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Editor's Note

編集後記

　まずはじめに、このブックレットを作成する機会を私たちにくださり、全面的に
バックアップをしていただいた国際教養学部長や事務長の佐々木さん、そして記事
を執筆してくださった多くの先生方や学生の皆様、協力会社の方々にこの場を借り
て心からお礼を申し上げます。
　とにかく SILS が好き！　国籍・人種を問わず世界中からユニークな人々が集ま
る SILS での山あり谷ありのスリルに満ちた４年間の魅力を、新入生や在校生の全
員とシェアしたい。そんな思いで、私たちはこのブックレットの編集に乗り出しま
した。入学当初、右も左もわからなかった４年前の自分たちの姿を思い出しながら、
そして完成したブックレットを手にする瞬間を思い描いてワクワクしながら、どん
な内容にするのかを繰り返し話し合いました。あくまでも学生目線で作ること。そ
こにこだわるあまり、教授陣からダメ出しが飛び出たことも、授業と卒論の狭間で
思うように作業が進まずに苦しんだこともありました。そんな障壁を乗り越え、メ
ンバーとともに１つの作品を作り上げた今、私たちは感動で一杯です。
　ここに掲載されている人は SILS の学生のほんの一部にすぎません。3000 名近
い在校生の個性はそれぞれに異なり、その多彩ぶりは他学部以上でしょう。そして
学生が自ら主体的に動けば、何らかの形で学部が応援してくれる。国際教養学部は
そんな素敵な場所です。これからの４年間をここで迎える皆さんに、有意義で貴重
な学生生活を送ってもらえれば本望です。
　Discover yourself!
　SILS の４年間で、本当の自分を見つけてください！

2013 年 3 月
国際教養学部４年
島根幹大、戸渡智菜美、漆　大輝（SILS Booklet Project）



   Discover Yourself !
ご入学おめでとうございます！　国際教養学部（SILS）へようこそ！
さまざまな人種、国籍、バックグラウンドの人々が集まるこの学部は、
みなさんが想像しているよりも、ずっと自由な場所かもしれません。
話す言葉も自由、どんな勉強をするかも自由、何をするかも自由。
きっと入学してすぐに、その本当の意味がわかることでしょう。
40 を超える国や地域から集まる個性も言語も価値観も違う人たち、
そのキャラクターの強さに最初は圧倒されてしまうかもしれません。
かつての私たちがそうだったように。

自由だからこそ感じる責任感と重圧感の中で、科目や留学先を選び、
将来の専門やキャリアを自分自身で切り開いていくことは大変です。
私たち自身も、入学当初は怖かったものです。
決められたパターンやレールもない中で、どう４年間を歩んだらいいのか。
４年後の自分は一体どうなっているのか、そもそもここでやっていけるのかと。

この冊子に登場する 29 人も、みな山あり谷ありの SILS Life を送りました。
羨むほどに輝いて見えるあの人も、４年間ずっとバラ色だったわけじゃない。
試行錯誤を繰り返し、迷いながらも過ごしてきたこのありのままの４年間を
新入生とシェアすることが、卒業を控えた私たちが最後にできること。
そして少しでも、新入生が新たな一歩を踏み出す勇気につなげられたなら。
そんな想いから、この冊子を作ることを決意しました。
みなさんにも、SILS で学んで本当によかったと思える日は絶対に来ます。
今から始まる４年間の新たな自分探しの旅。応援しています！

SILSで見つけよう！　本当の自分



Be Yourself. That Is...
What SILS Is All About!

Everyone’s Different.
Find Your Own Path.
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Focus 1

理論だけではなく、現場にも行こう！
　多くの科目の講義では理論を学ぶことが中心になるで
しょう。ただ、少しでも疑問に思うことがあれば「現場」
に行ってみることをおすすめします。僕はタンザニアやバ
ングラディシュに行った経験が、理論を血肉とする助け
となりました。物々交換が当たり前の農村に対して、経済
発展を要求する正当性を考えるきっかけとなっています。
他にもインターンシップなどで得るものは多いはずです。
SILS 提供のシンガポー
ルでのインターンを経
験する機会にも恵まれ
ましたが、アジアの金
融・物流のハブでの経
験はキャリアの展望へ
と影響しました。

Advice

自分を広げ、深めよう！
　勉強、サークル、恋愛、アルバイト、インターンなど、
いろんなことにチャレンジしましょう！　予測が難しい社
会の中で、さまざまな分野の知識や過去の事例を組み合わ
せる問題解決能力はとても重要視されています。

1  一度きりの大学生活。悩んだらやってみよう！

2  社会人と触れ合う機会をつくろう。
留学先での稲門会などを活用しよう！

3  思いっきり勉強して、思いっきり遊ぼう！

Focus 2

国境を超えて共通するものがある
　留学中には現地大学のアイスホッケーチームに入ってい
ました。身長 195cm のベラルーシ人がキャプテンで、軍
隊スタイルの文化に戸惑うこともありました。遠征の車内
では、会話に入れず愛想笑いばかりしているような時期
もありました。しかし、試合になれば、目標は勝利ただ１
つ。泥臭くやることで、存在を認めてもらえ、勝利に向かっ
て１つになる団結感は万国共通なのだと感じ、大きな勇気
をもらいました。あれ
これ考えるのではなく、
飛び込んでやってみる。
走りながら方向性を調
整していくことで一皮
剥けることができた経
験でした。
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　経済学は、私たちが行動あるい
は関与し、その結果として生じる
さまざまな経済現象に着目し、そ
こにおける効率性、公平性、安定
性の存在を明確にする。あるいはそれらが存在しない
場合、どのようにそれらを成立させるかを究明する。
さらには効率性、公平性、安定性そのものについても
考察し、私たちが安心、安全、信頼して生活するため
の規範をも究明する。この学問を学ぶのに必要なのが、
現実現象の客観的把握である。客観的なデータを用
いて現実を説明し、問題点を把握する。このことが特
に重要で、現実を客観的に説明できなければ、何の問
題も把握できないどころか、客観的データなしに現実
問題を取り上げることは自己独善以外のなにものでも
ない。これを避けるためにも現実を反映するデータが
必要であり、これらの相関性を究明することで現実が
より見えてくる。これが統計学の大きな役割であり、
経済学の勉強にとっても非常に大切な科目である。

経済学における統計学の大切さ

樋口清秀 先生

　SILS では入門統計学が必修科
目の１つに位置づけられていま
す。さまざまな分野で統計的考え
方、手法が必要とされているから
です。現行カリキュラムでは、入門統計学コースを 2
つに分けて提供し、どちらも記述統計学の基礎、確
率の基礎、点推定、区間推定等をカバーします。入
門統計学 A では、微積分の知識を前提とせず目標レ
ベルを設定していますが、入門統計学 B では、微積
分の知識を前提とし、数学的背景も理解できるよう講
義をしています。入門レベルを修了後、統計学の知
識をさらに深めたい場合、それぞれのストリームの中
級レベル（中級統計学 A と中級統計学 B）が受講可能。
将来、自然科学、経済、ファイナンス等の分野に進学、
就職を考えるなら、ストリーム B がおすすめです。

SILSで学ぶ必修統計学コース

早川　有 先生

--100％
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

2 年目 3 年目 4 年目1 年目

■ 舟越さんのモチベーショングラフ

100％

+

−

0
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未来を拓いた留学体験

「統計学」の意義発見！
学問と社会を結ぶ活用ツール

「教養としての統計学」のススメ

　「こんなに身近で面白かったんだ！」
　統計学を勉強し直しはじめたときの驚きです。１年生のときは「数
学はニガテ」と敬遠していましたが、実は身近な学問だと後で気づ
きました。例えば、シャンプーなどの商品や CM の改良のためのマー
ケティング・リサーチなどにも用いられます。膨大な数値データか
ら規則性を見出すことで、判断を導くために用いる手法です。
　留学前には貧困問題を政治的に学んでいました。SILS ではアメリ
カ的学派が中心でしたが、留学先のロンドン大学（SOAS）では社
会主義的な観点からのアプローチが主流でした。1つの物事でもこ
んなにも多面的に捉えることができ、正解はないのだと痛感しまし
た。より説明力の高い分析手法を探していたときに統計学を用いる

「計量経済学」の存在を知り、大門毅ゼミを選びました。まだまだ勉
強中ですが、その有用性と奥深さを感じる日々です。
　アルバート・アインシュタインの言葉に「教養とは学校で習った
ことすべてを忘れた後になお残るものだ」とあります。細かな計算
方法などを忘れても、最適な意思決定を下すための思考力は残るで
しょう。企業が学生に求める能力にも「統計学的思考」は毎年挙げ
られています。真剣に取り組んで教養を身に
つけてみませんか？

貧困問題に対して政治的にアプローチするため「平和学」
と「Introduction to International Relations」を選択。
英語力を鍛えるための科目も幅広く受講し、毎日大学に
来るよう時間割を組んだ。

French I

First Year Seminar IIA

History of English

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Introduction to 
International Relations

English Academic 
Writing II

地域を経営する
（オープン科目）

Introduction to
 Islamic Culture Introductory Statistics

平和学（社学オープン）

1

2

3

4

5

6

舟越　慧／ SP1
出身校：桐朋高等学校（一般入試）
海外歴：イギリス留学（SILS）
入学までパスポートも持っていなかった「純ジャ
パ」。大学では貧困問題を学ぶ「開発学」と、ア
イスホッケーのサークル活動に力を入れてきた。

（１年生後期）

First Year Seminar IIB American PoliticsIntroduction to 
Communication Studies

入学

帰国生に
歯が立たない

授業に
慣れてくる

留学先が決定
留学準備

現地の
授業に苦しむ

こなせるようになり、
授業が楽しくなる

一念発起、
アメリカに渡航

大門ゼミで統計学と再会 就活スタート

就活終了

卒論終了

アイスホッケーに
出合う

深夜練習の
タイムマネジメントに
苦労する

少しずつ
こなせるように

初めて
試合に出る

シーズン終了

ケガ ロンドン大学チームの
文化に戸惑う

目標に向けた
一体感

優勝！ ゼミ合宿
＠インドネシア

勉強

アイスホッケー

『三国志』北方謙三 著

　全 13 巻からなる長編ですが、あまりに面白く3 日
ほどで読み終えました。登場人物の人間性に焦点を置
いてあり、歴史を動かす決断の裏にある人間の苦悩や
葛藤を垣間見ることができます。経営コンサルタント
の御立尚資氏もリーダーシップを学ぶための本として
推薦していますが、信念のために生きることの尊さを
感じられる１冊です。

Recommendation BOOK

Professor's Eye
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Advice

小さな勇気から、大きな未来へ
　早稲田大学に入学して、非常に多様なバックグラウンド
を持つ学生たちと出会いました。多言語を操る人、スポー
ツで活躍する人、数学オリンピックやクイズ番組で活躍し
た人、音楽が得意な人、芸能活動をしている人などなど、
早稲田は才能を持つ人たちであふれています。これほど可
能性に満ちた場所はそうありません。可能性を広げるのも
狭めるのも自分次第。新しいことに挑戦するには勇気がい
りますが、振り絞ったその勇気のリターンは必ず大きな結
果として返ってきます。一瞬の小さな勇気が、大きく可能
性を広げてくれます。自分の心に正直に、勇気を出して一
歩踏み出してみよう。

ヴィクトリア・ミューライゼン 先生
Victoria Muehleisen

English and More 
at SILS!

Focus 1

「ジェンダー」に開眼した留学時代
　アメリカ留学で最初に仲良くなったのは、現地で日本語
を専攻する３人の学生でした。そのうち１人はゲイで、も
う１人はバイセクシャルでした。僕はそのときまで、セク
シャルマイノリティを奇妙で不快に思っていましたが、彼
らが差別された経験を聞き、自分自身が差別的な感情を
抱いていたことを恥じました。何事も百聞は一見に如かず
です。親切で愉快な友だちのためにも、今はセクシャルマ
イノリティの方々が差別な
く快適に暮らせる社会をつ
くるための方法をゼミで研
究しています。

Focus 2

ある起業家との邂逅とインターン
　留学から帰国した夏休み、ある書物と出合いました。
ハーバードビジネススクール卒業生の自叙伝で、僕がそ
の本を手にしたほんの 10 日ほど前、ベンチャー企業を
立ち上げた社長によるハーバード在学中の壮大な挑戦の
物語です。苦難を乗り越えながら、自分の心に真っ直ぐ
に生きる情熱的なその姿に感銘を受け、「こんな人にな
りたい」という思いだけで勢いに任せて拙い文章で直接
メールを送りました。すぐに返信が来て、会っていただ
けることに。今はこの社長の
下で、インターン生として直
に指導していただきながら、
日々刺激を受け、自分の成
長を実感しています。

7

--100％
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

2 年目 3 年目 4 年目1 年目

02
未来を拓いた留学体験

悔しさをバネに挽回した
「純ジャパ」SP1の挑戦

人生を変えた「一歩を踏み出す勇気」

　浪人を経験し、人一倍勉強だけはやってきたという自負、それに
もかかわらず英語での授業についていけない現実。留学中、現地の
学生に囲まれディスカッションで一度も発言できなかったときに僕
の中で悔しい感情が爆発しました。「このままじゃ自分がダメになる。
恥じらいやプライドだとか、そんなことで自分の時間を無駄にしたく
ない。誰よりも留学を楽しんでやる !!!」
　とにかくいろんな人に声をかけました。英語が出てこないときは派
手に体を動かしておどけたりしました。次第に僕の周りに人が集まり
はじめました。人と話すのが楽しい。帰国前の授業では積極的な学
習態度が評価され、Outstanding Student にも選出されました。
　帰国後は、それまで英語に自信が持てずに諦めていた経済やビジ
ネスの授業、留学先で興味を持ったジェンダーについての授業を履
修し、アルバイトやインターンにも取り組みました。国籍や年齢に関
係なく、人脈がビッグバン的に広がりました。
　振り返ってみると、留学を機に学生生活が一変。悔しさが爆発し、
自分の殻を破り、勇気を持って自分の心の声に耳を傾けて動きはじ
めると、毎日が充実しました。一歩を踏み出す勇気、僕が国際教養
学部で得た宝物です。

川本裕太／ SP1
出身校：兵庫県立大学附属高校（センター併用入試）
海外歴：オーストラリア語学研修（高校）ほか／

アメリカ留学（SILS）
浪人時代、現役で SILS に進学した高校の同級生
に、国際色豊かで異文化や未知の世界を覗き込め
る学生生活の話を聞いて、SILS への進学を志望。

留学前には興味があったにもかかわらず、英語で理解す
る自信がなく避けてきたビジネスや経済、金融などの科
目と、留学先で興味を持ったジェンダーについて勉強で
きるゼミを選択。20 単位を履修し、大変な授業も多かっ
たけど、興味ある内容ばかりで非常に充実していた。

ゼミ

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
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（３年生後期）■ 川本さんのモチベーショングラフ
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スノードン学部長の
スピーチに感激

英語での授業に
ついていけず、
ブルーになる

サークルやバイトで
友だちができ、
学生生活が充実してくる

留学して
カルチャーショック
英語が思ったより
話せずへこむ

留学先で Outstanding 
Student に選出される

留学先で
親友ができる

就活が難航、
ふさぎこむ

帰国して
『パンツを脱ぐ
勇気』を読み、感銘

児玉教仁さんの会社で
インターンを始める

Monetary & Financial 
Economics

Educational Drama

アセットマネジメント
の世界

コンピュータによる
金融工学入門

International Economics
 & Economic Policy

Transnational Business Enterprises

     One thing that sometimes surprises me at SILS is 
when a first year SP1 student says to me in perfect 
English,  I wish was bilingual like the SP2 students.” I 
am surprised because the ability to express such an 
idea in English shows that this student IS bilingual, at 
least according to the definition that I prefer:  using or 
able to use two languages.”
     Everyone who enters SILS knows English already, 
but some people lack confidence and practice in us-
ing English — and that is where the SILS English 
program comes in. Academic Writing teaches all 
students to write essays in the style they will need for 
their classes at SILS and abroad.  Intensive English 
classes help people who need to practice the listen-
ing, reading, and note-taking skills they will use in 
their other SILS classes, and Tutorial English helps 
people get used to speaking out in class. 
     And the program works! By the time the SP1 
students come back from study abroad, they are 
confident in speaking English and often a second or 
third language as well.  By their third year, the SP2 
students who have remained in Japan are fluent in 
Japanese as well.  So the hallways and classrooms 
of SILS are filled with people speaking in English... 
and in Japanese, Chinese, Korean, French, Spanish, 
Italian, and more. English is just a starting point for 
multilingualism!

”

”

『パンツを脱ぐ勇気』
児玉教仁 著（ダイヤモンド社）
　生粋の日本男児で元ハーバード MBA 留学生であ
る著者が、アメリカで大和魂
を爆発させ、過酷で困難な壁
を乗り越えて前へ前へと突き
進む感動物語。自分の可能
性の大きさに気づき、体温
を一気に上昇させてくれま
す。情熱的で真っ直ぐな著
者に惚れ込み、メールで面
会をお願いし、今は著者
の会社でインターンをさ
せていただいています。

Recommendation BOOK

Professor's Eye
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     One of the most rewarding parts of my job at SILS 
is to get to see students transforming themselves 
into worldly, confident, assertive, open-minded, and 
mature individuals.  There are many factors which 
contribute to such a transformation, but one indispen-
sable factor is their study abroad experience.  When 
students come back to SILS after having spent a 
year abroad, they always seem to have grown into 
someone new, in terms of, not only their academic 
knowledge, but also their broader perspectives about 
the world, not to mention their self-confidence.
     I understand that living and studying abroad is 
not always easy, but rather, often uncomfortable and 
sometimes even painful.  Some of my students tell 
me about the feeling of being lost in class as well 
as in town during their first semester, while others 
talk about the feeling of being overwhelmed with the 
demanding workload and the local students’ assert-
iveness.  But almost all the students who completed 
their study abroad year express that they would not 
have been able to gain the same type of rich experi-
ence if they had only remained in Waseda for four 
years.  I say that feeling uncomfortable and painful 
is a good thing for our students because that means 
that they are in the process of crossing a new thresh-
old toward a necessary transformation as a worldly 
and open-minded human being.  One of my favorite 
sayings is  No Pain, No Gain.”  So, please pack your 
suitcase (please make sure you pack it light), get out 
of your comfort zone, walking into a  painful” zone in 
order to gain tremendous experience and knowledge.

”

”
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Advice

興味あることすべてにトライ！
　入学当初、いろいろな人種が混ざり、行動力とエネルギー
に満ちた人が多い SILS の環境に圧倒されました。帰国生を
見てまず英語力に自信を失い、自分自身にも自信が持てず、
周りの目が気になり、何にも手が出せなかった時期がありま
した。ただ、そこを振り切ったときに、新しい自分が見つけ
られるのだと思います。私自身がそうでした。友だちにも、
入学した頃の私と今の私では180 度違うとよく言われます。
　SILS は何をしても受け入れてくれる、人と違うことをし
ても受け入れてくれる、器が大きな環境だと思います。だ
から、ためらわずに、興味のあることにトライしてください。
嫌だと思ったら、止めればいい。この環境を最大限に使って、
新たな自分を見つけてほしいと思います。

間藤茂子 先生

Pack Your Suitcase 
and Get out of 
Your Comfort Zone

Focus 1

教職課程で学んだ価値ある失敗
　私が入学した年、SILS で英語科教職課程の履修が可能
になりました。教師の仕事にも興味があった私にとって、
そのことも SILS 進学の大きな理由でした。１年次から教
職課程を取りはじめ、６限・７限の授業が多くなり、バイ
トもできず大変だったのを覚えています。もともと一般企
業に就職したいと考えていたのでインターンシップに参加
したのですが、それと引き換えに落とした単位が原因で教
育実習に行くことができず、教員免許の取得が不可能に
……。しかし、教職課程から学んだことは多く、教員免許
にたどりつかなくとも、価値のあるものだと思います。

Focus 2

留学生活を変えたイベント企画
　留学中の大きな転機となったのが、日本で起きた東日
本大震災でした。日本人学生が３人しかいない環境です
が、復興支援のために何かしたいという想いから、チャ
リティイベントを企画。日本食などの日本文化を紹介す
るイベントを通じて、募金で集めた約 3800 ドルを日本
赤十字社に寄付しました。このイベント企画を通して、
アメリカ人との考え方や文化の違いを体感できたこと、
そして、交換留学生という立場ながらも賞にノミネート
され、周りからも評価される結果となり、非常に素晴ら
しい経験をさせてもらいました。

9
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2 年目 3 年目 4 年目1 年目
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未来を拓いた留学体験

人生観を変えた ISA 留学
理想と現実の狭間を超えて

「逃げたい」と思った留学生活を成し遂げて

　国公立への進学をやめて、SILSへの入学を決めた理由は「１年留学」
が必須であることでした。入学前から留学に対しての期待は大きく、
TOEFL や志望理由書などを入念に準備しました。過去に留学経験が
なかった私は、漠然とアメリカに行ってみたいと思っていたことから、
ISAプログラムでアメリカのGrinnell Collegeに交換留学をしました。
リベラルアーツカレッジに辿り着いた理由は、初めての留学なら少人
数制のほうが面倒見がいいだろうという勝手な期待でした。
　しかし実際、アイオワに着いたときに大きな衝撃を受け、自分の
選択を後悔しました。リベラルアーツについてのリサーチが足りな
かったこと、アメリカの地理に関しての知識も少なかったこと、自分
が留学に求めるものと、自分を投げ込んだ環境とのギャップが大き
すぎて、耐えられませんでした。人生で初めて逃げたいと思い、留
学先変更、途中帰国も考えました。しかし、自分が選んだ場所だか
ら、そこで最大限のことをしてから帰ろうと決めました。辛いことが
多かった留学ですが、今は自分の選択に満足しています。この留学
経験で自分自身が強くなり、大きく成長した気がします。

戸渡智菜美／ SP1
出身校：静岡県西遠女子学園（AO 入試）
海外歴：オーストラリア（中学修学旅行）／

アメリカ留学（SILS）
進学先選択の際、大学に何を求めるかで非常に悩
んだが、英語そのものより、英語を使って何かを
学びたいという思いから、SILS が自分の求める
環境だと感じて進学を決めた。

好きな科目を取ることも大切だが、スケジュールを視野に
入れた結果、演劇、地球環境学、言語学、ビジネスと幅広
い分野になった。新しい興味も生まれ、非常にいい経験だっ
たので、分野を絞らずに授業を取る大切さも知った。

Special Topics on 
Sociolinguistics

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Corporate Study:
Takeda Pharmaceutical 

Companies
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（４年生後期）■ 戸渡さんのモチベーショングラフ

100％
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Educational Drama

Seminar on International 
Relations

Global Environmental 
Systems

SILS の
環境に呑まれて、
通うことが辛かった

希望の授業が取れて
勉強面で充実。
新しい友だちもできた

TOEFL と
留学の準備 センパイプロジェクトを

頑張って充実した夏
だんだんと
勉強が疎かに

遊んでばかり、
勉強が疎かに

WIF で
ダンスをしたり、

コアな部分に
携わる

留学を
楽しみにしていた

留学先に幻滅

今いる環境で
できることを考え、

少し前向きに

チャリティイベントを
企画運営。

$3800 を寄付

留学先で Award に
ノミネートされる 現地の

幼稚園で
ボランティア
活動

帰国。SILS の
友だちに再会。

遊びまくる

就職活動へ。
勉強は疎かに

インターン
シップ体験

就職内定

インターンで
単位を落とし、
教育実習に
行けないことが
判明

手術で２カ月入院。
14 単位を落とす

退院。
夏休みに初めての

国内旅行

卒業に向けて
久しぶりに勉強。
モチベーション上がる

再入院

Full House

出演：ボブ・サゲット、ジョン・ステイモス他
ワーナー・ホーム・ビデオ（DVD）
　小さい頃、NHK でやって
いたアメリカのホームドラマ。
中学に入って DVD が発売さ
れ、英語版で見直しました。
家族愛あふれる楽しいコメ
ディーで、家族の大切さにつ
いて考えさせられることが多
く、英語のいい勉強にもなる
と思います。

DRAMARecommendation

Professor's Eye

Dean's list に選出
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Advice

英語（語学）が上手になるために
　入学おめでとう！　早速、純ジャパ派の後輩に残念なお
知らせ、そしてよいお知らせがあります。残念なこと＝留学
生や帰国生に囲まれると確実に引け目を感じる。よいお知ら
せ＝そこから這い上がれるかどうかは君次第。私自身、慣
れないアカデミック生活、英語力 UP には本当に苦労した。
その中で、以下のことを実践してきた。授業では「１授業１
発言」「講師へのメール」、授業外では「ICC（国際コミュニ
ティセンター）イベント」「ライティングセンター」などを
積極的に活用した。発言する前に紙に書き出し、顔を真っ
赤にしながら発言したのも今では懐かしい思い出（笑）。

     ‘Diversity’ is perhaps the most important single 
word for understanding what is special about the 
School of International Liberal Studies. First of all, 
SILS has a diversity of students. Not only do students 
have many different nationalities, but many of them 
come from complex backgrounds. Some are from 
bicultural or multicultural families. Others have one 
nationality, but have been educated in two or more 
different countries. Secondly, the teachers at SILS 
are also diverse. One third are non-Japanese and 
one third are women. Moreover, almost all the teach-
ers have received their educations in more than one 
country. This means that their teaching styles and 
ideas about education are also very diverse. Lastly, 
the curriculum is extremely diverse, with classes 
being offered in a great range of subjects. In other 
words, SILS’s aim is not, as some people think, pri-
marily to teach English. SILS’s aim is to use English 
as a common language, as a meeting place where 
people with many different ideas, attitudes and ex-
pectations can encounter each other equally. Every 
day in SILS, both inside and outside the classroom, 
we encounter diverse ways of thinking and behaving. 
This can be challenging and difficult, because both 
students and teachers must drop their prejudices 
and be prepared to welcome people who are not like 
themselves. But it is also an enormous advantage, 
because no one person or culture has a monopoly 
of truth or virtue. Indeed, it is only in diversity that we 
can hope to overcome our prejudices and learn to 
see the world as it really is.

Understanding
through Diversity

Focus 1

中東留学—価値観を意識した原体験
　中東留学を目指したのは、１つには価値観のぶつかる場
所を直接見たいと思ったからだ。小学生のとき「1 円玉 ×
50 枚」と「50 円玉 ×1 枚」ではどちらに価値がある？　
という議論になった。私は前者のほうがお得感があると主
張、他方で大半のクラスメートは後者を支持した。以来、
少数派、共通価値、抑圧、心理学などに興味が向くよう
になった。今思えば「どこに価値を置くのか」、貨幣の持
つ重量、携帯の利便性、原
価価値など、「視点」の問題
だとわかる。物事を「どの
視点で捉えるか」、SILS や
留学生活を通し、いろいろ
な視点を身につけてほしい。

Focus 2

学生団体「イスパレ」での活動
　帰国後、留学経験を生かそう！と考え参加した日本・
イスラエル・パレスチナ学生会議（イスパレ）。この学生
団体は、「毎年８月にイスラエルとパレスチナから大学生
を招き、日本人の学生も交え２週間にわたり共同生活を
する企画」を運営している。期間中、中東の現地ではで
きない、内容の濃い話をする。平和とは何か、お互いの
文化、置かれた状況、炊事やアクティビティなどを通し、
共有する経験を積み上げて
いく。私はヘブライ語とア
ラビア語、現地での経験を
生かして、双方の意思疎通
の手伝いができた。彼らと
共有したものが、将来の平
和に繋がればと思う。

エイドリアン・ピニングトン 先生
Adrian Pinnington

11

『「優」をあげたくなる答案・レポート作成術』
櫻田大造 著（講談社）
アカデミック生活を生き抜くための良書。効果は抜群！

『〈中東〉の考え方』　酒井啓子 著（講談社）
中近東について理解を深める良書、いいね！

『現代英米小説で英語を学ぼう』
上岡伸雄 著（研究社）
どのように言語で表現するか考えさせられる。

『新版 グローバリゼーション』　
マンフレッド・B・スティーガー 著／
翻訳・櫻井公人、櫻井純理、高嶋正晴（岩波書店）
今どのような時代に生きているのかを俯瞰できる。

『ファスト＆スロー』
ダニエル・カーネマン 著／翻訳・村井章子（早川書房）

「価値観」は状況によりけりを説明した、興味深い１冊。
--100％

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
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04
未来を拓いた留学体験

未来を拓いた SILS
中東の風に吹かれて

「中近東」への夢に向かって道を開く

　フリーター生活を経て 25 歳で SILS に入った。小さい頃から抱い
ていた中近東への憧れ、フリーターをしつつ湧いてきた「世界」へ
の好奇心から、一大決心で SILS を目指した。入学した後、年齢、英
語力、大学生活、留学、就活など、あらゆる不安があった。そのど
れをも乗り越えてきた今、あの決心は功を奏したと胸を張って言える。
　SILS には年齢ではなく、その人自身を見る雰囲気があった。たと
え現役入学でも、それぞれ違った経験を持つ学生が多く、１つの価
値観では収まりきらないものを持っている。そして留学生も多い。そ
んな SILS だからこそ、私はのびのびと学べたのだと思う。
　しかし、SILS にいれば「幸運が天から降ってくる」わけではない。
私自身、勉強に苦労しつつ４年間を過ごしてきた。留学生や帰国生
に囲まれると引け目を感じずにはいられなかったし、そのたびに「自
分の夢＝中近東で働く」を自身に言い聞かせてきた。幸運なことに、
理想や夢に近づく機会は SILS にたくさんある。本当の不幸とは自分
で自分の未来を創れないことだ。
　後輩のみんな、ぜひ自分がしたいことを探し、しなければならな
いことをし、もがき、そして楽しんでほしい。きっと、その経験は将
来にも役に立つときが来るから。

平澤　真／ SP1
出身校：長野県伊那弥生ヶ丘高等学校（一般入試）
海外歴：東南アジア８カ国（１カ月）／

イスラエル留学（SILS）
大学１年の夏まで海外に出たことがない、ど純
ジャパ派。中東とラクダへの憧れ、世界で働くこ
とへの渇望から国際教養学部に入学。８年後の夢
は中東での企業家。

１学期目は必修授業が６つ！もあり時間割決定に苦労し
た。必修授業がある曜日だけ登校すれば、スキーサークル
の活動にも参加しやすく、週４日で済む。しかし自分の
興味がある授業（Religion and History、International 
Relation、Expression）を取ることに重点を置き、週６
の結果、忙しい学期でした。

Intro Political Science

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
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（１年生前期）■ 平澤さんのモチベーショングラフ
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希望と不安を
持ち入学

Statistics A01

Intensive English 
Listening

Tutorial English （上級）

イスラム的
ネットワーク論

First Year Seminar I

Web 設計入門

アラビア語・入門

Intro Art History

English Academic Writing

Tutorial English （上級）

Intro Literature

First Year Seminar II

Intensive English Reading

純ジャパ派特有の5月病。
英語についていけず
意気消沈

  SP2・3の
 友だちが
増える

SP2 の友だちと
 東南アジア
  バックパック旅行

授業についていけず
落ち込む

          留学のための
情報収集・筋トレで
  モチベーションが
               上がる

7 月下旬に渡航。
 語学講座修了後、
  中東を旅行 YEAH!!

授業に奮闘。
中東での
就職を考える

留学終了。
 1 カ月間
 エルサレムの
  安宿で生活

上級科目で奮闘。
就活はじめる

広島の
学生会議に参加

留学生の彼女が帰国。
就活が終わらず焦る

就活終了。内定獲得。
卒論と上級科目に奮闘

Recommendation BOOK

Professor's Eye
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Focus 1

「青海日本文化祭」の貴重な体験
　僕が中国で参加した事業で最も大きかったものの１つ
が、青海日本文化祭です。日本人学生チームは 14 人で約
２カ月かけて準備をし、本番３日間で、ソーラン節の披露、
お好み焼きやお汁粉の提供、日本の漫画の紹介や浴衣の着
付けなどを行いました。この活動を通して最高の思い出と
仲間ができ、そして成長
することができました。
留学期間中は常にアン
テナを高く伸ばして、日
本人とも積極的にかか
わって、たくさんのチャ
ンスを掴んでいったらい
いと思います。

Focus 2

留学で手に入れた「特別な存在」
　２年間の中国留学でよかったと思うことは、現地の友だ
ちをつくったこと。私の場合は卓球が趣味なので、卓球を
する中国人や、日本語を勉強している中国人を中心に友だ
ちをつくりました。友だちが増えると語学の上達も早くな
るし、例えば中国の若者文化についても学べて、彼らとの
関係が私の留学生活をより一層、濃いものにしてくれまし
た。留学を終えて「どれだけ中国語がうまくなったか」よ
りも「仲のよい親友がど
れだけできたか」のほう
により価値があると私は
思います。もちろん、彼
らとは今でも連絡を取り
合っています。

Advice

発見に満ちた「旅」のススメ
　留学期間中にぜひやってほしいこと、それは「旅」です。
留学中、特に長期休みは時間の余裕があると思うので、ど
んどん旅に出てください。私は中国国内でも合計 10 都市
以上、また東南アジア諸国や台湾、韓国などにも行きまし
た。物価の高い国だとそう気軽には行けないかもしれませ
んが、しかし、旅には多くの学びがあります。同じ中国で
も都市によってずいぶんと様子が違うこと、日本との単純
比較ではなく、他の国
も見たからこそ気づく
中国の特徴など、「知識」
としてではなく「経験」
として、毎回の旅の中
で発見がありました。

楊 立明 先生
YANG Li Ming

　日本と中国は引越しのでき
ない近隣である。40 年前の
国交正常化以来、「近くて遠い国」から相互依存度の
高い近隣に変貌してきた。しかし、頻繁な交流ととも
に、摩擦も生ずる。激しい衝突まで直面したとき、日
中文化交流を担う一人の教員として心が痛む。この
ような「近隣トラブル」の背後に相互不理解が覗える。
普通、新居に越してきたら、簡単な近所挨拶で事足
りる。しかし、引越しのできない近隣同士であれば、
関係づくりにもっと気遣いが必要。まして世界第二と
第三の経済大国同士の相互理解には「簡単な近所挨
拶」だけでは物足りない。ここで、「近隣ホームステイ」
を提案したいと思う。
　SILS 発足当初の 2004 年、歴史認識をめぐる日中
摩擦が生じ、創設８周年を迎えた 2012 年には領土
問題で衝突が起きた。しかし、このような逆風の中
でも教え子たちは敢えて中国を留学先に選び、「近隣
ホームステイ」を実践してきた。上海留学中のＡ子さ
んからの便りには、「マスコミに言われるほど個々の
中国人は反日的ではない。たくさんの友人ができた」。
北京から帰国したＢ君からは、「北京大生の競争心は
ハンパじゃない。こちらがノンビリしているとおいて
いかれる」。この親近感も危機感も教科書や観光旅行
では得られない。等身大の「隣人同士」を深く理解
し合うため、彼らの後輩は今も中国留学を目指してい
る。彼らの少し「青臭い」実践をハラハラドキドキ見
守りながら、私は誇らしく思った。SILS の学生はや
はり一流だ。私の言う一流は受験偏差値だけではな
い。地球規模の問題を胸に抱きながら、「近隣トラブル」
からも目を背けない若者の大志や責任感である。
　中国留学を目指すみなさん、SILS できっと同じ大
志や責任感を持つ仲間に出会えるでしょう。

等身大の隣国を知る
近隣ホームステイの
ススメ
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未来を拓いた留学体験

中国への情熱が原動力
二度の留学でチャンスを掴む

目の前にあるチャンスは逃がさない

　私の中国留学がまわりの皆と一番違っていたこと。それは、期間
が２年間だったことです。１年目は TSA プログラムで中国語を勉強
し、２年目は DD プログラムで国際関係を学びました。
　２年間留学して一番よかったのは、期間が長かったぶん、現地の
日本人の方たちとの人脈もしっかり築けて、多くのチャンスを掴めた
ことです。国際交流基金のような政府系の機関や、現地に進出して
いる日系企業、そして現地で起業をしている人など、今まさに世界
の注目を集める中国の地で、何かを起こそうとしている日本人はたく
さんいます。自分が特別に秀でた存在ではなくとも、一日本人留学
生として、そういう人たちと一緒に何かを起こせるチャンスが、北
京にはたくさんありました。日本大使館主催の青海日本文化祭で学
生チームリーダーを務めさせていただいたり、中国語の手話を学ん
で南京の聾唖学校を訪問したりと、ここには書ききれませんが、本
当にたくさんの経験をさせていただきました。その１つひとつが私
の中国留学での最高の思い出であり、大きな成長の糧になりました。
ただ中国語と国際関係の勉強をしていただけでは、私の留学はまっ
たく違ったものになっていたと思います。

北京大学での留学を終えるとき、お世話になった中国人
の教授から「留学を終えてからが、あなたの中国語や中
国に関する学習の本当のスタートです。頑張ってくださ
い」と言われました。その先生の優しさと期待に胸を打
たれ、今でも中国に関係する勉強を続けています。 Politics and

 Social Change in China

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

  A Study on Chinese 
Contemporary Urban Culture

EU の対バルカン政策

1

2

3

4

5
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原田直樹／ SP1
出身校：神奈川県茅ヶ崎北陵高校（一般入試）
海外歴：中国（高校卓球合宿）／中国留学（SILS）
いわゆる「純ジャパ」で、大学に入るまでは海外
経験もほとんどなかった。それでも「国際的に活
躍できる人になりたい」という強い思いがあり、
SILS を選んだ。

（４年生後期）

The Constitution of Japan

Seminar on International 
Relations

欧州統合の歴史

性差の人間科学

ジェンダーを考える

A Study on Chinese 
Contemporary Urban Culture

憧れの SILS 入学
卓球部に入部し、
希望に満ちた新生
活をスタート

授業、部活のレベルの
高さに刺激を受ける

勉強との
両立ができず、
卓球部を退部

北京大学
TSA 合格

明確な目標も希望もなく、
努力もせず、
なんとなく毎日を過ごす

信頼できる先輩や仲間と出会い、
人生や大学生活の意味を考え直す

GPA を
1.0 以上あげ、
Dean's list に載る

北京大学
TSA スタート

北京大学 DD の
選考試験に
合格したものの、
逆に気が抜けてしまう

北京での
生活にも慣れ、
いろいろな活動に
参加

青海日本文化祭を
大成功させる

DD の期末試験で
地獄を見る

日中学生
手話交流事業を
大成功させる

DD 期末試験で
再び地獄を見たが、
どうにか全科目パス。
帰国前にフィリピン、
台湾、韓国を旅行

2 年ぶりの
早稲田での授業に
テンション上がる

進路に悩む

大学院進学を
決意する

『逆転思考』〜激動の中国、ぼくは駆け抜けた〜

加藤嘉一 著（集英社）
　著者の加藤嘉一さんは、「中国
で一番有名な日本人」と言われる
人です。この本はエッセイ集のよ
うなもので、読みやすく、非常に
おすすめです。私はこの本を読
んで、元気とやる気と危機感を
もらいました。一人でも多くの
日本人の若者に、ぜひ読んでも
らいたい１冊です。

Recommendation BOOK

Professor's Eye
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英語力、知識、発信力、そして多様性
SILS での体験をもとに外交の世界へ

　国際的な環境に魅力を感じて SILS に入学したもの
の、海外生活の経験がなかった私は、最初は英語で
の授業についていくのに必死でした。留学先にはス
ウェーデンのルンド大学（TSA）を選び、北欧地域
研究をテーマに学びました。勉強の合間には各地を
旅し、ヨーロッパと東アジアの国際環境の違いを体感
する中で、国際関係や安全保障に携わる仕事を真剣
に考えはじめました。その後、帰国後に所属した国際
法のゼミでの外務省職員の講演などを通じて、次第
に外交官という職業を志すようになりました。
　国家公務員試験（Ⅰ種法律職［当時］）に関しては、
受験１年前の４年生の春から本格的に勉強を始めまし
た。学部で国際法などの関連科目を選択したほか、予
備校での試験対策や他学部聴講制度を利用して国内
法の講義を履修するなど準備を重ね、本番に臨みま

した。SILS のカリキュラム
を通じて身につけた英語力
や幅広い知識のみならず、
自分の考えを発信する力、
多様なバックグラウンドや価値観を持つ仲間との交
流、さらには課外活動など、貴重な経験の１つひとつ
が大きな助けになったと感じています。
　SILS は自らの問題意識や興味を追求することでさ
まざまな未来を実現できる、恵まれた環境です。先輩
の選んだ道を参考にしつつも、それらは可能性の幅広
さを示すものだと捉え、独自の挑戦をすることで新た
な道を拓いていけると思います。そうした中で、外交
に限らず、今後の日本の在り方を一緒に考え、形にし
ていく仲間が生まれればとてもうれしいです。

町村敬太／ SP1
（2010 年卒業、外務省勤務）

ジャーナリストを目指してインターンへ
憧れの未来に向かって初志貫徹

　私は高校３年生の頃からジャーナリズムに興味を持ち
はじめました。きっかけは米国の作家、元ジャーナリス
トのアーネスト・ヘミングウェイの作品を数多く読んだ
ことでした。他の作家と比べて大胆なライティングスタ
イルに魅力を感じました。
　ジャーナリズムへの強い思いは大学でも続き、留学か
ら帰ってきた夏にロイター通信でのインターンシップに
挑みました。「フルタイムサマーインターンシップ」と
いうもので、朝の９時半から午後５時半まで２カ月間、
オフィスでの作業に取り組みました。配属された部署は
ジェネラルニューズグループで、幅広いテーマに関する
記事を書いたり、取材に行かせてもらったり。自民党本
部での取材や、楽天社長とのランチョン会見など、今ま

で想像もしなかったことを経
験させていただきました。記
事の執筆も頻繁にやらせてい
ただき、自ら電話取材や足取
り取材で集めた情報をもとに書いた記事が『ニューヨー
クタイムズ』に載ったこともありました。そして何よりも、
ジャーナリズムという憧れの職業を体験できたことに誇
りと喜びでいっぱいです。
　ジャーナリストは体力も知識も必要ですが、世界をよ
りよい場所に変えられる職業です。新入生の皆さんも、
もしジャーナリズムに興味があるのであれば、まずは知
りたいことに関して本を読むなど、自分の足で情報を集
める習慣をつけるといいと思います。

笠井哲平／ SP2

留学後に決意した教職科目の履修
今しかないチャンスを大切に

　もともと教職課程には興味がありました。１年生のと
きガイダンスに参加し、留学があるので実質３年間で教
職科目を履修すること、またそれは楽ではないことを聞
きました。入学当初は学部の授業をこなすので精一杯。
とても教職科目にまで手が出ませんでした。やむを得ず
履修を諦めました。
　留学先のスウェーデンで、学部を転々としながら何
年も大学に在籍する学生に多く出会いました。大学まで
学費が無料のスウェーデン。学びたいことを学びきって
から社会に出る彼らが羨ましかったです。彼らと過ごす
日々の中で、自分自身の現在や未来
に対する考え方が大きく変わってい
くのを感じました。また、スウェー
デン人の英語レベルが総じて高く、
英語教育への関心が蘇ったことも自
分の背中を押したと思います。教育
の勉強をしたい、始めるなら免許取
得までやり通して卒業したい、とい
う思いは日増しに強くなりました。

　帰国後、考え抜いて３
年後期からの履修を決意
しました。これからの人
生を考えたとき、英語科教育について学び教員免許を
取得する一番のチャンスは、まさに今だと判断したから
です。なかなかのハードスケジュールではありましたが、
教育実習以外のすべての必要最低単位を２学期間で取
得しました。来年度に教育実習を控えています。大学に
在籍する年数が１年延びて、５年になります。それでも、
こう決断してよかったと思っています。

江口まどか／ SP1

Live & Learn @SILS　——1
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刺激しあい、学びあえる居場所づくり
「センパイプロジェクト」に参加しよう！

　自身の英語力を鍛えたい、自分の視野を広げて世
界に出ていける人間になりたい。そんな思いを持って
私は国際教養学部に入学しました。新設学部であっ
たことも、これから学部のカルチャーをつくっていけ
るという期待を燃えたたせました。
　友人たちと「センパイプロジェクト」を進めてきた
のは、この学部を盛り上げ、誰もが自慢できる場所に
したいと思ったから。さまざまなバックグラウンドを
持つ学生が、互いに刺激しあい、自由に意見を交換
しあう環境づくりを目指して活動を始めました。英語
で授業を行い、日本に育った人がすべてではない特
殊な環境で、学習方法や価値観の違
いに戸惑い、雰囲気になじめない学
生や離れていく学生もいる中で、せっ
かく入った学部を互いに誇りに思え
る環境にできないものかと考えまし
た。学生同士で知恵を絞って立ち上
げたセンパイプロジェクトの企画が、
今は毎年恒例の学部行事となってい
ることをすごく嬉しく思います。

　世代を継いで、その年の学
部のカラーが更新されていく
のが何よりも楽しみです。自
分らしさを主張し、自分にな
いよさを他人から吸収し、違った世界観から多くを
学ぶ。そんなことを実現できるのが、国際教養学部
です！　学生時代はたくさんの壁にぶち当たり、悩み、
学ぶことと思いますが、そのすべてが濃い大学生活
を形作ってくれます。節目節目の思いを学生同士で
ぶつけあってほしい。そこにこそ、誰もが参加できる
センパイプロジェクトの意図があります。

伊藤佳帆／ SP1

14

写真左
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Advice

自由時間が多くあるからこそ
　大学では中学や高校に比べると、多くの自由時間があり
ます。だからこそ、それを無駄にするも活用するも自分次
第。授業はもちろん、留学先、ゼミ、就職先など、自分一
人で決断することが多々あります。それら１つひとつの決
断を大切にしてほしいと思います。

1  周りに流されないで
「周りが…だから」ではダメ。自分の信念を貫き、
後悔しないように。

2  常に新しい挑戦を
「初めてだから怖い」と思ったものにこそ挑戦。
そこに最大の学びあり！

      One of the strength of 
liberal arts education naturally 
lies in its capability of facilitat-
ing students to learn a wide variety of academic 
subjects and at the same time to think critically and 
originally.  That is why an extremely wide variety of 
lectures are provided across almost all academic dis-
ciplines in small classes.  The lectures are grouped 
together in SILS’s seven ‘rainbow’ clusters and plenty 
of classes are provided so that their sizes would 
never become too large.  The ways in which lecture 
courses are grouped together in clusters are various.  
Some are more conventional grouping of academic 
subjects and the others are more unconventional, 
reflecting the recent development in disciplines and 
the rise and fall of research trends.  Teaching in SILS 
is in many cases interdisciplinary, approaching topics 
and issues from not a single academic point of view 
and methodology, but also several.  This interdiscipli-
nary approach is the best demonstrated in area studies.  
A country, a region and an area are observed and 
analysed historically, politically, economically, anthro-
pologically, and culturally.  Most  area studies courses 
are offered independently by individual teachers, but 
a plan already exists that they will be taught jointly by 
several faculties from different disciplines.  For area 
studies learning and mastering languages are the 
essential tool and basis.  How can you study a coun-
try or an area without knowing the language which 
is spoken there?  Already the 20 % of SILS students 
choose to study abroad in non-English speaking 
countries.  Not only for such students but any stu-
dents who are studying widely and deeply in a liberal 
arts school, learning modern languages is an essen-
tial part of their study.

Think Better, 
Widely and 
Differently

Focus 1

辛いからこそ多くを学べたスペイン留学
　言葉の通じない留学先（非英語圏）に行こう。それは入
学当初から決めていた。理由は、単純に言葉が通じない
ほうが辛い経験ができそうだったから。こうしてスペイ
ンのバルセロナ大学に留学した。しかし、現実は甘くな
かった。大学で始めたスペイン語のレベルでは、日常会
話はもちろん、現地の大学生とディベートをするなどほ
ぼ不可能だった。しかし、そん
な自分にチャンスをくれた早稲
田。何が何でも絶対にこの１年
を乗り越えてやる。そんな思い
で、あっという間に僕の留学は
終わった。帰国後は、留学中に
特に打ち込んだ社会言語学のゼ
ミに所属している。

森田典正 先生
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世界に拡がる私の舞台

これが SILS の起爆力
世界はこんなに広がった

授業をきっかけに見つけた「人生の軸」

　１年生であった僕は、せっかくSILS に入ったのだからと、今まで
接してこなかった学問に挑戦しようとしていた。そこで、履修したの
が African Studies だった。毎週、アフリカ各国から来る外交官の
話を聞く中で、次第に自分の目で未知であるアフリカの大地を踏みた
いと思うようになった。
　そこで、学期が終わってすぐの長期休暇を使って１カ月間、ケニア
の首都ナイロビから９時間離れた村にボランティアに行った。ガスも
電気も水もない所で、土を掘り、村のコミュニティセンターを建てる
ための日干し煉瓦を作るという経験をした。そんな中、店とも呼べな
いような、村に唯一ある商店に行ったときのことだった。そこで見つ
けたのは、なんと日本製の乾電池。そのとき、地球の裏側にある小
さな村の人々の生活を支えている日本の技術に感動した。
　なんとなく履修した授業がきっかけでアフリカに行き、そこで見た
母国、日本。これら一連の経験がきっかけとなり、来春には日本の
メーカーに就職することが決まった。一般教養として何気なく取った
授業がきっかけで、人生を変えるような興味を見つけることができる。
それがリベラルアーツを学ぶ一番の醍醐味だと思う。

漆　大輝／ SP1
出身校：開明高等学校（AO 入試）
海外歴：アメリカ留学（高校）／

スペイン留学（SILS）
高校１年次に１年間アメリカ・メーン州に留学。
当時、自分が「日本人」であることを改めて認識
させられ、大学に入ってもっと多種多様な文化背
景を持つ人とかかわりたいと思った。

①どの分野に興味があるか不鮮明だったため、できるだけ
多種多様な分野の授業を取った。②当時からスペイン交
換留学を狙っていたにもかかわらず、週４日の Intensive 
Spanish を履修しなかったのは大きな失敗。③休憩とし
て授業間に入れた空コマでは、有効に時間を使えずに後悔。

Spanish II

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1

2

3

4

5

6

（１年生後期）■ 漆さんのモチベーショングラフ

100％

+

−

0

Political & Economic 
Situations in Southern 

African Countries

21 世紀日本の構想
（発展編） Web 設計入門

First Year Seminar IIB

First Year Seminar IIA

Spanish II

History of English

English Academic Writing
Level 3

Introduction to 
Accounting

テニス基礎

Introduction to Business

Into the Wild
監督：ショーン・ペン／出演：エミール・ハーシュほか
　裕福な家庭に生まれ育った優等
生の主人公は、何ひとつ不自由の
ない生活を送っていた。しかし、
そんな生活に嫌気がさした彼は
すべてを捨ててアラスカへと旅
に出る。旅の中で、さまざまな
人と触れ合い、自分にとっての
幸せが何であるかを突き止めて
いく。この映画を見て、人との
出会いの大切さ、自分の信念
を貫く大切さを学びました。

Recommendation MOVIE

入学。夢がふくらむ

SILS センパイプロジェクト
などで忙しい日々を送る

未知の学問をあえて選択。
新鮮な毎日を送る

ケニアとインドで
ボランティア。
初の発展途上国に
衝撃を受ける

留学先で語学ができず、
途方に暮れる

自分は「社会言語学」に
興味があるんだと気づく

日英西通訳として世界一周。
世界が広がった

上級ゼミが
毎週楽しみになる

初内定。
モチベーション UP

エントリーシート地獄

就活で授業に出られず、
入学以来初めて単位を落とす

人生に悩む

就活終了。
念願の日系メーカーへ

卒論研究が楽しい

Professor's Eye

Focus 2

「上級ゼミ」は大学生活の集大成
　SILS では留学後、上級ゼミを選ぶという大きな決断
が待っている。上級ゼミは大学の集大成として、留学後
の１年半をかけて卒業研究を行う場所だ。そのため、自
分の一番興味の持てる分野を専攻とするゼミを選ぶ人が
多い。しかし一方で、ゼミによっては「就活に強いゼミ」

「イベントの多いゼミ」などさまざまな特徴があるため、
どこに重点を置くかがポイントである。僕の場合、興味
のあった社会言語学に重点を置き、飯野公一ゼミを選ん
だ。結果、ゼミを
通して学業および
学業以外でも大学
生活最後の１年半
を有意義に過ごす
ことができた。
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Focus 1

情報交換の場を探す！ つくる！
　留学出発前、留学センター設置の学生留学アドバイザー
企画のイベントで会った一人の先輩が、他大学のアフリカ
留学経験者との交流会を企画してくれました。また、大学
院で学ぶタンザニア人留学生にスワヒリ語を教わったりし
ました。そういった情報は受け身の態勢では得られず、自
分から探したものでした。留学後、「アフリカ留学会」と
いう経験者の同窓会を
つ く り、Facebook で
先輩・後輩を紹介した
り、都内アフリカ系レ
ストランで交流会を開
催したりしています。

Advice

アフリカを知りたいと思ったら——
【早稲田で！】  SILS にはアフリカ各国大使の講義が聞ける
授業（片岡教授）があり、平山郁夫記念ボランティアセン
ター（WAVOC）には、ルワンダやケニアの学生会議、タ
ンザニアの環境や動物共生を考える活動があります。

【イベントへ！】  特に年に一度横浜で開催されるアフリカ
ンフェスタやアフリカンフェスティバルは多くの国際・政
府機関、NGO がブース出展します。

【NGO を探そう！】  （特活）アフリカ日本協議会ホームペー
ジ「NGO データベース」や国際協力 NGO センター（JANIC）
の「NGO ダイレクトリー」で、関心ある国や分野の活動を
探せます。JANIC は早稲田奉仕園に事務所があります。

Focus 2

インターンでもアフリカとつながる
　１年次からボランティアをしていた NGO「アフリカ日
本協議会」で、３〜４年次の約１年半インターン生とし
て働きました。アフリカと日本の国際結婚家庭の子ども
向けにイベントを開く在日アフリカ人事業、アフリカ開
発会議という国際会議への市民社会からの政策提言、食
料安全保障や農業に関するセミナーの開催、HIV/AIDS
等についての外国語記
事を日本語に翻訳して
伝えるメールマガジン
編集を担当しました。
国会回り、国際結婚家
庭のお 悩み 相談 会 な
ど、大学内ではできな
い経験をたくさんし、
対人関係や事務処理能
力も身につきました。
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　今、アフリカが熱い。かつ
ては「暗黒の大陸」と呼ばれ、
国際社会の「客体」として扱
われてきたアフリカが、今や「成長する最後の大陸」
として、国際社会の熱視線を受けている。石油や天然
ガス、レアメタルなど豊富な天然資源を背景として確
固たる経済成長を続け、世界においてその存在感を増
しているのである。必然的にアフリカを紹介する書籍
や TV 番組等も多く散見されるようになった。以前は、
アフリカといえば「サバンナの動物たち」「野生の王国」
などが定番であり、そこから大きく変化したことは間
違いない。日本においても、日本のアフリカ外交の集
大成である TICAD V（第５回アフリカ開発会議）が
2013 年６月1日〜３日に横浜で開催される。
　こうしたアフリカの「熱さ」に直に触れることができ
るのが、本学の留学プログラムの特徴であり、魅力で
ある。現在は、ウガンダのマケレレ大学、タンザニアの
ダル・エス・サラーム大学、ボツワナのボツワナ大学の
３大学と提携している。ぜひ、アフリカの大学の交換留
学コースにチャレンジして、アフリカ大陸の広さ、歴史、
人々、その多様性を学んでほしい。アフリカの貧困の
実態、社会の脆弱性と強靭性、ドナー諸国や国際機関
の援助の実情なども目にすることができるだろう。
　さまざまな点で、先進諸国のようにはいかないこと
も多くあるかと思うが、これもまた経験である。また、
可能な範囲内で他のアフリカ諸国にも赴き、その違い
や共通点を肌で感じ取ることが肝要である。もちろん、
54 カ国すべてを回ることは困難であろうが。
　最後に、国際教養学部にはアフリカに関する講義科
目が２つ（中級／ SADC Lecture、上級／ African 
Politics）、アフリカを学問的に研究できるゼミが１つ

（上級演習 on International Relations）開講されてい
る。オープン教育センターにも１つある（EU とアフリ
カ）。これらを可能な範囲内で、帰国後に履修すること
が望ましい。
参考文献：堀内伸介・片岡貞治『アフリカの姿』国際開発アソシエイツ

成長する最後の大陸、
アフリカへ

片岡貞治 先生
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■ 和田さんのモチベーショングラフ

インターンや
アルバイトで充実！

留学先決定

タンザニア
就職を決意

タンザニアへの
ワークキャンプ、
初アフリカ！

100％

+

−

0

--100％

1 年目

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

2 年目 3 年目 4 年目

渡航準備でさまざまな
NGO やアフリカからの
友人に出会う

いよいよタンザニアへ！ 一般入試で
   合格、

気分上々

ケンカにも
慣れる

ルームメイトと
次第に打ち解ける

ルームメイトとケンカ
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アフリカに鍛えられる
人生が始まった！

スワヒリ語をきっかけにタンザニア留学へ

　「なぜアフリカ？　なぜタンザニア？」　第２外国語としてスワヒリ
語入門の授業を受講したことが契機です。タンザニア人講師が一度
来たとき、習った文法を活かせず「会話ができなければ語学に意味
はない」と実感しました。そこで、現地の人たちと実際に会話するため、
また留学先としても候補にしていたので下見も兼ねて、１年生の夏
休みに NPO 提供のタンザニアでのワークキャンプに参加。拙いな
がらも私のスワヒリ語を聞こうとしてくれる地元の人々の優しさが忘
れられず、留学を決意しました。
　「アフリカ留学で得たものは？」　タンザニアに関して言えば、多く
の人が会話・討論に長けています。スワヒリ語も英語も、発音や文
法の正確さにこだわらず、冗談や笑いの詰まった会話を楽しむ重要
さを現地の人々に学びました。
　「卒業後の進路に活きるの？」　最初は私も一応、会社説明会や
Web テストなど「日本的な就職活動」をしましたが、３年生の春休
みに、タンザニア人と日本人が経営する小会社など、タンザニアで
働く機会を見つけました。タンザニアの職場では、英語の通じない
顧客などと会話するためにスワヒリ語が必須。留学中ほぼスワヒリ
語で生活した経験が進路に活きたといえます。

留学から帰国後、現地で質問されて答えられなかった日
本に関することを知っておかなければと思い、東アジア
の宗教や日本のポップカルチャー、社会学の科目を履修。

「日本語の音声」は、スワヒリ語が津軽弁のイントネーショ
ンと似ていて興味を持ったので履修。

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1

2

3

4

5

6

（３年生後期）

食の文化

Urban Studies

日本語の音声 性差の人間科学

和田奈月／ SP1
出身校：青森県立青森高校（一般入試）
海外歴：ニュージーランド語学研修（高校）／

タンザニア留学（SILS）
青森生まれ青森育ちの津軽民。高校で同級生と
行った語学研修で英語への自信が増し、留学生や
多様なバックグラウンドを持つ人たちと出会える
国際教養学部へ入学。

J-Pop Globalization 

J-Pop Globalization 

Gender & Religion 01 

Sociology of Japanese 
Culture & Society 

Seminar on Culture 
(Sociology) 

入学後初めての試験で
少しストレス。
国際寮の友人に
グチをこぼしつつ、
寮生活を楽しむ

留学を終え、留学アドバイザーや、
 自称タンザニア宣伝大使としての
    宣伝活動に没頭

日本での
就活に悩む

            卒論も
        終わり、
    残りの授業を
  楽しむ

Ethiopian Cafe LUCY
　アフリカについて、まずは馴染みやすい「食」から
知ってみよう！　アフリカの料理を体験したい人は、
大隈講堂近くのエチオピア料理レストラン「ルーシー」
へ。スパイスの効いたエチオピアコーヒーのセレモ
ニーがおすすめ。可愛らしい奥さんのルーシーさんと
旦那さんのやりとりに和みつつ、まったりとランチタ
イムを過ごせます。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~lucy-cafe/

Recommendation PLACE

Professor's Eye
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Focus 1

「中東」を軸に開かれた自分の道
　私は高校入学時に帰国するまで 7 年間を英国で過ごし
た。その間、友人との交遊を通し、たいした努力もせず
英語力を得た。高校は帰国入試、大学は AO 入試で進学。
高校時代、友人たちが猛勉強し、正面突破で大学へ進学す
る中、英語を利用して大学へ進学した自分自身に不甲斐な
さや負い目を感じ、自信を持てなかった。その中で、中学
からの中東・イスラム文化への興味を進学後の「軸」にした。
自分で決断して挑んだ
中東での留学と大使館
勤務は、さまざまな人
と出会い、苦難を乗り
越えたぶん、それを少
し変えることができた。

Focus 2

一生の財産となったサウジでの経験
　「ジャナドリア祭」とは、サウジアラビアで 1985 年か
ら毎年開催される「伝統と文化の国民祭典」である。私が
大使館在勤中の 2011 年、日本は名誉ゲスト国として初招
待を受け、日本を総合的に紹介するパビリオンを展示した。
　このプロジェクトには、大使館をはじめサウジアラビア
在住の日本人や日本企業が一丸で取り組み、現地の報道に
日本館が連日取り上げられ、最終日のステージパフォーマ
ンスには、日本語で「あ
りがとう」のプラカード
を掲げてくれるサウジ
人も多くいた。このプロ
ジェクトに携われたこと
は、私の財産となった。

Advice

いくらでもやり直しができる時期
　大学時代は、いくらでもやり直しができる時期だと思う。
大学に 4 年以上在籍しようが、失敗しようが関係ない。周
囲に無駄だと思われても、捉え方を変えれば、それはいく
らでもポジティブなものになる。

1  大学に進学した理由を考え、
何か１つ自分の軸を持ってほしい。

2  無駄だと思っても、
あらゆることに積極的に挑戦してほしい。

3  大学に集まる多くの人の話を聞いて、
見聞を広げてほしい。
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　イスラーム発祥の地である中東
諸国は、今、変革期にある。人口
の 6 割を占める若年世代が新し
い国や社会のあり方を求めている
からだ。近年の急速な教育発展により、大学進学率
が上昇し、さまざまな若者文化も誕生している。欧米
への留学だけが、「国際」的になる道ではない。世界
人口の３割をイスラーム教徒が占める時代はすぐそこ
まで来ている。日本の将来にとって、このエネルギー
に満ちた中東との交流は、欠かせない。中東ビジネ
スの最前線で活躍している方々の多くが、実は、稲門
の先輩たちである。ぜひ、イスラームの魅力も存分
に味わえる中東留学にチャレンジしていただきたい。

若者の国・イスラーム地域の魅力

桜井啓子 先生

　2004 年の SILS 創設から、も
うすぐ 10 年の節目がやってきま
す。今年の新入生は、記念すべ
き 10 回生。SILS は、この 10 年
で「早稲田カラー」を変えました。多様な国籍とエス
ニシティ、多様な価値観と幅のある年齢層、他とは
異なる生き方をすすめる土壌などがあいまって独自の
SILS カルチャーを育んできました。SILS ならではの
システム—他学部と異なり積極的休学を弾力的に認
めるなど—が功を奏しているからでしょうか。たとえ
ば、休学してボランティアやインターンシップ、ある
いは演劇・音楽活動に専念する学生も多く、報道の
自由をテーマに沖縄海兵隊に 1 年勤務したジャーナ
リスト志望の学生もいます。文化横断的な経験を積
んで一段と成長して帰ってきた学生たちが、さらに
SILS カルチャーに厚みをもたらすという循環が、う
まく機能しているようです。

SILSの多様な価値観と生き方

勝方＝稲福恵子 先生

■ 小野さんのモチベーショングラフ

就職内定

留学へ

フットサル
サークルに入る

ヨルダンへの
留学が決定

100％

+

−

0

--100％ 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

友人もできて
生活が充実し始める

現地生活の立ち上げで
トラブル続出

在サウジアラビア
日本大使館への
赴任決定

帰国

SILS での勉強の
方向性に悩む

サウジアラビアへ出発

サウジ人の友人も
できて生活充実

職場で自分の
無能さに悩む

帰国

現地生活の立ち上げで
トラブル続出
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そこに未来が見えてきた
「ポジティブ休学」体験

休学を決意、在外公館派遣員制度で中東へ

　早稲田大学には、さまざまな活動に積極的に取り組んでいる学生
が大勢いる。私は彼らの影響を受け、必修の留学だけでは不十分だ
と考えていた。
　中東に興味を抱いていた私は、現地で生活し学びたいと考え、ヨ
ルダンへ留学した。留学中、中東に興味を持った身として、同地域
にて盟主であるサウジアラビアへ行ってみたいと考えるようになっ
た。在ヨルダン日本大使館の職員から、在外公館派遣員制度を教え
ていただいた。この制度は嘱託職員として 2 年間の任期で各国の在
外公館で勤務できるというものだ。帰国後の採用試験を経て、在サ
ウジアラビア日本大使館への赴任が決定した。念願が叶ったものの、
期間の長さ、帰国後の就職活動、当時の大切な人間関係など、さま
ざまな懸念に直面した。しかし、先輩の言葉を思い出し、悩まず勢
いと直感を大切にサウジアラビアへ向かうことを決意した。
　人生の中で最も自由な時間がある大学時代は、大小さまざまな挑
戦をするには最適である。寄り道をするにも弊害が少ない。このチャ
ンスをいかに過ごすかだ。私を決意させてくれた先輩の言葉は、「やっ
て後悔するのと、やらずに後悔するのでは、やらずに後悔するほう
がより後悔する」である。

ヨルダン大学留学時、英語で開講されている講義が少な
く、思うように履修できなかった。しかし、各国からの
留学生とのアラビア語の授業以外は、外国人が私だけの
講義もあって面白かった。また、空き時間にヨルダン人
の友人と過ごし、多くを学べた。

語学センター　アラビア語

Mon Tue Wed Thu Fri Sun

社会学部中東情勢
休日

1

2

3

4

5

6

（ヨルダン留学時）

Sat

語学センター
アラビア語

宗教学部
イスラム教基礎

小野和貴／ SP1
出身校：岡山県立岡山城東高等学校（AO入試）
海外歴：イギリス在住（7 年）／

ヨルダン留学（SILS）／
サウジアラビア赴任（在外公館派遣員制度）

小学 3 年生から中学 3 年生までイギリスで過ご
す（中 2 まで現地校、中 3 のみ日本人学校）。

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目

入学

The Siege of Mecca
〜The 1979 Uprising at Islam's Holiest Shrine〜
Yaroslav Trofimov 著
　イスラム暦で新世紀へ移った 1400
年（西暦 1979 年）にイスラムの聖地
メッカが占領された事件について、周
辺事情も詳しく書かれている。サウ
ジアラビア統一、1979 年イラン革
命から 2001 年同時多発テロまでの
繋がりも含めて興味深い１冊。

Recommendation BOOK

Professor's Eye



留学先で確信した弁護士としての未来
ロースクール進学で夢を叶える

　SILS で何を得たいですか？　目標を胸に抱いてくだ
さい。私が抱いた目標は、英語力と国際感覚を身につ
けることでした。目標を達成するにはどうすべきか。留
学出願に必要な TOEFL スコア、留学先の決定、志望
校に留学するための好成績が必要でした。馬術や演劇
への興味は諦め、SILS の授業に集中しました。１年生
の夏、家にこもり TOEFL の勉強をしました。秋の留学
フェア後、早稲田の海外協定校のホームページを隅か
ら隅まで読み、心から行きたいと思える大学を探しまし
た。米国中西部アイオワ州にある
小さなリベラルアーツカレッジ、
Grinnell College に行こうと決め
ました。
　Grinnell College で一生の財
産を得ました。リベラルアーツ教
育の醍醐味を味わい、かけがえ
のない人脈をつくり、生涯の宝

となる体験をしました。
Grinnell Collegeでの勉強は楽しく、もっと続けたいと
思いました。出会った人たちから刺激を受け、ロースクー
ルへの進路を意識しました。アメリカの各界で弁護士が
活躍するのを見て、弁護士資格に魅力を感じました。帰
国して卒業を控え、ロースクールに進学して弁護士資格
を獲ろうと思うようになりました。
　今、私は弁護士の卵です。司法試験に合格し、修習
をしています。修習後、米国系法律ファームの東京オフィ

スで英語を主言語に弁護士とし
て働くことが内定しています。求
められた素質は、英語力はもち
ろん、cultural fluency= 異文化
の相違を超えて人と交流できる
素養でした。今の私があるのは、
SILS に行くと決めた 18 歳のと
きの自分のおかげです。

谷口紗智子／ SP1
（2007 年卒業、司法修習中）

海外で奮闘する「純ジャパ」
WAVOC ボルネオ島ボランティア体験

　平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）が主
催する海外ボランティアリーダー養成プロジェクト（ボ
ルネオ）のメンバーとして、１年生の 12 月から継続し
て活動しています。マレーシア、ボルネオ島でフィリピ
ン人移民に対する環境、教育支援に携わってきました。
入学当初、いわゆる「純ジャパ」だった私は、英語で行
われる授業や外国人留学生に圧倒され、学部以外の活
動に手を伸ばすことがなかなかできずにいました。そん
な中、以下の２つのきっかけからこの活動に関わる決意

をしました。
　１つは、学部が提供する幅広い科目群（環境、国際関
係、イスラム教など）から、実世界に存在する問題を自
分自身の目で見て確かめたいという気持ちが芽生えたか
ら。２つに、留学生を含めて周囲の学生が多様なバック
グラウンドを持ち、とてもアクティブに活動しているこ
とへの憧れから。実際、ボルネオではマレーシア人、フィ
リピン人移民と触れ合い、対話を交わすことでそこにあ
る複雑な問題を感じました。現地大学でのプレゼンテー
ションでは移民とマレーシア人との関係改善を訴え、移
民の扱いの改善を求めて行政にアプローチするなどの活
動をしました。また、十分な教育を受けられない子ども
たちに対する識字教育活動にも取り組みました。
　普段の授業、留学、ボルネオプロジェクトなど、日々
の大学生活で得たものは大きすぎてひと言では表せま
せんが、今後も視野や興味を狭めず、自分なりの価値
を生み出していきたいと思います。

坂東　倭／ SP1
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WASEDA-National University of Singapore
Double Degree Programme

      I am currently enrolled in the Waseda-NUS 
Double Degree Programme (Waseda-NUS DDP). I 
spent two years at NUS from 2009 to 2011. Among 
several DDP programmes, the Waseda-NUS DDP 
is the only programme that our school has signed 
with an English institution. 
     NUS is repeatedly ranked as one of the top uni-
versities in Asia, and boasts a reputation for its top 
quality education and academic rigour. Each year, 
Waseda selects five students and the participants 
of this programme basically spend two years at 
NUS. Upon completion of all degree requirements 
at both NUS and Waseda University, students will 
be awarded either a Bachelor of Arts (BA) or Bach-
elor of Science (BSc) by NUS, along with a Bachelor 
degree from Waseda.
     One of the greatest strengths of this pro-
gramme is that students get to choose a major and 
study for it for two 
years. In my case, 
after taking various 
courses at SILS, I 
decided I want to 
further my interest in 
politics so I chose Po-
litical Science as my 
major at NUS. This is 

a highly intensive 
programme and 
even more so 
for Waseda students, as we only have two years 
to complete the major courses that other students 
usually get three years to complete. 
     To be honest, I spent most of my time at NUS 
on studying. The competition was definitely much 
more intense. However, I embraced the challenge 
and feel that the DDP has given me so much aca-
demically. I cannot think of a better programme 
than this if there is something specific that you 
want to study and want to get the top quality train-
ing for that. 
     One thing to keep in mind: the weather. Singa-
pore is basically summer all year around. If you 
are someone who cannot stand the hot and humid 
weather, then, the weather could pose a greater 

challenge. In case you are an inter-
national student, you should keep in 
mind that it is very likely your Japanese 
might suffer.
     Even though I never found it easy, I 
am so grateful to have been given this 
wonderful opportunity. Much of your 
time will be consumed by study, and it 
certainly is a challenge worth taking. 

Ahrum Choi ／ SP2

留学の楽しさを広く伝える広報マン
「学生留学アドバイザー」の醍醐味

　留学センター所属の「学生留学アドバイザー」と
いう学生団体の副代表として、 一人でも多くの人に
留学の “ 楽しさ ” を伝えるために活動しています。
当初はこれから留学する学生に「留学先で主体的に
行動することの必要性」を伝えようと思い、この団
体に入りました。そして、留学経験者の就職活動を
支援するイベントで企画リーダーを担当するうちに、
留学を通して学生、留学センター、企業、社会人が
繋がり交流することができるこの団体の素晴らしさ

を 感じ、これ を
ずっと続くものに
したいと考えるよ
うになりました。
副代表になった後
も、留学アドバイ
ザーのスタッフと

してイベントに参加し、多
くの学生の留学相談に乗っ
ています。僕の話を聞いた学生が僕と同じ留学先を
選んで旅立つことになったときは、「この団体で活動
していてよかった」と思います。
　この団体を通じて一番よかったと思うことは、「留
学が今でも続いている」ことです。一緒に留学して
いた多くの友だちは、すでに「留学経験は過去のも
のだ」と言います。しかし、留学アドバイザーは常
にみんなで留学の楽しさについて考え、共有する団
体です。また、多くの学生の留学相談に乗ることで
自分の留学経験を顧みることもできます。そのため、
今でも帰国直後のように留学中のことを覚えていま
す。そんな学生時代のかけがえのない留学経験を一
生色褪せないようにするために、今後も留学の “楽し
さ” を伝えていきます。

名取　翼／ SP1

写真左
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Focus 1

「出会い」を運んでくれた教職の授業
　教職課程は必修の授業が多いため、必然的に同じ授業を
取る人が何人かいます。４年間を通し、いくつもの教職の
授業をともにして仲良くなった友人の S ちゃんとは、理想
の英語教育について語りあったり、教育実習等について情
報交換を行ったり、難しい授業の後には勉強会を開いてさ
らに理解を深めたりと、お互いを高め合えるとても良好な
関係です。他にもたくさんの魅力的な友人や教授との出会
いに私は恵まれました。
学部の授業だけでは知
り合うことがなかった
かもしれない学生や教
授と出会えることも、
教職の魅力の１つです。

Advice

「教職」って受けるべきなの？
　教職課程は授業数が多いため、正直なところアルバイト
やサークル活動と両立させるのは大変です。しかし、教職
を通してさまざまな知識や経験が得られることも確か。自
分は大学で何を一番得たいのか、一度考えてみてください。
教職を受けることにしたなら…

1  スケジュール管理を徹底。多忙な教職を生き抜く
ための絶対条件！　ときには息抜きも。

2  強い志を持つ。自分の目指す教師像や教育をイ
メージすれば辛いときも頑張れる。

3  ときには妥協も必要。途中で向いていないな、と
思ったら、潔く諦める勇気も必要かも。

グレアム・ロー 先生
Graham Law

     I recall my expectations around a decade ago 
when SILS was still at the planning stage. Then 
I was attached to the General Education section 
of Waseda’s Faculty of Law, and my teaching was 
mainly in English education. I was particularly hopeful 
that the new venture, with English as lingua franca 
and a required period of study abroad, might have a 
revolutionary effect on English teaching in Japanese 
schools. 
     I dreamed of fifty bright SILS graduates entering 
the teaching profession every year. I was thus de-
flated when I understand that, due to the inflexible 
nature of MEXT regulations, SILS students would 
not at first be able to qualify for a teacher’s license. 
This was particularly frustrating, as I soon realized 
that many of the kids entering SILS were richly en-
dowed with the qualities necessary for the teaching 
profession: they were enthusiastic and good at com-
municating their enthusiasm to others. 
     Eventually a solution was found to enable SILS 
students to qualify as school teachers, though it 
remains tricky to meet all the requirements and 
graduate in four years. Yet there still seem a lot less 
SILS students with the aspiration to contribute to 
Japanese society as school teachers than I hoped. 
As a teacher for over thirty years, I can assure you 
that it is a fulfilling job! Do evaluate your own talents 
and consider if this career might be a way to use the 
skills you develop at SILS.

Ten Years On

Focus 2

実習体験で教員への想いを新たに
　教員免許を取るに当たって必要となる教育実習と介護体
験。これらの体験は非常に有意義なもので、とても楽しい
時間を過ごすことができました。特に教育実習では母校の
高校で３週間、実際に教師として英語の授業やホームルー
ムを経験させていただきまし
た。実習を通して自分自身が
高校生だった頃にはまったく
見えなかった先生方の一面や、
１つの授業にかかる膨大な準
備などを知ることで、改めて
教師という職業の大変さを感
じると同時に、教えることの
喜びとやりがいを感じ、より
一層教師になりたいという気
持ちが増しました。

2524

--100％
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

2 年目 3 年目 4 年目1 年目

■ 沢田さんのモチベーショングラフ

100％

+

−

0

さまざまなバック
グラウンドを持つ
人とともに過ごせ
る安心感を感じ、

「自分の居場所は
ここだ」と実感

ハイレベルな学
部の授業に刺激
を受ける

教職の授業で教員の
魅力を知る

周りの向上心や
やる気の低さに
失望する

教員に多くを求められないため、
モチベーションがなくなる

留学を通して
新たな文化に
触れる

留学で専門知識を
得られなかった
ことを後悔

大学院に進むことを
決意する

教職を通して
言語学の魅力
に気づく

授業の少なさに
やる気をなくす

教育実習で
モチベーション
UP ！

介護体験で
新たな経験や
出会いを果たす
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日本の教育は私が変える！
帰国生が教職を目指すワケ

「教職」で見えてきた未来の設計図

　私が英語教師になろうと思ったのは、本当に些細なことがきっか
けでした。私が入学した年は、SILS で英語科の教職課程が始まった
年で、初めは「せっかくだし、取っておこうかな」ぐらいの軽い気持
ちでした。しかし、さまざまな教職の講義を受けていくうちに、たく
さんの刺激を受け、「教師」という職業に対する気持ちが変化してい
きました。「これからの日本の未来を築いていくのは子どもたち。だっ
たら、その未来を担う子どもたちの育成に教師として貢献したい！」。
気づけばそう思うようになっていました。同時に、自分の帰国生とし
ての英語能力が教師として活かせることにも気づきました。
　改善が必要な日本の英語教育の問題の１つに、英語に対する教員
の専門知識不足があります。私は SILS で教職の必修科目として学
びはじめた言語学にすっかり魅了され、卒業後は海外の大学院でさ
らに勉強を続け、その知識を日本の英語教育に応用したいと考えて
います。帰国生であり、言語学を学んだがゆえに得ることができた
自分の英語の能力と専門知識。これらを活かして一英語教員として、
これからの日本の英語教育界に広く貢献したいと思っています。

教職の授業は学部の授業とは別枠のものが多く、学部の
授業と時間が被ってしまうことも多かったため、必然的
に１限や６、７限が多くなってしまい、朝早くから夜遅
くまで１日中大学にいることも珍しくはありませんでし
た。空き時間の有効利用がとても大切でした。

Intensive Spanish I

First Year Seminar IB

Introduction to 
Political Science

Introduction to 
Language Studies（教職）

English Academic Writing Introductory Statistics A

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Intensive Spanish I

道徳教育論（教職）

Introduction to
 Theatre and Drama First Year Seminar IA Introduction to Literature

（教職）

教育心理学（教職）

特別活動論（教職） 教育基礎総論１（教職）

1

2

3

4

5

6

沢田光穂子／ SP1
出身校：愛知県立千種高等学校（AO 入試）
海外歴：アメリカ在住（９年）／
　　　　スペイン留学（SILS）
親の仕事の都合で小学２年生の頃から高校１年生
までアメリカに在住していた帰国生。英語で授業
を受けたいという強い思いから国際教養学部へ入
学。中高英語教員志望。

（1 年生前期）

『黒の女教師』
〜ブラック・ハイスクール・ストーリー〜

企画脚本・山下友弘／小説・荻田美加（泰文堂）
　さまざまな問題を抱えながらも毎日を必死に生きる
生徒たち。彼らの問題を解決し
てあげようと教師が一生懸命頑
張っても、さまざまな規則や
制限の中では「正義」だけで
は立ち向かえない現実がある。
教師が抱える厳しい教育現場
の現状、それに立ち向かおう
とあがく教師たちの姿を描
いた、教育について考えさ
せられるドラマです。

Recommendation BOOK+DRAMA

Professor's Eye
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Focus 1

より深く専門的に学べた「3 年次留学」
　国際教養学部では２年次に留学するのが主流ですが、留
学先によってはできない場合があります。私の留学先も５
学期修了している必要があり、留学したのは 3 年次でした。
留学時期が他の学生とずれると、就職やゼミなどいろいろ
と不安になるかもしれません
が、留学先でより深い勉強が
できるようになるうえ、現地
でインターンなどに申し込む
ときに有利になる場合もあり
ます。私自身、留学前に 2 年
間 SILS で充電期間を設けるこ
とができたため、パリ政治学
院でより高度な勉強をするこ
とができました。

Focus 2

世界的シンクタンクでの貴重な経験
　パリ政治学院留学中そして留学後、GEM（パリ）と
ECIPE（ブリュッセル）という国際政治経済系のシンクタ
ンクで研究していた日々は毎日がとても刺激的でした。欧
州議会や、欧州連合日本政府代表部で行われるカンファレ
ンスに出席し、さまざまな国の政府関係者から直に話を聞
けたことはすごく勉強
になり、それと同時に
自分がこれから学ばな
ければならない課題も
はっきりと見えてきて、
よい経験を積むことが
できました。

Advice

「第三言語」で自分の可能性を引き出す
　SILS のような国際的な環境では、英語＋母国語という
バイリンガルの学生は珍しくありません。ですからこの２
つの言語以外にも、３つ目の言葉を習得することは自分の
可能性を広げるうえでとても有効だと思います。私自身、
日英の他にフランス語を話せたことは、大学生活でさまざ
まなチャンスをつかむうえで大きく役に立ちました。
　SILS では言語の授業が充実しており、学ぶ言語に合わ
せて留学もできます。少し大変かもしれませんが、母国語
そして英語以外の視点から物事を見ることは重要です。こ
れから自分を助けてくれる力となることでしょう。

--100％
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

2 年目 3 年目 4 年目1 年目

100％

+

−
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SILS 入学。
ラジオを中心に
メディア局に楽曲提供

個人音楽プロジェクト発足

iTunes Storeで楽曲配信開始

Emergenza Music Fesival 全国大会
ベストベーシスト賞受賞

音楽からアカデミックへ
方向転換

留学に向け国際政治学、経済学を勉強。
成績優秀者リスト入選

パリ到着

パリ政治学院直属の
経済研究所に所属

パリ政治学院代表として
イギリス LSE の国際会議に出席

早稲田大学、高麗大学との
グローバル・プレゼン・コンペティションで優勝

欧州国際政治経済研究所の
プロジェクトに参加

2012 年度
IMF 世銀総会に参加

政治学、アート、哲学、メディアに関する科目を中心に学ぶ

早慶東大などによる
パリ留学プログラム参加。
NATO ブリュッセル本部訪問

パリ政治学院留学
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舞台は地球、主役は自分
世界をリードする人材へ

SILSの特性を最大限に活かし、世界へ

　入学当時、高校時代から続けてきた音楽の道に進もうと、学外で
楽曲制作を積極的に行いました。自身の音楽プロジェクトも立ち上
げ、楽曲提供などの創作活動に励む傍ら、SILS では政治学、哲学、アー
ト、そしてメディアの授業を履修。しかし、２年生になって私の興味
は次第と音楽からコンテンツビジネス、それを取り巻く政治経済へ
と移っていきました。フランスの高校出身ということもあり、留学先
の目標をヨーロッパ社会科学トップクラスのパリ政治学院に絞り、国
際政治や経済の勉強をしました。その結果、同大学の英仏バイリン
ガルプログラムに留学。１年間パリで優秀な学生たちと切磋琢磨す
ることができました。留学中、パリ政治学院直属の研究所 GEM に
て日欧の FTA に関する研究に助手として参加し、その後もブリュッ
セルにある欧州国際政治経済研究所（ECIPE）でメディアコンテン
ツ輸出政策に関するプロジェクトに参加しました。
　SILS は可能性の宝庫。留学先の選択肢、科目の種類、柔軟性、
そして学生・教授陣の多様性も他の学部では得られないものだと思
います。この環境で自分の可能性を最大限に活かすことができれば、
日本であっても、海外であっても、自分の求めているゴールに必ず
近づけると信じています。

鈴木瑞翔／ SP1
出身校：Lycee Franco-Japonais de Tokyo（AO 入試）
海外歴：モナコ在住（4 年）／フランス留学（SILS）
幼少期をモナコで過ごし、帰国後もフレンチス
クールに通学。「日本人として自国の文化や社会
を知り、世界中どこでも働けるように英語力も磨
きをかけたい」と SILS に進学。

この学期はパリ政治学院留学前でもあり、留学時に勉強
すると予想される科目に直結する国際政治経済学や欧州
政治に重点を置いた時間割の組み方をした。また、ビジ
ネス英語、フランス語などの授業を取り、留学先で使う
言語のベースを固めることも意識した。

Selected Topics in Film 
and Mass Media

Selected Topics in Film 
and Mass Media

Economical Development

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Business Tutorial English
（超上級）

International Political 
Economy

European Integration and 
Foreign Policy

1

2

3

4

5

6

（２年生後期）■ 鈴木さんのモチベーショングラフ

French Global Advanced 
Course

Business Tutorial English
（超上級）

ポール・ベーコン 先生
Paul Bacon

     Many students from my zemi go on to graduate 
study; in the past four years, for example, 10 of my 
zemisei have taken places at Oxford, and 8 at the 
London School of Economics and Political Science. 
It is possible to progress from SILS to elite graduate 
school programs.
     It is important to know which university you want 
to go to, and which subject you want to study; know 
what the GPA and TOEFL requirements are in ad-
vance, and plan realistically towards achievable GPA 
requirements; choose SILS courses because they 
genuinely interest you, and be prepared to work 
hard. Always do the required reading and prepara-
tion, don’t be afraid to ask and answer questions, 
and keep trying to improve. Contact your sempai 
who have already made it to the graduate school of 
your dreams; they will be happy to help you. 
     Graduate school is expensive and time-consuming. 
You should only go if you are genuinely interested in 
the subject. Be able to show a clear and consistent 
interest in your subject and future career, both on 
your SILS transcript, and in your study abroad choice. 
If you achieve good results in a competitive institution 
as a study abroad student, then this increases your 
chances of gaining access to elite graduate programs. 
Finally, try to participate in at least two internships that 
are relevant to your intended postgraduate studies.

Pathways to 
Postgraduate Study 
from SILS

LSE 国際政治経済
修士課程合格

フランス政府
給費留学生（修士課程）に

選抜される

27

Spaces of Neoliberalization:
Towards a Theory of Uneven Geographical Development

David Harvey 著
　邦題『ネオリベラリズムと
は何か』（青土社）。大学１年
生のときに読み、新自由主
義を基盤とした政治、そし
て経済体制を歴史的コンテ
クストを交えながら鋭く批
判的に分析した内容に大き
く衝撃を受けました。僕
の大学生活の方向を変え
たともいえる１冊です。

Recommendation BOOK

Professor's Eye
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Focus 1

フランス語コンクール最優秀賞に
　フランス留学を終え、日本でフランス語を使って何かを
したいと考えていたときに、日仏会館で開かれるフランス
語スピーチコンテストの募集を目にしました。「若者：将来
の担い手」というタイトルのもと、若者と政治の関係につ
いてスピーチをした結果、最
優秀賞に選ばれることができ
ました。この功績が早稲田大
学からも認められ、2011 年度
の早稲田学生文化賞も受賞さ
せていただきました。SILS で
培ったフランス語が日本全国
でも通用したのです。

Focus 2

４年間の強力な学習ツール、Podcast
　駅までの行き帰り、電車を待つ少しの時間、電車内……。
塵も積もれば山となる時間を有効に使いたいと思って見つ
けたのが iPod のアプリ、Podcast です。無料でダウンロー
ドできるニュースや学術的な内容の音声コンテンツが豊富
にあります。NHK ラジオの日・仏版、BBC ラジオ、仏語
ラジオ局などを毎朝ダウンロードし、毎日２時間ほど聞く
ことで、時事問題と外国語の勉強を実践していました。そ
んな自分の最終奥義は
２倍速再生。多くの情
報を短時間で教えてく
れた４年間の相棒が、
Podcast でした。

Advice

自分が「好きなこと」を見つけよう
　SILS ではいろいろなことが勉強できるからこそ、自分
が好きなことを見つけてほしいです。海外留学や外国語を
通して国際的な見方を養え、リベラルアーツにより多角的
に考えることができるということが、SILS の魅力です。私
の場合は政治学、特に近代政治史を中心としつつも、政治
哲学思想史、国際関係論、ジャーナリズムといった他分野
に加え、フランス語を通してフランス語圏の学者にも注目
し、自分独自の視点を持って政治学に取り組みました。好
きなものほど広まり、深まるものです。好きなものを見つ
けたらとことん好きになってください。

シルヴァン・マッチュウ・ジュリアン・ドゥテ 先生
Sylvain Matthieu Julien Detey

     In this globalized world, a lingua franca is a nec-
essary tool to travel, study, work and live with people 
from different linguistic backgrounds in different 
places, and English has undeniably become today’s 
lingua franca for many communities around the 
globe. Yet, a truly international citizen should not only 
be a global person, but also a glocal individual, i.e. a 
person combining a general communicative compe-
tence (e.g. in English) with fine-grained specific skills 
in a different (ideally several) language(s), culture(s) 
and field(s).
     In order to fully understand other people’s visions, 
needs and lifestyles, you must be able to shift your 
perspective, which implies being used to at least 
three (and not only two) viewpoints (and therefore 
languages and cultures). This deep understanding 
is crucial in all aspects of personal and professional 
life at an international level. Whether it is Chinese, 
French, German, Italian, Korean, Russian, Spanish 
or any other language-culture, students should use 
their university time to acquire these lifelong skills, 
if they truly desire to become world citizens. Being 
proficiently global today means being glocal, which 
in turn implies being plurilingual: many languages for 
many worlds, in one single international universe. 

Globalization, 
Glocalization and 
Plurilingualism
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アカデミックに全力投球

世界へと羽ばたける場所
SILSに広がる学問は無限大

SILS 生よ、「広く深く」大志を抱け

　特定の学問を「狭く深く」勉強できる他学部に比べて、SILS では
専攻がないために「広く浅く」しか勉強できないといわれます。どち
らがいいか悩まれる方がいますが、答えは「広く深く」勉強するこ
とが一番です。なぜなら、政治学者、丸山眞男が日本の「タコツボ型」
学問を嘆いたとおり、学問はすべて繋がっているものだからです。
　いわゆる純ジャパであり、高校で文系科目を勉強しなかった自分
は、語学・勉学を問わず、「すべてを人一倍勉強する」と心に決め、
SILS で取る多彩な分野それぞれが専攻であるかのような気持ちで４
年間励みました。こうした結果、各国から社会科学、特に政治学を
専門とする学生が集まるフランス・リール政治学院に留学した際も、
周りに引けを取らず、現地の留学生受け入れ担当者からも「留学生
の中でも非常に優秀だ」と褒めていただきました。留学を終えてか
らは、オープン科目の履修で他学部の学生と授業をともにする機会
もありますが、自分は SILS で養った国際的かつ幅広い視点を持って
各学部生の橋渡しをすると同時に、各分野での議論に対等に参加し
ています。
　SILS 生よ、大志を抱け。「広く深く」勉強できる場所が SILS です。

安藤友馬／ SP1
出身校：早稲田大学高等学院（内部進学）
海外歴：フランス旅行（高校、2 週間）／

フランス留学（SILS）
高校卒業までは理系が得意で、理工系学部を先生
から強く勧められるほどの完璧な理系。しかし、

「もっと広い世界を見たい」と自分の人生を微分
したら、世界に羽ばたける SILS が解だった。

SILS の上級科目の中から、大学院進学へ向けて専門性を
高めるための哲学や思想関連の授業を受講し、オープン科
目では卒業論文に関連深い科目を取りました。授業がない
日はインターンシップにあて、NGO で勤務していました。

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1

2

3

4

5

6

（４年生後期）■ 安藤さんのモチベーショングラフ

Movements in Japanese 
Intellectual History
（上級科目）

Advanced Seminar on 
Communication

インターンシップ

インターンシップ

インターンシップ

在日コリアンから学ぶ
（オープン科目）

社会文化研究・フラン
ス語（オープン科目）

Western Political Thought（上級科目）

政治学、EU 研究、ジャーナリズム等を中心に勉強

Introduction to Political Science の授業にて
中間テスト成績１位で表彰

フランス・リール政治学院留学 政治学、社会学、哲学を中心に勉強。読書に熱中

成績優秀者リスト（Dean's list）入選　　Dean's list 入選 Dean's list 入選 Dean's list 入選　　　　　  Dean's list 入選

Cross-Cultural Distance Learning (CCDL)
International Students Forum に
早稲田代表発表者として参加

留学先にて
１学期目の成績で

褒められる

パリ・ジャパンエキスポにて
UNESCO スタンド運営に

ボランティア参加

2011 年フランス語コンクール
（日仏会館）最優秀賞

早稲田学生文化賞受賞

1st Waseda University Korea 
University Global Presentation 
Competition 優勝

国際支援 NGO ハンガー
フリーワールドにてインターン 『〈民主〉と〈愛国〉』

〜戦後日本のナショナリズムと公共性〜

小熊英二 著（新曜社）
　丸山眞男、竹内好、吉本
隆明、鶴見俊輔など、日本
の戦後思想を代表する人々
を集めて紹介した本です。
大学１、２年生の頃、留学
に向けて西洋の思想を主
に勉強していた平成生ま
れの自分に、昭和の重み
を教えてくれました。

Recommendation BOOK

Professor's Eye
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「留学先への編入」という一大決心
読書への情熱が人生を変えた

　大学は何をする場所だろう。大学生なら一度は考え
ることだと思います。私の場合、答えを見つける過程で
SILS を中退しました。SILS が嫌いだったからではなく、
やめなきゃどうしようもないくらい、他で没頭できるこ
とを見つけたのです。
　せっかく大学に入ったから本でも読もう、と漫然と読
書に耽ったのがきっかけでした。それまでは特に読書
家ではなかったのですが、SILS の授業を受けるうちに
徐々に読む量は増えていきました。読書への情熱を決
定づけたのは、留学先での専門的な教育でした。全寮
制の整った環境で膨大な課題を
こなすうち、それまでは読むため
のツールでしかなかった活字に
対する好奇心が学問的問題意識
へと形を変えたのです。留学中
盤には読書をして雑文を書いて
いないと自分らしくないと思える

くらい、知的探究が生活の一
部になっていました。いつし
か、そんなきっかけを与えてくれた Grinnell College で
こそ、原点を見つめながら自分磨きができると考えるよ
うになり、編入という道を選ぶに至りました。
　Grinnell を卒業した今でも SILS での日々を思い出し
ます。面白いものがたくさん落ちているのが SILS の強
みです。私は結果的に Grinnell を選びましたが、所詮
は無数ある選択肢の１つにすぎません。後輩のみんなも
揺さぶられる情熱を見つけてほしい！　就活の圧力は障

壁となるかもしれませんが、社
会に合わせて自分を変えながら
も、自分に合わせて社会を利用
するくらいの身勝手さを捨てず、
自分らしい学生生活をつくって
いってください！

鵜飼峻二／ SP1
（2009 年退学、

名古屋大学大学院進学予定）

Live & Learn @SILS　——3

What Meant for You as a Korean 
To Study Abroad in Korea

     For my one-year study abroad, I was initially de-
ciding between the choice of going to a new exotic 
country or back home. Eventually I decided to go 
to Korea University, since the years I have spent 
abroad are much longer than the ones I had spent at 
home. Choosing to come to Japan was already study 
abroad itself.
     Going back home was very fulfilling, I could ex-
perience Korean university life and could tell how it 
would have been like if I had gone to school to Korea, 
which was originally one of my options. Since I learn 
a variety of subjects in SILS, I could choose courses 
from departments that had more depth and that 
were more concentrated in a Korean environment. 
Taking classes in Korean was also great and a new 
challenge, since I have been taking classes in English 
for most of my education.
     In Korea, university life is considered to be one of 
the most characteristic and best times of your life, so 
it was great to be involved in that energy and moti-

vation most of the students 
around me had. It was also 
great since I could look 
more closely into the job-
hunting process in Korea, as it is one of the options I 
am considering once I graduate from Waseda.
     Studying “back home” brought new perspectives 
into my studying in Japan, and it was a great oppor-
tunity to learn and get involved in a new university 
environment.

Min Kyung Liew ／ SP2
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Special Part Time Job Experiences 
in Japan

     While most of the foreigner students choose 
to do part time jobs such as tutoring or conven-
ience stores, I decided to challenge some special 
and interesting part time jobs that not even Japa-
nese students tend to experience.
     One of the jobs I challenged was the beer 
selling girl in the Jingu stadium, which you walk 
around the stadium with a tank of beer on your 
back and see if anybody wants beer. The more 
beer you sell, the more pay you get. It was a 
very tiring job at first, for the tank of beer was 
around 13 kgs and you had to keep moving on 
and on. I could hardly walk 
for three days after my first 
day at work. However, things 
get easier after getting used 
to the job. Every day was fun 
and exciting, getting to meet 
different kinds of people.
     Working at one of the 
most famous maid cafes in 
Akihabara was also a interest-

ing experience. The whole 
concept of the maid cafe was 
“moe,” which was acting cute 
and creating an at home atmosphere by calling 
our customers “masters” or “ladies.” It was also 
fun participating in special cosplay events which 
I got to try on different costumes everytime. I re-
ally enjoyed introducing the concept to tourists, 
giving them the chance to enjoy their tour more.
     My Japanese skills truly did improve A LOT by 
doing these part time jobs, especially my speak-
ing and listening skills. Of course, not everything 

was so smooth at first — I got 
refused for a whole bunch of 
times before getting my first 
job. But you never know what 
is going to happen until you 
try!! For me, I’m really glad 
that I got to do these jobs — 
and I’m sure that this shall be 
an unforgettable part of my 
study abroad life in Japan.

Hope Shen ／ SP2

Bringing the World Together!
世界中の仲間とミュージカルで異文化理解

　私は舞台を通して「人に感動を与える」ことが大好
きである。大学１年次には、東京学生英語劇連盟にて
初めての英語のミュージカルを経験し、留学先トロン
ト大学でもミュージカル「シカゴ」のオーディション
を受け、唯一の留学生キャストとして出演した。私に
とって舞台とは、国や文化、人種、年齢の壁を超えて
自分を表現できる場なのだと実感した。
　大学４年の春、世界中からの若者と半年かけて世
界を旅し、舞台公演と社会貢献活動を行う “Up with 
People (UWP)”という私にとっては夢のような国際
NPO 団体の存在を知った。同級生が就職活動を始
める中、人と違う道を進むことに不安も感じたが、人

生一度きりと思い、半年間の休
学と UWP への参加を決意した。
2012 年７月、19 カ国から集まった 98 名の若者と出
会い、最初の１カ月でプロの監督指導のもと舞台を創
りあげ、その後、アメリカ、フィリピン、台湾、メキ
シコの４カ国計 16 都市を訪れた。旅先々でのホーム
ステイ、週末の舞台公演、また現地でのボランティア
活動など刺激的な日々を過ごし、全力で挑んだ半年間
であった。
　UWP を終えた今、この旅を通して出会った人々、
私を支えてくれた家族に感謝の気持ちで一杯だ。半
年間ともに旅した仲間は、育ってきた環境や文化は異

なるが、“Bringing the World Together” とい
う同じ目的を持って過ごした私の家族である。こ
の経験を通して、今自分が与えられている環境
に感謝し、その中で自分ができることに挑戦しつ
づける大切さを学んだ。

尾嵜未依／ SP1
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ティモシー・スール 先生
Timothy Seul

     As a graduate from a small liberal arts college, I 
am well aware of the concerns you may have about 
a more general course of study. More importantly, 
however, I am also aware of the benefits that await 
you at SILS. A liberal arts program exposed me to a 
variety of subjects and perspectives, making my de-
cision about what to focus on in my third and fourth 
years a much more informed one. More important 
than quick answers to complex questions, is the ability 
to think critically about those questions. Indeed, the 
world's most complex problems will not be solved 
without an understanding of, for example, different 
cultures. For those worried about employment af-
ter graduation, a recent study published in Forbes 
magazine showed liberal arts graduates do just fine, 
earning well above the median income in the United 
States. Furthermore, the study pointed to how liberal 
arts programs are often the gateway to rewarding 
careers that require attending graduate school. The 
American Bar Association, for example, does not 
recommend any specific course of study to prepare 
for law school. More important is to choose subjects 
that interest and challenge you, and to apply yourself 
towards getting excellent grades. My experience 
bears this out; a liberal arts education prepared me 
for the rigors of graduate studies as well as, or per-
haps even better than, students who attended more 
structured programs. In short, make the most of the 
opportunities that come your way at SILS!

Making the Most 
of Your Time 
at SILS

3333

Advice
Efficiency
     So you've come all the way to Tokyo. To study? Most 
certainly, I would assume. But where is the fun in studying 
24/7? You should make the most of living in Tokyo. 
     If you are like me and want to prioritize your studies but 
also leave enough space for other activities, here are a 
couple of tips that may help:

1 Start early— While it may seem intimidating at first, the 
schoolwork is not as hard as you may think. The real diffi-
culty is balancing your schoolwork with your extracurricular 
activities, your graduation thesis, job-hunting, and graduate 
school applications. The key is to get things done as early 
as possible.

2 Make appointments with your teachers— Teachers at 
Waseda are required to have office hours. So many people 
do not utilize this opportunity. While this option is present, it 
is your task to take advantage of it.

Focus 1
Dorm Life in Wakeijuku
     I live in a male university dorm called Wakeijuku, located 
in Mejiro. The best way to describe the dorm is as a Japa-
nese Hogwarts. Wakeijuku is divided into six sub-dorms, all 
of which compete in the many events hosted by the dorm, 
including the kibasen. 
    By living here, I have become a lot more active. I have 
also developed interpersonal skills. Wakeijuku houses over 
five hundred students from many different countries and 
backgrounds. I've become accustomed to respecting the 
opinions of others, even if they seem absurd or foreign to 
me at first. 
     The main thing I want to stress most of all is that it is 
extremely fun to live 
in Wakeijuku. I would 
personal ly  s t rongly 
recommend living in a 
dorm during your stay at 
Waseda.

Focus 2
Joining and Creating Circles
     Waseda has the greatest number of circles (club ac-
tivities) in Japan. Ranging from soccer to pantomime, 
circle activities often become the highlight of student life 
at Waseda. I am a member of four circles: Freeway Music 
Circle, SILS French-Speaking Network, Club Francophilia, 
and Mikhail-Kai. Mikhail-Kai is an all-round circle, where we 
go on trips, play music, and go scream our heads off at the 
karaoke box in Takadanobaba. As you can, as I did, even 
create your own circle, 
you would have to try 
hard to not find people 
with similar interests.
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だから日本で学びたかった
SILSで見つけた学究の道

Finding My Way

     My plan was to transfer to a school in the U.S. after my sec-
ond year because frankly, I was unsatisfied with many of the 
SILS courses I took in my first two years. Having taken classes 
at the American university I transferred to, I felt that the classes 
were indeed of very high quality. However, I noticed that the 
student body was a lot more diverse at SILS and that there was 
a lot more diversity of opinion. In my opinion, this is a very im-
portant factor in university-level education, so when I returned to 
Waseda due to some private issues, I was not that upset. In fact, 
from there it was mainly uphill because many of the classes at 
Waseda I took after that were very good. I am dealing now with 
a more specialized set of classes, which are far more interesting 
than the classes I took as a freshman.
     There are many professors at SILS teaching various disci-
plines. Naturally, there are good professors and bad professors. 
Finding one that shares your interests, is nice, and can make 
time to meet with you will make your academic life a whole lot 
better. This requires taking courses from different teachers and 
visiting them during their office hours. Once you find a professor 
you want to work with, you can apply to their advanced seminar 
and write your thesis, under their guidance, on a topic you are 
actually interested in.

Iain Mikhail Graham ／ SP2
出身校：米国／ Mountain Ridge High School（AO 入試）
海外歴：毎年、函館のサマースクールへ
During senior year at High School, was accepted into 
Arizona State University and SILS. Chose SILS to live in 
Tokyo, which had always been my dream. 

To learn more about International Relations / To im-
prove my Spanish / To not take too many courses 
because I need to write my graduation thesis

（４年生前期）■ Grahamさんのモチベーショングラフ
Directed Studies for 

Senior Thesis

Theories of Religious
Studies

Spanish II

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Contemporary Issues in the Islamic World
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0
Entered SILS

Transfered to US, but came back;
started Advanced Seminar on
 International Relations

Graduate School Application
+ Thesis 
+ Extracurricular Activities

2013 Graduation

Akihabara
     You can find so much 
Japanese sub-culture there. 
As a huge fan of Japanese 
animation and visual novels, 
Akihabara, or the  Otaku 
Capital of the World,” is a 
place I regularly visit with 
my friends. In addition to 
these things, you can find 
cheap electronics and 
Akihabara's most famous 
icon: maid cafes.

Recommendation PLACE

Professor's Eye

”
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情熱と忍耐力、そして今を大切に
　SILS での４年間は今までの学生生活の中で一番短く、一
番楽しい、一番終わらせたくないものでした。どの学部より
も活発な SILS で３つのＰを大切にしてください。

1  Passion（情熱）：何かに情熱を燃やしてチャレン
ジすること。

2  Perseverance（忍耐力）：何事も最後まで責任
を持ち、諦めないこと。

3  Present（今）：後悔や未来への不安に捕らわれ
ず「今」を懸命に生きること。

Focus 1

日本人と机を並べた最高のゼミ
　留学生でありながら英語によるゼミではなく、日本の政
治 ･ 経済を学ぶゼミ（森川友義教授）を希望した理由は３
つある。①卒業する前にもっと日本の事情や現代問題、将
来を学ぶため　②日本語スキルを磨き、日本の敬語や上下
関係、箸の使い方などを知り、OB/OG との関係を結びかっ
たため　③森川先生のゼミはただ就職や卒業論文のためだ
けでなく、これからの人
生をどんな姿勢で進む
べきかを学べる内容だっ
たから。結果的に最高の
決断だったと思う。

Focus 2

韓国人学生会の活動に邁進
　SILS の韓国人学生会「SILS People」には卒業生を含
めて 400 人以上が所属している。私は２年次から副会
長を務め、４年次には会長となり、韓国人留学生の学業
と生活のために活動した。春と秋に行われる新入生歓迎
会、夏の BBQ 大会や韓国での OB との交流会、秋の合
宿と冬の忘年会などがメインの行事。先輩たちから科目
の評価をもらい、後輩たちのコース選びを手伝った。９
年間におよぶ先輩のデータをもとに、留学や日本・韓国
での就職に迷う学生たちにコンサルティングサービスも
提供している。

マージ・クリスティン・リー 先生
Maji Christine Rhee

     Freshman experience is exciting because being 
a university student is different from being a high 
school student.  There is no need to wear high school 
uniforms and students can freely choose their own 
style of dresses.  A freshman would also have much 
autonomy choosing courses to take, clubs to join, and 
freely manage time to study and socialize.  Being a 
freshman at School of International Liberal Studies, 
Waseda University would especially be particular.  
Students from Korea will have classmates not only 
from Japan but also from different parts of the world.  
The diverse classroom dynamics at SILS would natu-
rally bring in students to mutually share different ideas 
and arguments.  Accumulation of global ideas and ex-
changes among students would lead them to create a 
new generation who would link the past and the future 
societies.
     School of International Liberal Studies was es-
tablished in 2004 as the thirteenth undergraduate 
program at Waseda University.  The growing reputa-
tion of SILS for being a truly global higher educational 
institution has drawn students from all over the world.  
Students from Korea consist of the largest number of 
student group from overseas.  One of the contributing 
factors for brining in many students from Korea is due 
to the unique curriculum at SILS.  Students would pur-
sue their undergraduate studies in English while learn-
ing the fundamentals of the Japanese language as 
their second foreign language.  Also, Korean students 
at SILS benefit from taking university-wide classes of-
fered in other colleges within Waseda.
     Waseda University has been special to Korea 
since it has a long history of receiving students from 
Korea since the turn of the century.  There are promi-
nent Korean alumni including the CEO of Samsung.  
In the coming 21st century, Korean students at SILS 
would be able to combine Waseda’s rich tradition of 
openness and the new global academia to the world 
and to their home country.

SILS Seen from 
Korea
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2 年目 3 年目 4 年目1 年目

100％

+

−

0

University 
entrance

Self-relization; 
Japanese proficiency 
doesn't get better in 
short period time
Struggling to have 
Japanese friends
Getting along with 
International & Korean 
friends

Back to Korea, 
first time going

Bad time management, 
timetable mismatch
Struggles with lectures

Became 
the vice president of SILS 
Korean Association

Pondering about 
future career, plans 
and researching about 
interests through SILS

3.11 Earthquake

Zemi 決定

Struggling 
with Japanese 
interview Preps

Interview
s

Failures of interviews 
about 15

Became the vice 
president for Korean 
Student Association 
of WASEDA
Started part-time job 
at cafe near school
New experience as a 
facilitator for English 
camp for Japanese 
high schoolers & 
Global Village
Part-time / temporary 
internship at BCG
Lots of interactions 
with friends

Job offer X3

TAing for Prof. 
Morikawa

Don't quite remember, acted as the vice 
/ president of Korean Society in SILS

Job hunting period
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韓国からシンガポールへ
日本で開けた世界への道

成長の場を求め、世界を視野に就職活動

　SILS ではさまざまな価値観を持つ学生たちの中で視野を広めるこ
とができた。韓国、中国、台湾、シンガポール、アメリカ人との
交流を通じ、もっと広い世界で活躍したいと思うようになった。働
く国はどこでもいい。自分がもっと成長できる、新たな経験がで
きる場所に興味を持ち、多様な民族が集まるシンガポールや香港
での就職も希望することになった。日本の企業はグローバル化に
よって留学生をほしがっていると聞いたが、面接で一番の勝敗要
因は日本語能力だった。日本語能力試験１級はもちろん、志望理由、
面接の場での敬語や礼儀、メールでのやり取りなども評価された。
キャリアーセンターの情報や学部内説明会、面接対策・自己分析
講座が役に立った。同じゼミの友だちにはエントリーシートの日本
語添削や面接練習で就職活動のほぼ１年間を支えられ、かけがえ
のない思い出となった。
　経営学、マーケティング、国際政治学、会計学、財務管理学など、
SILS の多様な学問との触れ合いで身につけたフレキシブルな姿勢
と、どんな国籍や学部、分野に興味を持つ人ともつきあえるオープ
ンマインドで、これからもシンガポールで成長したい。私は SILS で、
日本から世界へと飛び立つ橋を見つけた。

Ji Yeon Park　朴 知妍／ SP2
出身校：韓国／梨花女子外国語高等学校（AO 入試）
海外歴：シンガポール在住（2 年）
世界中から集まる留学生や日本人と触れ合いなが
ら、グローバル時代に相応しいコミュニケーショ
ン能力やリーダーシップが身につけられると考
え、SILS への進学を決めた。

興味のある国際政治やマーケティングの科目を中心に組
んだ。就活に向けて日本語能力を磨くことも意識し、ゼ
ミも日本語で履修。友だちとの時間や東京生活を楽しみ、
次週の準備をするため週１日は OFF に。 Public Choice Theory & Japanese Politics

Topics in American 
Advertisement

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Korean Economy

1
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3

4

5

6

（３年生後期）■ Parkさんのモチベーショングラフ

European Foreign Policy

Seminar on Governance

Topics in American 
Advertisement

Intro to International 
Marketing

ニュースと映画で
学ぶ日本語

CAFE Murcielago
     CAFE just near building 22, 
checking out “Today’s Special” 
and the delicious smell from 
the kitchen has made me 
hungry all the time: DO check 
the hand-baked cheese cakes everyday!

Recommendation PLACE

Professor's Eye
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チャレンジと出会いを大切に
　SILS は私たちにとても広い舞台を提供しているので、ぜ
ひ積極的にさまざまなことを試してみてください！　勉強は
もちろん、サークル、インターン、ボランティア活動、学内
イベント、いろいろな人と出会って自分を成長させよう！

1  SILS には多様な国籍の学生が在籍していて、ま
るで国連みたい。積極的に外国語を使って友だ
ちをつくってください。

2  サークル、インターンはもちろん大事だけど、勉
強も忘れずに、授業をもっと楽しんでください。

3  就活は長く厳しいけれど、頑張り続ければ、自
分が働きたいと思う企業にきっと出合えるの
で、自信を持って。

舒　旻 先生
SHU Min

    Waseda University has long been standing as a 
bridge between the East and the West for Chinese 
students. As early as in the late Qing dynasty, 
exchange students from China enrolled at what was 
then called ‘Tokyo Senmon Gakko’ to study. Today, 
Chinese students form the largest foreign student 
group at Waseda, and about 30% of them are 
studying at the School of International Liberal Studies. 
     There are many reasons why Waseda University 
and the School of International Liberal Studies have 
been an ideal place for Chinese students to pursue 
higher education. Waseda has long been considered 
as a top Japanese university in China. Its reputation 
was further enhanced by the high-profile visit of 
Chinese President Hu Jintao in 2008. Besides a well-
respected name, Waseda also stands out for her 
motto: independence of learning. Liberal in thoughts 
and free in academic enquiry, Waseda University 
offers Chinese students a unique platform to acquire 
knowledge and pursue intellectual development. 
Perhaps more importantly, the attractiveness of 
Waseda lies in her internationalization. Led by the 
School of International Liberal Studies, Waseda today 
offers a wide range of English-instructed courses and 
degree programs. By studying in English at Waseda 
University, Chinese students are finding new ways 
to bridge the East and the West in their academic 
studies and campus lives. 

Bridging the East 
and the West

Focus 2

外国人として就活を乗り切る
　留学生としての就活で一番苦労したことは、言葉と文
化の壁だ。たとえば、Web テストのときなど、非常に
短い時間で日本語の長い文章の主旨を把握しなければな
らないのでとても大変だった。また、日本のエントリー
シートはただの履歴書とは違い、企業ごとに独自の質問
が設けられていて、企業分析をきちんとしなければ書く
ことができないので、作成するのにとても時間がかかっ
た。日本企業は内定が出るまでの選考時間がとても長く、
そういった面に慣れるのにも時間がかかった。早めに準
備するのが大事だと思う。

Focus 1

インターンシップで見つけた自信
　２年生の夏休み、日本の職場を体験するため国際交流基
金のインターンシップに参加。最初は会議の内容が全然聞
き取れなくて苦労した。積極的に同僚たちに働きかけ、専
門用語について質問して会議についていけるよう勉強した
り、仕事以外の時間はビジネス日本語を勉強したりした。
そして計画的に、優先順位をつけるなどして効率を高める
ことで、仕事がうまくいくようになった。この経験を通して、
どんな未知の仕事や課題と出合っても、できるという自信
を持ち、失敗を怖がらず、最後までやりとげる心構えを持
つこと、それが社会人だとわかった。
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SILS 入学。
ワクワクしたが、
いろいろな壁もあった

勉強、外国語、
友だちづくり、
ひとり暮らし、
すべて難しかった

少しずつ
困難を乗り越える

日本語能力試験Ｎ１級合格。
友だちをたくさんつくる

国際交流基金でインターン

迷いながら
就活を始める

準備不足ですべての
エントリーに落ちた

就活再スタート

第１志望の
会社に内定！

卒論や免許でバタバタしているが、
残りの学生生活を満喫中
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中国の安定を捨てて来日
障壁を乗り越えて得た自信

チャレンジ精神でつかんだ「人生の宝物」

　学校推薦で中国の大学の日本語科に進学したが、安定な生活に満
足できず、自分をさらに成長させるため、中国の大学を中退し、早
稲田に入学した。日本文化が大好きな私にとって留学生活の最初は
興奮したが、さまざまな壁もあった。たとえば、日本語も英語もうま
くできなかったこと、友たちが少なかったこと、生活を自立できなっ
たこと。しかし、チャレンジ精神で、すべての困難を自分への挑戦と
して乗り越えた。日本語がうまく話せなくても勇気を出して周りの人
に声をかけたり、英語の授業が難しかったら事前に予習したり、家
事に失敗しても焦らずにゼロからやり直したりして、だんだん自信を
持つようになった。２年生のとき早稲田の代表に選ばれて、国際交
流基金でインターンシップを経験。最初はうまく仕事をこなせなかっ
たが、積極的に質問し勉強して、同僚の方々から好評をいただいた。
３年生の就活もとても大変だったが、とても成長した。
　SILS の学生として、たくさんの素敵なチャンスやチャレンジと向
き合っている。自信を持ってきちんと頑張れば、立派な人間になれ
ると思う。この４年間は人生の宝物。大学生活をありがとう。

Manli Wei　魏 曼麗／ SP2
出身校：中国／南京外国語学校（AO 入試）
海外歴：アメリカ（修学旅行）
さまざまな学問に触れることで一番興味のある分
野が見つかるので SILS を選んだ。英語による授
業とたくさんの留学生がいるので、まるで国連の
ような雰囲気でとても刺激的。

２年目の前期は 12 月の日本語能力試験 N １級を受験す
るため、16 単位しか取らなかった。一番興味のある経済
とビジネスの授業に加え、日本文化に関する科目を履修。
Calculus は将来の勉強に役立つと考えて履修した。

（２年生前期）■ Wei さんのモチベーショングラフ

Transnastional Business Enterprises

Introduction to Popular
Culture

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Calculus I 51

1
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3

4

5

6

Microeconomics

Specification of Craft Art
in Japanese Culture

Love Letter
脚本・監督：岩井俊二／
出演：中山美穂、豊川悦司ほか
　一番好きな映画だ。天国の恋
人に向けた１通のラブレターが
生み出す２つの恋愛模様を描
くロマンティック・ラブストー
リー。自分の高校時代を思い
出し、ふわんとしたやさしい
気持ちになってしまった。きれ
いな北海道の景色や素敵な音楽など、とても素晴ら
しい映画だと思う。

Recommendation MOVIE

Professor's Eye
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Intro to Legal Studies
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Focus 1

100 人を超える「日本の家族」
　せっかく日本にいるのに、友だちと英語ばかり話して過
ごすのはもったいない。そう思った私は、大好きなスポー
ツの部活にマネージャーとして入部した。正直に言うと、
体育会そのものを理解せずに入ってしまったせいで、想像
と現実のギャップはかなり大きかった。しかし、人間とし
て成長できる機会を得ることもできた。互いの考え方をぶ
つけあい、視野を広げ、１つの目標に向かって挑戦し続け
ることは素晴らしい。大学生活をどうするか、選択肢は無
限だと思うが、私は自
分の選んだ道で自己成
長はもちろん、日本で
の家族まで得ることが
できた。

Focus 2

ダブル留学で世界にチャレンジ
　留学しないという選択肢は私にはなかった。世界を見た
い！という強い気持ちで、日本留学中のダブル留学として
韓国行きを決意した。知り合いが誰もいない場所で、新し
い国に慣れるのは思ったより
困難だった。ただ、積極的に
最初の一歩を踏み出せば、出
会いはどんどん増えてくる。
気がつけばサークルで活動し
たり、クラスの勉強会に参加
したり、好きなダンスの塾に
通ったりして、毎日忙しく豊
かな生活を送っていた。後悔
しないよう、すべてのチャン
スに対して全力で挑戦しよう
と心に決めていた。

Advice

無限のチャンスを生かすために
　私にとって SILS の一番の魅力は、さまざまなチャンス
に出合えること。ここは新しいことに挑戦できる機会に満
ちています。それを無駄にしないよう私が意識している３
つのコツを紹介します。

1  人に声をかける。出会いはとても大切。
いろいろな人に「はじめまして」を！

2  ラクな授業だけを取らない。
成長のきっかけになる授業もたくさんあるよ！

3  たくさん話をする。語学力に捕らわれず、
誰にでも意見をぶつければ視野が広がる。

三神弘子 先生

　みなさんは、早稲田大学の国際教養学部（SILS）
に入学されたわけですから、卒業までに SILS 独自の
ルールに従って、さまざまな科目を勉強し、（SP １の
海外留学も含め）所定の単位を取得することが求め
られています。そして、SILS というユニークな学部
にいるだけで、十分に刺激的で充実した学生生活を
送ることができるとは思います。
　それと同時に、SILS は学生総数で５万人を優に超
える早稲田大学という大きな総合大学の一部だとい
うことも忘れないでください。SILS 以外の学部に設
置された科目で、みなさんが受講できる科目はたくさ
んあります。また、オープン教育センターにも多くの
コースが開講されています。SILS を一歩出て、多様
な学部の学生とともに学ぶチャンスを活用してみてく
ださい。
　大学は学問の場でありますが、それに加えて、さま
ざまな課外活動を通じて経験を広げ、生涯つきあえ
る友人をつくる場でもあります。早稲田には数多くの
サークルがあります。自分に合ったサークルを探して
みてください。また、大学の機関として、異文化交流
を推進する国際コミュニティセンター（ICC）、世代・
職業・国籍などを超えた多様な人々との協働を支え
る平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）も
あります。これらの機関が運営する活動に参加するこ
とで、新しい出会いがきっとあると思います。

オープン教育センター http://open-waseda.jp/
国際コミュニティセンター http://www.waseda-icc.jp/
平山郁夫記念ボランティアセンター　
 http://www.waseda.jp/wavoc/

早稲田ならではの
多様なリソースを
活用しよう

3938

■  Peterson さんのモチベーショングラフ
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アメリカ名門校より SILS
留学生が決めた選択の意味

日本を知り、学問を究め、世界も見える場所

　「どうして日本に来たのですか」と、１日に少なくとも１回は聞か
れる気がする。入学から４年が経った今でも簡単な答えが出せない。
アメリカでは全寮制の高校に学び、ルームメイトから多くのことを
学んだ。その１つが日本の文化だった。自分でも少しずつ日本につ
いて勉強するようになり、夏休みには２カ月間のホームステイで札
幌に行った。その経験があまりにも楽しすぎて、日本のことが大好
きになった。
　アメリカに帰国し、高校３年生として将来の進路を真剣に考えた
とき、日本に進学するのも「アリ」ではないかと思えてきた。しかし、
日本語だけではなく、今まで勉強してきたことを他の分野にも生か
したいという思いがあり、戸惑っていた。そんなときにたどり着いた
のが SILS だった。アメリカで 14 校もの大学に出願したが、本当に
行きたい場所、それは太平洋の向こうにあることを私は知っていた。
ネイティブのように日本語を話せるようになり、同時にビジネスや国
際関係も勉強できる場所は１つしかなかった。さまざまな国から優
秀な人間が集まり、毎日のように意見交換ができることも SILS の大
きな魅力だった。海を渡って来たこの場所は、私にとって正しい道
だったのだと今も思う。

SILS では必修科目が少ないぶん、自分の興味があるこ
とを勉強できるので、２年生以降も初級の授業を入れる
ようにした。外国人として日本語の表現力を広げるため、
日本語で書く授業もたくさん履修。部活動が夜にあるた
め、５限目は空けた。

（２年生後期））

Cari Peterson ／ SP2
出身校：米国／Illinois Mathematics and Science Academy
海外歴：札幌ホームステイ／韓国留学（SILS）
日本のことを知りたい、でも日本語ができないと
悩んでいたとき、運命的に SILS を知る。日本語
を学びながら多様な学問に接し、国際的な環境に
もいられる SILS を選んだ。

総合日本語 6B

レポートを書く：大学
で学ぶために必要な力

総合日本語 6B
朝鮮語 II 朝鮮語 II

Intro to International 
Politics and Journalism 自分史を書く 5-8

漢字レベル 2

--100％
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100％

+

−

0
国際教養学部に入学

新しい道を決めて
Big Bear に入部

Dean's list に載る

韓国への
留学が決まる

仙台で出会った友人に誘われて
成人式に参加できた

同期の助けで部に残り、
合宿で送別会を
開いてもらう

忙しい中で成績が落ち、
部活を辞めるべきか悩む

韓国到着

ダンス
スクールに
通いはじめる

留学が終わって
しまうことに落ち込む

SILS の先輩と
仙台への road trip

大学決勝戦で
甲子園へ

知り合いがいない場所で
再スタート。
大変さを痛感

韓国語がペラペラな
日本人の友だちに
勉強を助けてもらう

大学サークルで
みんなと仲良くなる

寮のルームメイトと
韓国国内旅行を計画

部活のみんなと再会

ゼミに受かる

日本語能力試験 N1 合格

秋シーズンで
2 位の結果

就職や
４年生としての
チームづくりなど
新しいことが
楽しみに

Cafe125
　人と建物が密集
した都内、しかも
新宿区内には緑に
触れる場所が少
ない。しかし、早
稲田キャンパス
に あ る「Cafe125」の
窓からは緑がたくさん。雰囲気もよい、コーヒーも
美味しい！　勉強でも友だちとのランチでも OK !　
店長とも仲良くなれる温かいお店です。

Recommendation PLACE
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My Experiences with Circles

     I joined Session, the street dance circle, in 
my first year from the introduction of a sempai. 
It was definitely a unique experience, and I am 
glad that I stuck it out. I say “stuck it out” because 
there were definitely difficulties at times, but none 
of them were not impossible to overcome. The 
most obvious problem is language barrier, but 
that does not matter as much as one would think 
it does. Eventually, you will still need to improve 
your Japanese in order to communicate, but the 
circle acts as an incentive for that. As for cultural 

differences, personality 
is more important on an 
individual level. However, 
the drinking culture may 
not be for everyone. Ses-
sion is one of the clubs 
with fewer “nomikais,” but when there is drinking, 
sometimes things can get a little crazy and clothes 
may start coming off. And it will certainly always 
be guys. The sempai-kohai culture varies from 
club to club, but it’s nothing to be afraid of, most 
sempais are really nice. Money may also become 
a problem, as some circles can get very pricey. 
The entry fee is only the beginning, in the case of 
Session, I had to spend money on performance 
clothes, nomikais, and gasshuku (basically a trip 
somewhere with the entire circle). It can amount 
to a huge sum, so just be aware of what costs 
might come up. 
     In the end, it’s just about sharing experiences 
with some people from another culture, be it 
dancing or playing guitars together.

Samuel Wang ／ SP2

　高校生のころから憧れていたピースボートに乗船で
きたのは、大学１年生の春でした。約３カ月かけて、
20 カ国ほどをめぐる旅。一般参加者として乗ってい
た船の中で、ひときわ輝いて見えたのが、コミュニケー
ション・コーディネーター（CC）と呼ばれる通訳ボ
ランティアのみなさんです。船内で講座を行う講師や
寄港地でのツアーガイドと参加者の間に立ち、交流を
サポートするのが彼らの役目です。２年生の夏に留学

を控えていた私は、「英語を
上達させて、いつか CC に挑戦したい！」と思いました。
　そして留学から帰国した夏に、私は CC としてピー
スボートに再度乗船することになりました。しかし、
10 カ月の留学を経ても、やはり日本語に比べて英語
にはなかなか自信が持てません。そんなときに、「マ
ユの日本語はきれいだね」と仲間が言ってくれました。
日本で生まれ育った私には、日本語が話せることは当
然のこと。しかし船の上では、英語を聞いて、なめら
かな日本語に訳すことの難しさを感じ、そしてその難
しさに母国語を使って挑戦できることが私の強みなん
だと気づきました。通訳業を通して、講師や現地の人々
と、より近い距離で交流することもできました。
　留学に行ったからこそ得られたピースボートでの
通訳の機会。経験を生かすことで、憧れを現実にす
ることができるのだとわかったことが、何より大き
な学びです。

瀬戸麻由／ SP1

「ピースボート」で通訳ボランティア
日本人であることの強みを生かす

40
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Editor's Note

編集後記

　まずはじめに、このブックレットを作成する機会を私たちにくださり、全面的に
バックアップをしていただいた国際教養学部長や事務長の佐々木さん、そして記事
を執筆してくださった多くの先生方や学生の皆様、協力会社の方々にこの場を借り
て心からお礼を申し上げます。
　とにかく SILS が好き！　国籍・人種を問わず世界中からユニークな人々が集ま
る SILS での山あり谷ありのスリルに満ちた４年間の魅力を、新入生や在校生の全
員とシェアしたい。そんな思いで、私たちはこのブックレットの編集に乗り出しま
した。入学当初、右も左もわからなかった４年前の自分たちの姿を思い出しながら、
そして完成したブックレットを手にする瞬間を思い描いてワクワクしながら、どん
な内容にするのかを繰り返し話し合いました。あくまでも学生目線で作ること。そ
こにこだわるあまり、教授陣からダメ出しが飛び出たことも、授業と卒論の狭間で
思うように作業が進まずに苦しんだこともありました。そんな障壁を乗り越え、メ
ンバーとともに１つの作品を作り上げた今、私たちは感動で一杯です。
　ここに掲載されている人は SILS の学生のほんの一部にすぎません。3000 名近
い在校生の個性はそれぞれに異なり、その多彩ぶりは他学部以上でしょう。そして
学生が自ら主体的に動けば、何らかの形で学部が応援してくれる。国際教養学部は
そんな素敵な場所です。これからの４年間をここで迎える皆さんに、有意義で貴重
な学生生活を送ってもらえれば本望です。
　Discover yourself!
　SILS の４年間で、本当の自分を見つけてください！

2013 年 3 月
国際教養学部４年
島根幹大、戸渡智菜美、漆　大輝（SILS Booklet Project）
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