し、その成果を教育に生かしていくこと、つまり「海外留学の研究」が必要だろ
うと考えるに至った。
本学では現在、「『アジア英語留学』の動態と展望：日本の英語教育への示唆とインパクトの検討」（代表＝ウィリ
アム・ペトルシャック文化情報学部教授）と、「日本の大学生の『留学離れ』の再検討と現状打開に向けた研究と提
言の試み」（代表＝山澄亨・現代マネジメント学部教授）の2つの共同研究が科研費採択課題として進行中で、筆者
も研究の一端に加わっている。前者は、英語学習を目的とするアジア諸国への留学（「アジア英語留学」）が拡大し
ている趨勢を踏まえ、その動向・実態を明らかにするとともに、日本の英語教育への示唆・インパクトについて諸
外国との比較により考察する。後者は、大学生の「留学離れ」という状況の打開に向け、学生や大学教職員が抱え
る問題の洗い出しにより、留学支援教育に関する実質的な提言を行うことを目指すものである。
実際、欧米においてはStudy abroad research などと称され、近年では国際会議なども活発に行われている。
その一つ、昨年カナダ・ハリファックスで開催された The Conference of the Culture of Study Abroad for 
Second Languagesには、本学からペトルシャック教授と筆者も出席したが、そこでは異文化適応、教育手法、
相互理解、アイデンティティ、さらには留学営為の権力性やジェンダーの問題など、幅広いトピックについての討
議が行われた。これらのほか、協定の締結プロセス、留学担当者・部署の役割、リスク管理教育などについても、
現状把握と問題解決の努力が必要になってくるだろう。「留学研究」を深めることにより、個性、魅力、効果にあ
ふれた海外留学・研修の機会を学生に提供していく上で、微力ながら貢献していきたい。

マレーシア科学大学を訪問 （2015.11.02）

椙山女学園大学ショートプログラムを実施 （2016.02.09 ～ 23）



上海師範大学との交換講演上海師範大学との交換講演 （2014.11.17 ／ 2015.11.02） （2014.11.17 ／ 2015.11.02）

タイ・スィーパトゥム大学と交換留学協定を締結 （2015.10.30）

第6回は2014年11月17日に椙山女学園大学で実施しました。上海師範大学経済学博士の孟華先生をお招きし、「上海ホワイトカ
ラー女性の文化消費傾向について」と題して講演していただきました。中国の経済発展に伴って女性の文化的志向は高まっているもの
の、仕事と家庭の両立の負担が重く、社会的サービスも十分でない現状が説明され、参加した本学学生にも共感した人が多くいたよう
です。
第7回は2015年11月2日に上海師範大学で開かれ、招聘された広瀬正浩国際コミュニケーション学部准教授が、「日本のアニメー

ションにおける声優の存在感」と題して講演いたしました。司会は孟先生、受入交換留学生OGが通訳を手伝ってくれました。中国に
は日本のアニメに関心がある若者が多いため会場が満室になるほど盛況で、講演後も残って質問をする学生もいるほどで、関心の高さ
が伺えました。

平成28年2月9日から2月23日の日程で、2015SUGIYAMA SHORT PROGRUMと題して、短期滞在で日本語習得および日本
文化を体験するプログラムを実施しました。タイのスィーパトゥム大学より交換留学生が4名参加し、韓国の培材大学校より1名の学
生が参加しました。このプログラムは日本語の授業だけではなく、日本文化、産業などを知るためのアクティビティとして、アニメ映
画「となりのトトロ」に登場するサツキとメイの家を映画のまま再現した施設の見学、日本の食文化に関する体験型博物館や自動車製
造工場見学なども取り入れたものです。タイからの交換留学生は、来日した当初は気温差におどろいていましたが、下呂の町並みを散
策する学外学習では、あいにくの寒い天候にもかかわらず、日本の古い町並みを興味津々に見学しているところが印象的でした。最終
日の修了式では日本語での修了報告も行い、留学生5名は全てのプログラムを修了し無事帰国しました。

11月2日（月）、塚田守国際交流センター長（国際コミュニケーション学部教授）と、樋口謙一郎国際交流委員（文化情報学部）が、
マレーシア科学大学を訪問し、両大学の交換留学の実現可能性について協議しました。両大学の有意義な交流のために一層努めてまい
りたいと思います。

マレーシア科学大学を訪問マレーシア科学大学を訪問 （2015.11.02） （2015.11.02）

椙山女学園大学ショートプログラムを実施椙山女学園大学ショートプログラムを実施 （2016.02.09 ～ 23） （2016.02.09 ～ 23）
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派遣・受入交換留学生のための恒例行事も活発に実施中！
2015年度受入交換留学生歓迎式（2015.04.16 ／ 10.08）
2015年度椙山女学園大学受入交換留学生4名（タスマニア大学1名、上海師範大学3名）の歓迎式を4月16日に開催しました。
歓迎式では、塚田守国際交流センター長、森棟公夫学長による挨拶に続き、留学生が慣れない日本語に苦労しながらも自己紹

介を行いました。留学生たちは「将来は日本で働きたいから頑張りたい」、「日本語のレベルをさらに向上させたい」などと抱負
を語っていました。
留学生と参加した日本人学生は、料理とともに、お互いの国や大学の印象について話し合うなど交流を深めていました。
また、10月8日には、後期から来日した受入交換留学生5名（タスマニア大学1名、ニューヨーク市立大学リーマン校3名、

培材大学校1名）の歓迎式を開催しました。

受入交換留学生修了式・送別会（2016.01.30）
2016年1月30日に受入交換留学生8名（タスマニア大学2名、上海師範大学3名、ニューヨーク市立大学リーマン校3名）

の修了式を開催しました。
留学生たちは、大学関係者、ホームビジットやインターンシップでお世話になった方々の前でお礼のスピーチを行いましたが、

その姿からは確かな成長がうかがえました。また修了者の一人が作成した、留学生同士の友情を題材としたスライドショーを式
典の最後に上映し、出席者の感動を呼びました。
続けて行った送別会では、一転にぎやかなムードで進行し、留学生たちが日本語の歌を披露するなどで盛り上がりました。料

理とともに先生方や日本人学生たちと日本での思い出を語り合いながら、それぞれ別れを惜しんでいました。

交換留学・認定留学説明会（2015.06.06 ／ 12.09）
交換留学・認定留学説明会を、2015年6月6日と12月9日の2回行いました。6月は、オーストラリアのキャンベラ大学と

タスマニア大学、米国のニューヨーク市立大学リーマン校、中国の上海師範大学、韓国の培材大学校への交換留学に関して学修
や海外生活等について、教員や留学経験者がそれぞれ紹介。また認定留学制度に関する出願方法等についても説明を行いました。
12月は「椙山発 英語〈で〉学ぶ留学へ！」と題して、選抜試験が間近に迫ったニューヨーク市立大学リーマン校の紹介のほか、
新たに協定を締結したタイ・スィーパトゥム大学、そして認定留学先としてオーストラリア・サザンクロス大学の紹介を行いま
した。

派遣交換留学生の現地レポート　＜椙山からニューヨーク市立大学リーマン校へ＞

タスマニア大学から椙山へ
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多様な価値観に触れ、歴史の現場を歩いた1年
森本 佳奈（国際コミュニケーション学部4年生）

私は以前、ほかの2カ国にワーキングホリデーで行ったことがありましたが、アメリカでもさらに勉強したい、そして英語のリー
ディングやライティングの力も鍛えたいと思い、この留学を決意しました。
この留学の最大の魅力は、ESLに行くことなく最初から学部の授業を受講できるところです。英語で書かれた教科書やプリント

を毎週数百ページ読むことは大変で、専門的な単語が出てくると躓いてしまい、先に読み進めるのが困難でした。日常生活では使
わないような、知らない単語が山ほどあり、まずはそれらを覚えることから始まりました。単語を覚え、読書量をこなすことで、
今では長文を読むことに抵抗がなくなりました。さらに後期には毎週レポート提出があり、ライティングの力も鍛えられました。
日本でも人種問題に関する授業を受講していましたが、日本での生活で差別を受けることがなく、リアリティを感じていません
でした。リーマン校ではアフリカ系アメリカ人や公民権運動に関する授業を受け、クラスメイトとディスカッションをすることに
より、多くの人の生の声を聞くことができました。アフリカ系アメリカ人、ヒスパニック、ネイティブアメリカン、移民の学生など、
各々が異なる背景で育ち、異なる価値観や考え方があり、一つの問題について多くの意見に触れることになり、常に新しい発見が
ありました。
労働運動、公民権運動、女性解放運動についても学びました。キング牧師のスピーチが行われたワシントンD.C.にも行きました。
モノクロのビデオで見た場所を自分の足で踏んだときは、とても感慨深かったです。
これらの経験は、椙山で授業を受けていただけではできない貴重なもので、このような機会をくださった先生方には感謝の気持
ちでいっぱいです。

椙山の留学には〈すべて〉があった！
ティー二ー ケイリー（タスマニア大学）

私の留学目標は、日本語の能力を伸ばすことと自信をつけること、そして一人暮らしの生活を経験して、その生活に慣れること
でした。これらの目標はほぼ達成できたように思います。
留学中、日本語の上達を実感し、母国語ではない言語でコミュニケーションができるようになったことが、自信や意欲につなが

りました。日本語の授業はクラスが分かれていて一人で受けることもありましたが、寂しかったことはなく、自分のペースで進め
ることができ、ゆとりもあったため、むしろ本当に感謝しています。
インターンシップでは「伊良湖シーパーク＆スパ」というホテルにお世話になりました。日本の職場を経験でき、当初思ってい

たよりも仕事ができました。優しくて面白い人たちにも出会い、よい思い出になりました。
見学旅行では、犬山で鵜飼を見るなど、外国人観光客があまり行かない場所にも連れて

行ってもらいました。ホームステイをしたり、郡上八幡にも行ったり、友禅染を作ったり
もしました。
私は、オーストラリアで空手部に所属していましたが、椙山のクラブにも入り、日本人

学生と毎週一緒に練習しました。日本で空手をやる機会があってよかったと思います。
最後に、スタディメイトについてです。スタディメイトとは、一緒に勉強したり、文化

活動などをしたりする日本人学生のことですが、さまざまな質問などもゆっくりすること
もできて、仲良くなりました。
このように、授業以外にも多くのことが充実していました。日本語、日本文化、生活、

友達…留学にはすべてがあったのです。

タスマニア大学から椙山へタスマニア大学から椙山へ



第7号をお送りいたします。編集に御協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
A Window Open to the Worldは今回から英語版も刊行することになりました。センター長が
巻頭言で述べているように「椙山女学園大学の国際化ビジョン」が制定され、国際交流セン
ターの任務も質・量ともに増大しております。韓国やタイの協定校との事業も本格化し、さ
らに新規の協定締結や事業多角化も推進される計画です。学部レベルでも、タイ・ワーク
ショップ（生活科学部）や韓国語研修（文化情報学部）が正式にスタートするなど、国際交
流や海外教育が活発化しています。この機関紙も、それらの成果を広く伝えていくという使
命を果たすべく、紙面の充実を図ってまいりたいと存じます。御意見、御感想などをお寄せ
いただければ幸いです。 （2016.3.1 K.H）

■ご意見・ご要望などはこちらへお寄せください。
　椙山女学園大学国際交流センター
　TEL：052-781-5674（直）　FAX：052-781-2038　E-mail：ciep@sugiyama-u.ac.jp

国際交流センターは、平成27年1月に椙山人間交流会館からEX棟2階に移転いたしました。これまでの場所と比べ
て少々手狭なスペースとなりましたが、その分スタッフと留学生がよりコミュニケーションを取りやすい環境となりま
した。
また、以前は日本人学生や留学生がばらばらに座りまとまりのない印象であったランチタイムも、全員が同じテーブ
ルを囲むことになり、大変にぎやかで活気のある交流ができるようになりました。
留学に関する図書の貸出、PCスペースの開放などのサービスはこれまで通り提供しております。今後はPCの更新や
学生同士の交流スペースの整備を予定しています。
さらに、これまで以上に日本人学生ボランティアが有効に機能するように、国際交流センターとしても組織的にバッ
クアップしていきたいと思います。

2015年度は近年になく多くの留学生が来訪した一年となりました。
あらたにアメリカ ニューヨーク市立大学リーマン校と韓国 培材大学校からの学生交換がスタートしたことで、今年
の受入交換留学生は計9名となりました。人数が昨年より倍増し、様々な人種・個性が集まることで、留学生同士が円
滑にコミュニケーションを取れるかどうかが一番の不安材料でした。ところが留学生同士はすぐに打ち解け、互いに大
切な友人となるのに時間はかかりませんでした。それは留学生をサポートする日本人学生も同じで、留学生の思いに応
えようと学習や生活の悩みについて一生懸命応えていました。
昨年度8月に実施した短期受入プログラム（サマープログラム）は、今年度椙山女学園大学ショートプログラムと名
称を改め、2月に実施しました。タイから4名、韓国から1名の留学生が参加し、覚えたての日本語を駆使しながら、
すぐに心を通わせ仲良くなっている姿が印象的でした。
留学生たちがこうした関係性を築くことが出来たのも、相手に対して思いやりを持ち、偏見を持たず素直な気持ちで
交流したからだと思います。日本人学生はもとより我々スタッフもこの精神に学び、これまで以上に留学生から信頼さ
れ、拠所となる国際交流センターを目指したいと思います。

グアムと言って想像するのは、どこまでも続く白い砂浜、

風にそよぐヤシの木、エメラルドブルーの海、ゆったりと

したライフスタイル、トロピカルな休暇やハネムーン。い

わゆる「ミニ・ハワイ」といったところだろうか。しかし、

グアム大学（UOG）での研究発表のため私が訪れたグアム

はそれ以上であった。

到着後の印象は良いものではなかった。空港からホテル

までの高額なタクシー料金、怪しげな店やバー、クラブ、

さらにブランドショップが連なる大通りをあてもなく（ど

の時間帯でも）歩き回る観光客。さらに、クラゲがビーチ

に出没したとか、下水処理の不手際でビーチまで汚水が流

れたといった、「トロピカルな時間」を楽しもうというささ

やかな計画を脅かすような噂を耳にしては、たまったもの

ではない（幸い、単なる噂ですんだのだが）。

ところが、翌日UOGを訪問すると、思っていたグアムとは別のグアムを発見することになる。それは、グ

アム大学の教育に対する情熱である。UOGの小規模で質素ではあるが機能的に設計されたキャンパスは多く

のイベントで賑わっていた。（3月10日は学会だけではなく地元の伝統文化の日でもあり、学生自治会のイベ

ントデーでもあった。）出会った人々は皆一様に（学会関係者だけでなく！）私を温かく迎えてくれ、教育へ

の姿勢は積極的で熱意にあふれるものであった。UOGはまさしく物質的・物理的条件を克服し、教育的熱意

が勝利した場所だといえる。人口が少なく収入も限られた小さな島という経済的・地理的限界をものともせず、

卓越した学業を達成しよう、させようとする意欲にあふれた人々であふれていた。

私たちの「日本人の短期英語留学への態度変化とアジアという選択肢」（Short-Term Overseas English 

Study for Japanese: The Changing Equation and Asian Options）と題された研究発表は、100人近

くの研究者による発表のうちの一つであった。セミナースタイルの教室にUOGの教授陣、院生をはじめとす

る研究者が出席し、私の発表が始まった。その教室にある機材は非常にベーシックで、机は長年使い古され、

装飾などは皆無であった。しかしそこに集

まった人々の熱い視線がその場を一変した。

専門でもない大学院生達でも20分の発表に

聞き入りさらに驚くほど的確な質問をして

きたのだ。

もちろんUOGの関係者、特に私と同分野

の教授陣と親交を深めたり、グアムをもっ

と探究したかったのだが、今回のグアムで

の経験は非常にユニークで忘れがたいもの

になるだろう。そう、クラゲには出くわさ

なかったけれども。

グアムの“熱”に吹かれて―UOG訪問記
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