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知求会ニュース

2015 年 12 月                              第 56 号

                                         

◎ 教職員人事異動

泉山隼人さん

国際学部事務部職員の泉山さんが 7 月 1 日付で学務部修学支援課国際学部係に異動され

ました。泉山さんは国際学部には１年 3 か月間在籍されていました。裏方として国際学研

究科・国際学部の事務を円滑に、かつ前進的に采配されてこられました。在籍期間中は本

当にお疲れ様でした。

◎ 9 月入試合格結果

国際社会研究専攻 一般 1 名・社会人 2 名・外国人 1 名 計 4 名

国際文化研究専攻 一般 1 名・社会人 0 名・外国人 2 名 計 3 名

国際交流研究専攻 一般 1 名・社会人 3 名・外国人 1 名・

         国際交流・国際貢献活動経験者 1 名  計 6 名  合計 13 名

◎ 平成 27 年度 第 1 回 各学部等同窓会連絡協議会報告

2015（平成 27）年 9 月 10 日(木)午後 4 時から、宇都宮大学 UU プラザ(2 階)コミュニティ

フロアにて、平成 27 年度第 1 回 各学部等同窓会連絡協議会が開催されました。出席者は

石田朋靖学長・藤井佐知子理事・池田宰 理事・茅野甚治郎 理事・田巻松雄 国際学部長・伊

東明彦教育学部長・石井清 工学研究科長・杉田昭栄 農学部長の大学側 8 名と事務局担当者

4 名、土屋伸夫 国際学研究科同窓会会長・松本展壽 教育学部同窓会会長・小林哲夫 同副会

長・阿久津嘉子 同事務局長・清水由行 工学部同窓会会長・上澤和彦 同副会長・和賀井睦夫

農学部峰ヶ丘同窓会会長・吉澤緑 同理事長の同窓会側 8 名でした。議事内容は、協議事項と

して、特になし。検討事項として、１．各学部同窓会の活動報告等について、２．大学に

対する要望等について、３．その他、そして大学の現状報告等がなされました。

◎ 掲載記事紹介

１．UU now38 号 (平成 27 年 11 月 20 日発行) 12－13 面に「研究 keyword」コーナーで「研

究テーマと私のルーツ」の内容で、スエヨシ アナ先生の記事が掲載されました。

◎ 国際学部だより

１．読売新聞 朝刊 (平成 27 年 10 月 1 日発行) 31 面に、「イスラム教徒も安心観光 稲刈りな

ど体験」と題して、「ハラール研究会」の斎藤夢子さん(国際学部 3 年)のコメントが掲載

されました。
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２．まちぴあ No.15 秋号 (平成 27 年 10 月 18 日発行) 1～3 面に、「フェアトレード座談会」

と題して、リソース・ネットワーク代表葛原南美さん (国際学部国際社会学科 2 年)とカケ

ハシーズ代表の小野泰雅さん(国際学部国際社会学科 2 年)の記事が掲載されました。

３．下野新聞 朝刊(平成 27 年 3 月 21 日発行) 3 面に、「宇都宮大 在日外国人枠を新設 次回

入試から南米系など」と題して、「『外国人生徒』は複数の言語と文化を有し、グロー

バル人材へ成長するポテンシャル（潜在的な力）を持つ生徒も少なくない」の内容で

田巻松雄先生のコメントが掲載されました。

４．下野新聞 朝刊 (平成 27 年 5 月 20 日発行) 21 面に、「宇大で 24 日イベント 平和の意味

考えよう ワークショップや映画」と題して、「You Are the One Project うつのみや」

代表の三上果南子さん(国際学部 3 年)のコメントが掲載されました。

５．下野新聞 朝刊 (平成 27 年 5 月 26 日発行) 25 面に、「平和を見詰め直す 宇大で学生がイ

ベント」と題して、国際学部 3 年生の有志「You Are the One Project うつのみや」主

催の記事が掲載されました。

６．朝日新聞 朝刊 (平成 27 年 7 月 3 日発行) 25 面に、「市長と学生 市政を語る 宇都宮 宇

大生企画の意見交換会」と題して、菅野翼さん(国際学部 4 年)のコメントが掲載されま

した。

７．下野新聞 朝刊 (平成 27 年 7 月 26 日発行) 27 面に、「誘客へ山あげ祭モニターツアー ム

スリムの目で観光評価」と題して、「ハラール研究会」の記事が掲載されました。

○刊行案内

１．髙橋豊さん(国際社会研究専攻・第 1 期生)が、2015(平成 27)年 12 月 5 日に『日本の近代化

を支えた文化外交の軌跡～脱亜入欧からクール・ジャパンまで』（福村出版）を刊行し

ました。（http://www.fukumura.co.jp/book/b213908.html）

研究室訪問 45 第 9 号から国際学研究科に関係する内外の先生方に寄稿をお願いしたコ

ーナーを設けました。第 45号は国際社会交流研究講座所属の立花有希先生にお願いしまし

た。

「多文化に開かれた教育を目指して」

                                  立花 有希

2014 年度から「多文化共生教育演習」を担当しています。多文化共生教育とは、文化的

背景の異なる者同士が共にあるとき、それが個人の成長・発達にどのような影響を与える

のか、学校をはじめとする組織はどのような変更を求められるのか等について考察する教

育学の一分野です。同様の内容が諸外国では、多文化教育、異文化間教育、反人種差別主

義教育という領域名で呼ばれている影響もあって、日本でも、日本独特の表現である多文

化共生教育ではなく、それらの語が用いられることもありますが、名称の統一の問題はさ

ておき、日本を含む各国で現代的な課題となっているテーマの一つです。
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演習では、受講生全員で関連文献を読み、担当者が整理した要点に則ってディスカッシ

ョンするという古典的なスタイルで学んでいます。以前、尊敬する先生の演習を見学させ

て頂いた時、その方が「できるだけ私が口を出さないようにしています。我慢するのは大

変ですが」とおっしゃっていたことが少しわかるようになってきました。受講生同士で理

解を深めるための議論をすることがいかに重要で、教員が口をはさみたい衝動を抑えるの

はいかに大変か（笑）。今年は、宇都宮大学が日本比較教育学会の大会校になっていたの

で、受講生の多くに大会スタッフとして協力してもらったのですが、学会で個人発表やシ

ンポジウムに出席したことにより演習の議論の質が飛躍的に高まり、若い世代の吸収力に

驚かされると共に、そのような経験ができる機会を意識的に提供していく責任を感じまし

た。

卒論に向けては、各自が設定したテーマに基づいて研究を進めています。オーストラリ

アの反人種差別主義との比較を通じた日本のいじめ問題に関する研究、地域の多言語・多

文化性の視点から考える防災教育、国籍がアイデンティティ形成に与える影響についての

考察、といった私自身も研究してみたいと思うようなテーマが並んでいて、毎週の新しい

報告を楽しみにしています。この卒業研究を通じて、学生には、知る喜び、学ぶ面白さを

存分に堪能してほしいと願っています。

自身の研究は、ドイツにおける移民の子どもの言語教育を主な対象としてきました。第

二次世界大戦後のドイツへの移民は、外国人労働者、アウスジードラー（ドイツ系帰還者）、

庇護権者、EU 市民等さまざまですが、近年は周知の通り“難民”の流入が急増していま

す。ドイツでは人口の約 2 割に移民背景がある（本人または親、祖父母のいずれかが移住

者である）とされ、その統合に向けた努力が重ねられていますが、なかでも教育の果たす

役割は大きく、ドイツ語教育には特に力が注がれています。移民の子どもに対するドイツ

語教育というと、ドイツに来たばかりの子どもを対象とした短期間の集中的なものを思い

浮かべられるかもしれませんが、それだけではありません。ドイツ生まれであっても、両

親がドイツ語を話さない場合など家庭でドイツ語にふれる機会が少ない子どもには、就学

前のドイツ語教育が重要です。この認識は連邦レベルでも共有されていて、移民背景を持

つ子どもの就学前ドイツ語教育が重点的に強化されています。現在、私もドイツで多言語

環境にある子どもの幼少期の言語教育について調査・研究を進めているところです。

就学前ドイツ語教育では、読み書きではなく、それを学び始める前の素地を養っておく

ことに主眼が置かれます。具体的には、語彙を増やす、基礎的な文法（ドイツ語のきまり）

を習得させる、単語でなく文章の形で話すこと等が目指されています。それにとどまらず、

ことばへの興味・関心を持たせることにも配慮されています。単に一定のドイツ語スキル

を教えこむのではなく、その後の言語発達、さらには生涯にわたって学び続けられるよう

になるための基礎を育むことにこそ意義があるからです。

ドイツ語だけでなく、子どもが家庭で話している言語の発達にも目配りする教育実践も

あります。多言語化したドイツでは、すべての言語に対して適切な教材と養成された教員
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とを用意することが難しいため、限られた条件の中で小さな工夫が積み重ねられていて、

例えば、今年、調査で訪れた就学前施設では、字のない絵本を活用していました。子ども

は、園では先生と一緒にその本をドイツ語で“読み”、物語を理解したら、家では親のこ

とばで親に語り聞かせるというものです。子どもがわからなかったり、間違えたりすれば、

母語話者である親が手助けするといういたってシンプルな活動ではありますが、母語話者

ではあっても言語教育の専門家ではない親を言語教育の専門家が方法論面で支え、家庭で

の言語継承を促し、子どもの言語資源の活用を図る一例です。

このような個別的な取組から、連邦・各州の政策まで、ドイツの経験を分析することで

日本への示唆を積極的に得ていきたいと考えています。そのためにも、今後も学生たちと

一緒に切磋琢磨していきたいと思います。

（2015 年 12 月 5 日原稿受理）

博士録 33 第 22 号から今後の博士誕生を鑑み、新コーナーを設けました。第 33 回目には

内山研究室 OB の古泉達矢さんにお願いしました。

「無題」

                                  古泉 達矢

はじめまして。国際学部４期生（1998 年度入学）の古泉達矢と申します。2013 年 11 月

に博士論文を東京大学へ提出し、現在は金沢大学で教鞭を取っています。

博士論文では 19 世紀中葉から 20 世紀中葉に至るまでの、香港におけるアヘンの小売販

売政策の変遷を扱いました。私とアヘンとの関わりは宇都宮大学在学中に内山雅生先生の

もとで、卒業論文のテーマとして日中戦争期における日本の中国大陸でのアヘン政策を扱

ったことに始まります。その後、修士課程へ在籍中に香港のアヘン政策に着目し、結果と

して同じテーマで博士論文を書き上げました。今にして思えば、宇都宮大学で内山先生の

謦咳に接することがなければ、高校時代を理系クラスで過ごした私が歴史学に関心を持ち、

研究者を志すこともなかったでしょう。

現在国際学部に所属している学生諸君には、是非とも海外への留学を経験してもらいた

いと思っています。私自身は学部４年の時に遅ばれながら１年間イギリスのロンドンへ留

学し、その後大学院へ入ってからも博士課程の際に９ヶ月ほど香港へ滞在しましたが、い

ずれも異文化を肌で感じることのできる貴重な体験でした。とりわけ日本の常識が非常識

となる社会を、想像するだけでなく実際に経験することは、世界各地における社会や文化

の多様性を理解する上で極めて重要なものと思います。

これから日本と海外の国々との交流はより深まるでしょうし、国内にいても海外から来

た方々との接触はますます増えるでしょう。より多様性のある社会で自身の立場を相対化

し、相手の立場にも立って物事を捉えようとすることは、自分の経験を振り返って考えて

みても、なかなか容易な事ではありません。それでもなお、私には多様化した社会に身を
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置き、精神的に豊かな生活を送るためには、そのような努力は払うに値するように思われ

ます。個人的には、そのようなことが自然とできる人間になりたいと思っています。

（国際学部 国際社会学科 第 4 期卒業生）

（2015 年 08 月 30 日原稿受理）

編集注：論文の概要は、東京大学附属図書館のリポジトリ「UTokyo Repository」から見ら

れます。アドレスは以下の通りです。

（http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/handle/2261/57589）

知究人 28 第 9 号から特に、国際学部出身者で他大学院へ進学された方に、寄稿をお願

いしたコーナー(ちきゅうびと)を設けました。今回は、国際学部卒業生 OG の高橋由香里さ

んにお願いしました。

「A Steep Learning Curve －私の好きな場所」

高橋 由香里

北 England の Yorkshire に Scarborough（スカボロウ）という小さな港街がある。London
から York まで 2 時間くらいかかるが、さらに 30 分ほど北に行くと到着する。小高い丘に

荒廃した古いお城があって、その近くには歴史のある街の教会、海沿いには静かな白いビ

ーチが広がる美しい街である。私はそこで、Oxford のコースを始めるまでの数ヶ月間を過

ごした。語学学校からステイ先の家にはまっすぐ帰らず、ダウンタウンへ寄って、坂道を

下がったり登ったりしながら、古城や教会の敷地内にある墓地を眺め、お城とは反対側に

ある南の崖までビーチ沿いをよく歩いた。その南の崖が私は大好きで、腰を下ろして潮の

風と音を感じながら何時間も海を眺めたものだ。もう 5 年くらい前になるが、

Scarborough で通っていた語学学校の授業の内容より（もちろんとても素敵な学校だったが）、

今でも思い出すのはその崖で読んだ Emily Bronte（エミリーブロンテ）の本の一節だった

りする。

Scarborough の後、Oxford 大学の約 1 年の、イギリスとヨーロッパの文化や歴史を学ぶ

という Diploma（ディプロマコース）をとった。エッセイの提出が結構あったので、

Bodleian library や Radcliffe Camera、カレッジの図書館にずっといたこともあった。た

だ、学生生活を満喫するようにも言われてリラックスしたコースだったので、カレッジの

music society（音楽サークル）に参加したり、Oxford Union のディベートを見に行ったり、

友人とカフェでお茶を飲んでおしゃべりや買い物をしたり、Cherwell River や Christ 
Church Meadow を散歩したり、 Ashmolean Museum で絵画をみたり、Sheldonian 
Theatre で室内楽を聴いたり、パブでビールを飲んでプール（ビリヤードのようなもの）を

したりして大いに楽しんだ。本に囲まれて勉強することも、お友達と過ごすのも楽しかっ

たが、私が一番気に入っていたのは、所属していた The Queen's College の Nun's 
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Garden で過ごすことだった。Queen's Collge は目抜通り沿いにある立派なバロックスタ

イルの建物だが、中に入ると静かで、奥の図書館の脇道を入るとその小さな庭があった。

そこで、最終エッセイの研究対象である Jane Austin（ジェーンオウスティン）を読みなが

ら、ふと静かにとりとめもないことを考えるのが何よりも好きだった。

イギリス滞在中に様々な場所を訪ねたが、中でもCornwallは印象的で、石の遺跡群があ

って他のどの地域にもない異なった文化を感じた。今後機会があったらその地域のことに

ついて学んでみたいものである。留学で大切なことは見聞を広めることだと思うから、色

んなところに行けて本当に良かったと思う。特に私は社会人になってから留学したので、

感じたものをみんな吸収しようと努力していたように思う。

これを読んでいる皆さんは、イギリスと聞くとどんな印象をもつだろうか。私は、エレ

ガントな British Accents（イギリス英語）や不思議の国のアリスに出てくる Always Tea 
Time と歌う Mad hat、『高慢と偏見』の Mr Darcy の印象があり、それらに憧れていたよ

うに思う。ただ今では、"crude（ありのまま、等身大）"という単語が浮かぶ。イギリスで出

会った飾らない、家族や自然を愛する（愛した）人々が思い出されるからだ。この言葉は今

後の私の人生の大事なkey wordになるだろう。そんな大事なことを学んだイギリス留学は、

私にとって"such a steep learning curve"だったに違いない。

（国際学部 国際文化学科 第７期卒業生）

（2015 年 12 月 5 日原稿受理）

海外だより 22 第 27 号から国際学研究科、国際学部出身の海外在住者からの寄稿をお願

いしたコーナーを設けました。今回は高際研究室 OB の菅野直和さんにお願いしました。

「ウガンダでの国際協力」

在ウガンダ日本国大使館

草の根・人間の安全保障無償資金協力委嘱員 菅野 直和

アフリカ中央部に位置するウガンダに来て１年と８か月が過ぎました。私は現在，日本

政府が実施している「草の根・人間の安全保障無償資金協力」の委嘱員として，在ウガン

ダ日本国大使館に勤務しています。以下では，ウガンダでの生活のこと，私の仕事につい

てのこと，そして外務省（在外公館）で働くことについてお話したいと思います。

ウガンダは数少ない赤道直下の国ですが，首都カンパラでも標高が１０００メートルを

超えており，気候は温暖で，熱すぎず寒すぎず，とても過ごしやすい環境です。Pearl of 
Africa と形容されるように，大変緑が多く，最貧国の一つとされていますが，食料は豊富

にあります。人々は，マトケ（バナナ），ポショ（トウモロコシの粉を練ったもの）など

日本人にはあまりなじみのないものを主食として食べています。国立公園も複数あり，ラ
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イオン，カバ，キリン，ゾウなどを見ることができます。首都カンパラは現在建設ラッシ

ュで，高層ビルが建ち並んでいます。週末には妻とともに日本，イタリアン，インディア

ン，中華，中東料理など各国レストランめぐりを楽しみにしています。娯楽としては，プ

ールや映画館などに行き楽しんでいます。ウガンダの生活で気を付けなければいけないの

はやはり保健衛生面です。特に，マラリアを始めとする危険な病気がたくさんありますの

で，蚊対策や衛生対策は怠れません。また，世界第２位の大きさを誇るビクトリア湖には

住血吸虫という虫がおり，皮膚から侵入し人体に寄生し様々な病気を引き起こします（ち

なみに私にも寄生していたので，薬で駆除しました）。

私の現在の仕事ですが，日本国大使館の経済協力班に属し，１案件あたり１，０００万

円が上限の草の根・人間の安全保障無償資金協力案件を年間１２～１３件実施しています。

私の担当している北部ウガンダは２００６年まで２０年にも渡る紛争を経験した地域で開

発が大変遅れています。特に，教育，保健，水そして農業分野に力を入れ活動を行ってい

ます。その中でも，現在最も力を入れているのは，女子教育で，徒歩以外の交通手段がな

い地方の学校では，毎日１０キロもあるいて学校に通う女子生徒が多数おり，通学途中に

危険な目に合う生徒が多くいます。したがって，女子寮の建設などを通し，安全で適切な

学習環境を提供できるようにしています。ウガンダでは小中学校は無料で教育を提供して

いますが，教室，机，椅子などが不足の上，人口爆発が起きています（ちなみに出生率は

６人以上）。また，エイズ，結核，マラリアなどの病気が蔓延しており，保健分野でのハ

ード，ソフト両面での支援も欠かせません。ウガンダ社会では伝統的に女性が水汲みに行

くということになっており，水組み場まで毎日数キロも歩かなければならない場合もあり

ます。したがって，家の近くに井戸ができると，彼らの生活が劇的に改善されます。ウガ

ンダの主要な産業である農業も，農家の収入向上を目的として，倉庫や加工機器などの援

助を行っています。

私は日本政府機関で援助の現場を見てみたいと思い，在ウガンダ日本国大使館の草の

根・人間の安全保障無償資金協力委嘱員に応募しました。仕事の形態は契約職員になり，

最長３年まで働くことができます。大使館の様々な仕事の中でも特に現地の人々と直接触

れ合う機会が多く，大変やりがいがあり，自分の成果が見えやすい現場です。在外公館で

は，草の根以外にも，専門調査員，経済協力調整員，派遣員などさまざまな契約職員がお

り，在外公館で仕事がしてみたいとお思いの方には，ぜひインターネット等で検索するこ

とをおすすめします。どの仕事にも共通して言えることですが，相当高度な英語力（語学

力）が求められます。私も，英国の大学院を修了しましたが，他の契約職員もみな海外の

大学で勉強してきた人たちです。在外公館は世界中にあり多数のポストがありますので，

皆さんもキャリアアップの一つとして外交あるいは援助の現場を経験してみるのも良いか

もしれません。

（国際学部 国際社会学科 第７期卒業生）

（2015 年 12 月 4 日原稿受理）



8

海外留学今昔 15 第 35 号から国際学部出身者および在学者を中心とした海外留学体験の

寄稿をお願いしたコーナーを設けました。自薦・他薦を問いませんので、海外留学経験者

および海外留学中の在学者の積極的な情報提供を事務局にお寄せ下さい。

「ドイツ留学を終えて、今思うこと」

今成 麻友

初めまして、国際学部国際文化学科 4 年の今成麻友と申します。私は平成 26年度から約

一年間、ドイツ連邦共和国の西端に位置する Universität Trier (トリーア大学)へ交換留学

させていただきました。留学地の Trier(トリア)は、古代ローマ時代の凱旋門である世界遺

産 Porta Nigra(ポルタニグラ)を始めとした、数々の名高い遺跡群で有名な街です。

ドイツという国を意識したきっかけは入学当時、その発音の勇ましさとお伽話に惚れ込

んで、ドイツ語を学ぶと決心したことでした。その後「自分が選んだ言語だからこそ、実

践的に学びたい」という想いから、ドイツを留学地として選択したのです。とは言ったも

のの、当初はドイツ語で会話するどころか、簡単な日常会話を聞き取ることも困難でした。

一年間を通して、語学クラスと学科の講義を履修していたのですが、先生の指示を必死で

聞き取り、他国からの留学生と協力して積極的に授業に参加していくことから取り組みま

した。最初は挫折、恥をかくことばかりでしたが、その記憶を忘れずに継続して活動し、

徐々に語学力の向上という結果に繋げていくことができました。

休日はドイツを満喫するために、街を散策したり、ドイツ人に誘われて一緒に買い物に

行ったり、遠くの街へ旅行したり、視野を広げるために活発に動き回っていました。そう

して国内外を周り、肌でヨーロッパ各地を感じるうちに、様々な視点から物事を捉える力

を培うことができたのです。

また授業に真剣に取り組む一方で、トリア大学の日本学科の学生たちや、世界各国から

来た留学生の友達と過ごす時間は心の支えでした。授業後に彼らとの食事やパーティーに

参加したのも良い想い出です。その度に体感する異文化交流には、数多くの驚きと刺激が

詰まっており、新たな発見の連続でした。そして、私にとって彼らの考え方やアイデンテ

ィティ、異文化の全てが興味深く、抱いた疑問に対してドイツ語で質問することに奮闘し

ていました。振り返ってみれば、私の拙いドイツ語を懸命に聞いて会話してくれる人がい

る、この関係があったからこそドイツ語を身に着けることを最後まで諦めずに、留学中も

強い意志を貫けたのだと思うのです。

私の留学は、全てが順風満帆なわけではありませんでした。しかしここでの挫折や経験

を、今後の人生における貴重な財産に変えていくことに、「留学」における一番重要な価

値があると思うのです。この留学の日々を目標への架け橋にできるよう、常に何事にも挑

戦、努力し続けていきたいです。

最後に、留学を応援してくださった多くの方々、そしてこの記事を読んでくださった皆様

に心より感謝申し上げます。この記事が少しでもお役に立てたなら幸いです。
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（国際学部 国際社会学科 在学生）

（2015 年 12 月 4 日原稿受理）

「１年間の留学を経て」

矢野 真央

私は２０１５年９月からおよそ１年間、ドイツ連邦共和国バイエルン州北部の小さな大

学町・エアランゲンに交換留学生として宇都宮大学から派遣されていた。外国への留学は

中学２年生の時から希望しており、数ある留学先の中からドイツを選んだのは大学に入学

してから第２外国語としてドイツ語を選んだ事がきっかけだ。もともとヨーロッパの文化

に興味があり、英語以外の言語も高いレベルで習得して、長期にわたって異国の地に身を

置いて１人で生活するということに挑戦してみたかった。様々な経験をした中で、最も心

に残っている事を書いていく。

ヨーロッパではシェンゲン協定国への出入国はパスポートが不要で、交通手段は電車や

バスなどを利用して簡単に出来る。それを利用してドイツ国内はもちろん、いくつかの近

隣諸国への旅行をした。フランスのパリにある、ディズニーランド・パリへも足を運んだ。

もともと、東京ディズニーランドによく行っていた私は、キャストの人達の接客に非常に

感動しており、パリのディズニーランドのキャストはどのような感じであるかという事に

興味があったからだ。結果としてはひどいものだった。園内は一部のスペースを除いて全

面禁煙であるにも関わらず喫煙しているゲストに何も対応せず、キャストが数人でだらだ

らと歩きながら口喧嘩をし、軽食屋の販売員は荒々しい口調と動作だった。彼らにとって

仕事はルーティーンであり、ゲストをもてなすという精神がまるでなかった。夢の国とい

われるディズニーランドでこのようなことがあるのかと、目を疑った。その他の点におい

ても、東京ディズニーランドと比較して見たが、東京ディズニーランドのキャストの接客

は世界でトップクラスであるという事が再認識できた。彼らだけではなく、日本はカフェ

やコンビニにおいても接客のレベルが高い。近年よく使われる「おもてなし」という言葉

は日本人の接客スタイルを表現する言葉にふさわしいということを、私はディズニーラン

ド・パリ内のサンドイッチ屋さんで感じた。

ドイツ国内でも常に接客には注目して生活していたが、日本の「おもてなし」には誇り

を持てる。卒業後は、お客様と対面で働ける仕事がしたいと考えており、２０２０年に開

催される東京オリンピックでは何かしらの形で外国人観光客を手助けしたい。私は、車の

技術やおいしい和食よりも、「おもてなし」を世界にアピールしていきたい。

（国際学部 国際社会学科  在学生）

（2015 年 12 月 10 日原稿受理）

学生サロン 10 知求会ニュース第 41 号より現役学部生によるコーナーを設けました。自

薦・他薦を問いませんので、現役学部生の積極的な情報提供を事務局にお寄せ下さい。
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「外国につながる子どもフォーラム 2015」報告

宇都宮大学国際学部 1 年、フォーラム学生実行委員長 沖舘 由依

宇都宮大学 HANDS プロジェクト主催「外国につながる子どもフォーラム 2015」が 12
月 5 日に大学会館で開催された。本行事は、外国人児童生徒教育に携わっている様々な関

係者と大学研究者や大学生および地域住民の方々などが集まって幅広く情報・意見交換す

る場を提供することを目的に、2010 年から毎年 1 回、この時期に開催している。6 回目の

開催となった今回は、外国人児童生徒教育や支援等に興味のある学生たちが集まった学生

グループ｢HANDS Jr｣のメンバーの中から 18 人（うち、元外国人児童生徒の学生は 5 人）

が、学生実行委員として運営協力を行った。

フォーラムは、まず、田巻松雄先生(宇都宮大学国際学部長、HANDS プロジェクト代

表)の開会の挨拶から始まり、２部構成で行われた。

第 1 部は、ドキュメンタリー映画『バベルの学校』が上映された。この映画は、パリの

中学校を舞台に、24 人の生徒と担任ブリジット・セルヴォニ先生の物語である。フランス

に来たばかりの子たちが通う適応クラスで、国籍も宗教もフランスに来た理由もフランス

語の習得状況もバラバラな 24人の生徒たちが、時にぶつかり合いながらも友情を育んでい

く。個々に「違う」生徒たちを導いていくセルヴォニ先生の姿が印象的であった。この映

画では、貧困、ジェンダー、移民問題、親の教育への期待、宗教問題、人種差別、多文化

共生等々の問題に、24 人の生徒と保護者や教師が日常的に直面し、時に衝突し、そう簡単

には解決できないことを体感する。次々に展開されるこのクラスの様子に会場の方々も見

入っている様子であった。

第 2 部では、「外国人児童生徒支援とかれらと共に生きる私たちの課題」というテーマ

を掲げ、立花有希先生(宇都宮大学国際学部講師、HANDSプロジェクト)の進行、パネリスト

に樋口直人先生(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部准教授)、田巻松

雄先生、若林秀樹先生(宇都宮大学国際学部特任准教授、HANDS プロジェクト)をお迎えし、

パネルディスカッションが行われた。それぞれの先生から、映画『バベルの学校』の感想

と 20分ほどの発表があった。樋口先生からは、日本全体での外国にルーツを持つ子どもた

ちの高校・大学進学率や日本語の習熟度などグラフを多用しながらわかりやすく教えてい

ただいた。田巻先生、若林先生は主に栃木県における外国にルーツを持つ子どもたちのお

話をしていただいた。田巻先生からは、宇都宮大学の取り組みなどを踏まえたお話、若林

先生からは中学校での外国人児童生徒教育担当教員の経験から実際の学校内のお話を聞く

ことができた。パネルディスカッション終了後には質疑応答の時間が設けられ、会場から

は宇都宮大学国際学部の外国人生徒を対象とした新入試制度に関することなど多数の質問

が挙げられ、パネリストの方々の発表一方向からでなく、双方向のやりとりが見られ、非

常に有意義であった。

最後に藤井佐知子先生(宇都宮大学理事)から閉会の挨拶では、『バベルの学校』をみてい

るうちにパリでのテロを想起せずにはいられなかった、今後とも HANDS には頑張ってい
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ただきたい等の感想や励ましをいただき、フォーラム全体を振り返った。

（2015 年 12 月 10 日原稿受理）

キャリア指南１２ 現役学部生に向けた企画として、宇都宮大学全学部から国際機関をはじ

め、NGO・NPO や企業などで活躍する先輩方に執筆していただくコーナーを設けました。

自薦・他薦を問いませんので、キャリア指南にふさわしい卒業生の積極的な情報提供を事

務局にお寄せ下さい。

フォーラム 2016 年の卯月を迎えて、皆様慌しいことと思います。（原稿集めに苦労して

います。） 今回は丁研究室 OG の崔仁叡さんと高際研究室 OG の朱麗亜さんにお願い

しました。

「仕事と子育て」

                                       崔 仁叡

私が宇都宮と縁が出来たのは今からおよそ８年前の2007年でした。交換留学生として初

めて宇都宮に来たときのどきどきは今でも忘れることは出来ません。その後韓国での学部

卒業。宇都宮大学院へ進学することになりました。修了までは簡単な道のりではありませ

んでしたが、修了後は地元の医療機器メーカーに勤めることができ、主に貿易業務に勤め

ることが出来ました。学生の時地元の日本酒のことを研究テーマにしていたので、その方

面へ勤めることも考えていましたが、日本酒というひとつの文化を仕事としてではなくこ

れからの人生の長い趣味としてさらに探求していくテーマにすると決心し新しいフィール

ドへ進むことにしました。

入社してからは社会人としての責任感、同僚とのかかわり、いろいろ学びながら毎日を

過ごしました。翌年には宇都宮大学院の後輩が入社するなど年を重ねるに連れて「社会」

「会社」というものに深く感じさせられるようになりました。特に 2011 年 3 月の大震災の

ときは会社で震災を経験しました。2011 年には特に「自分の人生」と「仕事」のことで多

く考えさせられる年になりました。

2014 年には娘が生まれました。約 1 年間の育児休暇を取ることもできました。今まで仕

事のことばかりを考えていたのが「自分の子供」という責任重大な出来事に直面したので

す。先輩に聞きながら毎日成長する娘を見ながら人生の考え方も大きく変わりました。全

て初めてのことであやし方、オムツ交換も今はなれましたが、しばらく長く大変な毎日を

過ごしました。子供の成長以外にも日本人と韓国人のハーフとしてこれから日本で生きて

いくであろう娘のことを考えると今はだいぶ薄れてきたとは言うものの在日韓国人への差

別も意識するようになりました。そして大人になり自分のアイデンティティのことで悩ん

だり混乱する娘のことを考えてどう対処していいか悩む日々が続きました。今年の 4 月か

らは保育園に通い始めました。最初知らないところで日中何事もなく過ごせるか心配でし

たが、一ヶ月もしたら新しい部屋にも先生にもなれた様子でした。おかげで 5 月からは再
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び職場へ戻ることも出来ました。1 年も休んでいたので以前のような感を取り戻すにはや

はり時間がかかりました。「育児と仕事の両立」人のことだと考えていたのが自分のこと

になると予想以上に大変でした。子供が熱を出したときは仕事を休まねば成らずどうして

も会社の同僚に迷惑をかけることになることもありました。最近は家族の手も少しずつ借

りるようにしました。学生の時のように好きなことばかりしながら暮らすことは出来ない

し、以前のように自分の好きな日本酒を買って嗜むなんてしばらくお預けの生活が続くと

思います。しかし新しい家族の成長、子供とのかかわりを大切に楽しもうと考える毎日で

す。

（国際学研究科 国際文化研究専攻 第 10期修了生）

（2015 年 08 月 30 日原稿受理）

「近況報告」

                                朱 麗亜

2011 年入学、2013 年修了した朱 麗亜(シュ レイア)と申します。

・宇都宮大学 大学院 国際学研究科 国際文化研究専攻

・指導教官：高際 澄雄 先生

・副指導教官：松金 公正 先生

今回は土屋さんより声を掛けて頂いたきっかけでこのような形で近況報告をさせて頂き

ます。土屋さんありがとうございます！

まず、高際先生、松金先生、そして、松金先生研究室の皆様に心より感謝を申し上げま

す。皆様の助けがなかったら、修了をすることができませんでした。ありがとうございま

した。修了後は一度も学校に帰って御礼を申し上げることがないことに深くお詫び致しま

す。

そして、就活支援課の皆様に感謝を申し上げたいと思います。SPI の模擬テストや自己

分析から、最終面接の洋服まで丁寧にサポートして頂いたおかげで無事に就職することが

できました。本当にありがとうございました。後輩たちへの就活サポートができず申し訳

ございません。仕事が落ち着いてきましたので、微力でありながら今後後輩たちのサポー

トができましたら幸いです。

さて、近況報告をさせて頂きます。

2013 年 3 月に修了後、カルビー株式会社に入社致しました。2 年程前より札幌に転勤、

マーケティングの仕事をやらせて頂いております。専門知識のなかった中、周りに助けら

れながらなんとかやっております。
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今日の札幌は気温－5 度、空も大地も真っ白です。外を歩いている人々はみんな滑らな

いように下を向いて慎重に歩いています。札幌に来てからスノーボードを始めました。宇

都宮にいた時ラウンドワンでローラースケートを試してみたら 5 分間で転んで骨折しまし

た。運動神経ゼロの私ですが、北海道のふわふわの雪なら骨折にならないだろうと思い、

再び滑ることに挑戦しました(笑)。今年もマイボードで滑ります。ちなみに、普通の人が

30 分で終わるコースが私の場合 3 時間も掛かります。あまりにもどんくさいことに毎回笑

われます。

学生の頃はただ目の前の授業やアルバイト、友達との遊びなど、純粋に「今」を楽しん

でいましたが、社会人になってからは、このままでいいのかな？自分の存在は誰にどんな

役に立っているのだろう？と不安になることもよくあります。不安のおかげでキャリアを

真剣に考えるようになりました。将来はメンタルコーチになって、1人1人の目標達成に力

になりたいです。

最後まで読んで頂きありがとうございます！

（国際学研究科 国際文化研究専攻 第 13期修了生）

（2015 年 12 月 5 日原稿受理）

EU 支部だより

第 38 号からイタリア在住の松原真実子さんによる知求会 EU 支部だより「Newsreel
World」を発行してきました。今回の 16 号の内容は、１イタリア エトナ山 噴火

-Etna volcano- ２ EU 支部だより －シチリア島とリノーザ島－です。配信方法は、画像

が掲載されているために別便で配信します。ファイル容量が大きいことで、ニュースレタ

ーが受信できない場合にはその状況をお知らせください。

お知らせ

来年 2016 年 11 月の大学祭期間中に、宇都宮大学主催による第 4 回ホームカミングデー

が開催されます。詳細は後日お知らせします。

さて、知求会ニュースも、無事 14 年目を配信することができました。これまでの原

稿執筆者の皆様、本当にありがとうございます。Season’s Greetings ! 皆様、よいお

年をお迎え下さい。

                                         

編集後記：2010 年 4 月 26 日から 知求会ニュースのバックナンバーは 国際学部同窓会 HP

（http://www.afis.jp）で見られるようになっています。

同窓会会員の皆様へのお願い：住所、勤務先および携帯電話番号、メールアドレスの変更の際は事務局へ

メールして下さい。chikyukai@freeml.com
                                         

宇都宮大学大学院国際学研究科同窓会


