異文化から広がる知のよろこびを。

7 年間を振り返って
ー
長インタビュ
歴代センター

―― センター長在任中、どのようなことが印象に残っていますか？
まず第一に、学生スタッフリーダーたちの優秀さですね。経験知
も高く、成熟した大人で、熱いハートを持った素晴らしいメンバーで
した。広島・宮島・尾道へのフィールド・トリップに同行しましたが、
その際も、学生スタッフたちが細やかに全体の統制をとっている姿

文学学術院教授

松園

伸

を見て感心したことを覚えています。
それから、2007年度のミュージカル・プロジェクトも大変印象的
でした。学生スタッフのリーダーシップも優れていましたし、社会人
経験のある学生が演出を務めてくれたんですよね。あれだけの期間

センター長在任期間：

で、さまざまなバックグラウンドの学生が集って、学生の力でよくも

2006年6月～2006年11月

あれだけのものを創り上げたものだと思いました。公演を観に来た
大学の先生方も驚いていましたよ。ICC としても初の長期にわたる

ICC 設立は当時のメンバーの先見の明ですね。
―― ICC 設立準備から開所に至る当時のことを
お聞かせください。
当時は学生部の副部長を務めていましたが、世界各国の学生支

―― ICC がスタートした当初のことで、
どのようなことが印象に残っていますか？
初代学生スタッフリーダーの選考面接には私も立ち会いましたが、

援について調査するため、学生部や国際部の職員の皆さんと一緒に

あれはなかなか印象深かったですね。朝から晩まで一気に 30人の

欧米や韓国の大学を周ったんですね。アメリカのノースウェスタン大

学生と会ったんです。仕組みを考えた当初も、ボランティア体制で

学やイリノイ大学、イギリスのエジンバラ大学、韓国の高麗大学校、

いくのか、有給のスタッフにするのか、いろいろ議論しました。海

延世大学校などに行きました。なかでも延世大学校の「グローバル・

外の大学でも学生がリーダーとして活躍している例を見ましたが、

ラウンジ」というところが、規模的にもサービスの質的にも非常に参

有給のスタッフにするならそれなりの責任をもち、成果を出してもら

考になり、ぜひそういったものを早稲田でも作ろうということになり

わなければならない。選抜された初代の学生スタッフリーダー 7名

ました。学生支援の観点から、単なる遊びで終わる交流ではなく、

は非常に優秀でモチベーションも高く、十二分にその期待に応えてく

日本人と留学生がお互いから学び合い、高め合うような仕掛けを作

れました。今も脈々とその制度が続き、スピリットが受け継がれ、さ

りたかったんです。

らに発展していることは非常に喜ばしいことだと思います。
―― これからの ICC にどんなことを期待されますか？
政経や社学などにも留学生が増えてきていますし、今後ますます
ICC の活動は重要になっていきますよね。留学生のためのサービス
ももちろん大切ですが、日本人の学生と同じ目線で見て、両者をミッ

プロジェクトで、いろいろ試行錯誤はあったと思いますが、よく頑張

フィールド・トリップ：広島・宮島・尾道

りましたね。
―― 今の ICC から設立初期のことを振り返ってみて、
いかがですか？

―― これからの
ICC にどんなことを期待されますか？

まず「国際的な活動は楽しい」というトーンを大事にしてもらいた

最初のころはやはり楽しい場を演出するようなイベントが多かった

いです。違う価値観を持つ人同士が話し合い、学び合うのは、基

ですよね。まずはそこにこういう楽しい場所がある、ICC というセン

本的に楽しいことなんだと。国際的な交渉などでは喧嘩腰になるこ

ターがあるんだということを周りに認知してもらわなければいけませ

ともあるのかもしれませんが、まず入り口は「楽しめる」ことが基本

んから。いろんなことをやってみて、どんな活動がより学生の関心に

です。

フィットするのか、学生のためになるのか、実験的なフェーズだった
と言えるかもしれません。

また、日本の都会にある大学はキャンパス内に寮がないので、生
活を含めた総合的な教育環境がないですよね。サークルなどに属し

実績を積んできた今は、楽しさを強調したイベントから、気づき

ていなければ、授業が終わった後に集える場所もあまりない。一昔

や学びを引き出す狙いのプロジェクトまで、活動の幅も広がってきて

前は古き良き喫茶店などがありましたが、最近そういうのも減ってし

いるようですね。カラフルなイベント・ポスターもよく見かけますが、

まいましたからね。でも、大学はもちろん授業だけではなくて、キャ

「このイベントのことを知ってもらいたい！」というスタッフの皆さんの

ンパスのあちこちで人と出会って触れ合うことから学ぶことも多いの

熱い気持ちが昔から変わらずよく出ていると思います。著名なスピー

です。そういった総合的なアカデミック・エンターテイメント、インテ

カーの方を招いての講演会も盛んにおこなわれているようですが、

レクチュアル・エンターテイメントを提供する機能を、ICC のような

昔、早稲田には「課外講演部」というのがありました。授業以外に

センターが担ってくれたらいいなと思います。そこに行けば誰かと会

も外部から各界のリーダーの方を招いて話を聴く場を創っていたん

える、違う価値観に触れられる、そこからさらに、学問や将来のキャ

です。今 ICC がその伝統を引き継いでいるような気がしますね。

リアに関する興味関心が広がっていく、そういう知のよろこびを大
切にしてほしいですね。

クスさせていく機能は欠かせないものになると思います。
私自身、一年間の特別研究期間を終えて英国から戻ったばかりで
すが、これからも一教員として ICC での交流を応援していきたいと
思っています。また、戸山キャンパスで学ぶ学生は、どうしても早稲
田キャンパスに対して心理的距離を感じてしまう部分がありますか
ラウンジに設置されたマルチモニターシステム

ら、文学部の特性を生かしたようなイベントは戸山キャンパスでもど
んどん展開してもらいたいですね。

開所に至る流れは非常にスムーズでした。通常何か新しいものを

ー
長インタビュ
歴代センター

作ろうとするときは、かならず否定的な意見が出るものですが、ICC
に関しては一切そういうものはなかった。当時の学生担当常任理事

商学学術院教授

や学生部長も非常に前向きだったんですね。やるかやらないか、で

椿

はなく、
「いかにやるか」「どうやるか」という議論でした。今 ICC が
ここまで大きく成長した姿を見ると、当時のワーキンググループの若
手職員の方も含めて、非常に先見の明があったのだなと思います。
いわゆる国際業務ではなく、学生部の中で、学生全体を支援してい

センター長在任期間：

こうという流れのなかに位置づけたことも、時代を先取りできてい
たのかもしれません。

22

弘次

開所式後のレセプションにて

2006年11月～2008年11月

歴代センター長インタビュー・課長寄稿

―― 開設に至る過程で御苦労はありましたか？


7 年間を振り返って
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7 年間を振り返って

草創期の思い出

ー
長インタビュ
歴代センター

社会科学総合学術院 調査役

小高 京子
課長在任期間：2006年6月～2008年6月

社会科学総合学術院長・教授

畑

惠子

センター長在任期間：
2008年11月～2012年9月

さまざまな人に「ICC 実感」を持ってほしい。

２００６ 年 ６月、ICC 立ち上げの任を受け、期待と不安と高揚感を
抱きながら、初代センター長の松園伸先生の下、初代スタッフの
櫨木裕子さんとともに開設準備を行った日々が懐かしく思い出されま

たが、参加者の笑顔に確かな手応えを感じることができました。
イベントを作り上げていく過程にもそれぞれ思い出があり、関わっ

す。７月７日のオープンに向けて学生スタッフリーダーの採用面接、

てくれた学生やスタッフの顔は鮮明に記憶に残っています。ICC で

コンセプト作り、広報活動、開所式の準備、運営委員会の開設準備、

活動を共にし、友情を育んだ学生の中には、卒業後も交流を続けて

スポンサー交渉、イベントの企画など、目まぐるしくも充実した日々

いるケースも多いようです。今でも彼らから「学生生活を振り返ると、

を送りました。迎えた開所式では、学生スタッフリーダーによる決

ICC での活動が大きな転機となった」という言葉をもらえることがあ

意表明に、熱く胸にこみあげてくるものを感じました。

り、そのことを大変嬉しくかつ誇りに思います。

それから ２ 年間、International Studentsと Local Students の交流、

ICC は学生たちの自由闊達な発想と実行力、彼らを見守り支えて

教職員と学生の交流、校友と学生の交流、地域と学生の交流など、

くださるセンター長やスタッフの指導力や統率力によって成長を遂げ

―― センター長在任中、どのようなことが印象に残っていますか？

のポスターや WEB サイトを見ているのと、一度自分が関わってみる

「学生」を軸にした異文化・異世代の交流やコラボレーションが起爆

てきました。その活動を支援してくださった教職員、校友、地域、

実は最初に浮かんだことは、25 号館から 7 号館への事務所とラウ

のとではぜんぜん違いますから、今後も機会を見つけてさまざまな

剤となって、何らかの化学反応が起こることを期待しながら、さまざま

協賛企業・団体の方々にも心より謝意を表したいと思います。これ

ンジの移転です。センター長就任直後のことで、すでに学生部内で

先生にお声がけをして、
「ICC 実感」を持っていただけるとよいと思

なイベントを実施しました。
多様なバックグラウンドを持つ優秀なスタッ

からも無限の可能性を秘めた学生たちのパワーと周囲の皆さんによ

決定はしていましたが、ラウンジがかなり狭くなる、イベント会場が

いますよ。

フや学生スタッフリーダー、サポーターとしてイベントに関わってくれ

るサポートによって、絶え間なく進化を続けていくであろう ICC の

た学生たちのアイディアによるイベントは、いずれも斬新でユニーク

活動に大いに期待しています。

遠くなり設営にも手間がかかる等のデメリットもいくつかあるなか、
さまざまな調整が必要でした。25 号館は広々としたラウンジで、恵

―― これからの ICC にどんなことを期待されますか？

まれた環境でしたが、7 号館ではキャンパスの中央という利点を生か

これからも留学生数は増えていくでしょうが、学部が受け入れた

して、それまではできなかったお昼休みのランチ・イベントなども始

留学生に対してできる支援はやはり限られます。もちろん学業や日

まりましたし、学生間での ICC のプレゼンスも上がったように感じ

常生活の困ったことなどはサポートしますが、どうやって仲間を作っ

ます。最初は大変でしたけど、結果的には悪いことばかりでもなかっ

ていったらよいか、などということになると、学部だけでは難しいで

た、というところでしょうか。7 号館ラウンジのラグを紫にしたことも、

すよね。社会科学部でも英語だけで学位がとれるプログラムがスター

なんだかおしゃれな感じでよい雰囲気になりましたね（笑）。

トしましたが、彼ら彼女らの不満はやはり一般プログラムの学生との

なものでした。認知度を上げることに必死で、集客を意識してイベン

7 年間を振り返って
課長寄稿

接点が少ないことです。学部内でも交流促進の努力はしていますが、
―― 移転以外のイベントの面ではいかがでしょう？

広い早稲田大学、学部内に留まる必要もありません。早稲田には本

そう多くのイベントやプログラムに実際参加できたわけではないの

当に個性豊かなおもしろい学生がいっぱいいますから、自ら ICC の

ですが、やはり印象深いのは、グループ・リサーチ・プロジェクト「働

ような場所に出かけていって、自分で切り開いてもらいたいと思いま

く杯」です。ICC としては初めての、学生が長期間にわたって取り組

す。日本人学生についても、入学式で ICC 紹介を行ってもらってい

むグループ・ワークで、企業（アップル・ジャパン
（株））との連携や

ますが、こういうセンターがあるということをまずは伝えて、学部が

桜井 直子

大隈講堂での成果発表など、どれをとってもインパクト大でしたね。

できないこと、ICC らしいことをどんどん学生に提供していってくだ

課長在任期間：2008 年 12 月～

どのグループも、学んだことを活かし、対象国の特徴をとらえた非

さることを期待しています。

常に立派なプレゼンでした。確かぎりぎりまで最終発表用のムービー
編集を続けたチームがひとつあって、本番が始まってもまだ終わら
なかったんですよね。その間、司会を務めていた学生スタッフが、

―― ICC らしさというのはどのようなことでしょう？
南門には ICC 主催のトーク・セッションの立て看板がずらりと並

設立３年目から次のステップへ

ICC の担当となった時、学生の視点で異文化交流を行うという新
たな試みに、かつて留学生担当だった頃、細々とやっていたことが
このような形に発展したことが嬉しく、再び学生と接する仕事ができ

学生部事務副部長
兼 国際コミュニティセンター課長

活動できる場と予算の保証を得て、ようやく安心して ICC の将来を
考えることができるようになりました。
学生スタッフのみならず指導する職員は頼もしく、どうしたら 7 号

大隈講堂の大舞台で場を繋いだのですが、スタッフとしてそれまで

んでいて、いつもすごいなあと感心しながら見ています。最近は

の舞台裏をしっかり知っているからこそできた、素晴らしい進行ぶり

WBS（早稲田ビジネススクール）との共催なども目立っていますね。

この５年間を振り返ってみると、様々なイベントよりも苦労が思い

de ランチ」のアイディアが生まれました。設立 3 周年記念イベントも

だったと思います。

学生の興味関心に合わせつつ、ICC としてはやはり、グローバル化

浮かぶのは、私がまだ現在進行形で ICC に関わっている故でしょう

大勢の学生の参加で成果をみることができ、毎学期定番となるイベ

だとか異文化コミュニケーションだとか、一本筋が通った発信内容

か。最初に直面したのは７号館への移転です。キャンパスの中心に

ントが固まってきた中、単に楽しむものだけでなく学生の知的好奇

を堅持してほしいと思います。

あるメリットよりも、イベントに使えない 7 号館への移転のデメリット

心を満足させるようなアカデミックな企画をしようと「働く杯」が出来
上がりました。その後毎年、
「多文化共生」
、
「グローバル人材とは」
、

ることに心が弾んだことを思い出しました。

館に移転した ICC を学生に知ってもらえるかという議論の中、
「ICC

お恥ずかしい話ですが、
「国際コミュニティセンター」ではなく、
「国

それから、以前ロシア文化を紹介するイベントで、ロシアの詩に

は大きいものでした。ガーデンホールでこれまで同様にイベントがで

際コミュニケーションセンター」だと思っていました（笑）。何をやって

ついて、ロシア語で朗読した際の音の意味や語感などを熱く語る文

きるよう交渉の日々が続き、ようやく使うことが許可され、心からほっ

いるセンターかということはなんとなくは知っていましたが、学生ス

学部の先生がいらして、私自身にはまったくその方面の知識がなかっ

としたことを思い出します。そして、次は新棟 3 号館への移転です。

タッフが中心となってさまざまな企画をたてていることは知りません

たのですが、とてもお話に引き込まれました。早稲田の幅広さ、奥

これも各方面にお願いに歩き、2014 年から 1 階の、しかも建物の外

でした。日系ブラジル人の学生スタッフが、メキシコを紹介する企

深さを実感した、ある意味衝撃体験でした。200人の学生が詰めか

から直接ラウンジに入れる場所に決まりました。予算確保、人員の

イベント・参加者数とも年々増え続けていますが、それでもまだ

画案を持って研究室に訪ねてきてくれたのが ICC との出会いです

けるような大講演会でなくても、たとえ少人数でも希少な文化価値、

問題もありました。思えば、立ち上げから軌道に乗るまで尽力くだ

13,000人です。もっと多くの学生が ICC で異文化交流を体験し、グ

が、企画趣旨の説明がしっかりしていたことにびっくりしました。そ

多様な価値観にも着目する、そんな ICC らしさも大切にしていただ

さった小高さんの後、私の役割は ICC の将来の活動を可能にする

ローバルな視野を持ってほしい。そのための新たな仕掛け作りは次

れがご縁で後にセンター長になったわけです。他の教員も、以前の

きたいですね。

ための安定した基盤作りだったと言えるでしょう。この先も ICC が

のステップで展開して行きたいと思っています。

私のように「なんとなく知っている」人は多いと思いますが、イベント

「日本観光杯」とゼミに近い企画を作り上げてきたことは、彼らの成
長にも繋がったと思います。
ICC のイベントは、参加した学生の満足度が高いのが誇りです。

歴代センター長インタビュー・課長寄稿

―― センター長就任前は ICC のことをご存知でしたか？
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トの時間設定も夕刻が中心であった当時は運営上の苦労もありまし
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自分の問題意識を形に
することで貢献できること

施

依依

ICC 学生スタッフリーダー在職期間
20０６ 年 6 月～ 2００９ 年 ８ 月 （第１ 期 SSL）

| 学生スタッフリーダーレポート |

広い早稲田を経験する窓口、
日本社会とのつながり

第一文学部 4 年（2009 年 8 月執筆時）

ICC は堅苦しくてとっつきづらい？

固定観念について考え、自らをも省みよう。そんな非日常的なキャン
プが無国籍キャンプであった。

国際コミュニティセンターがオープンした 2006 年は、ちょうど私

このように無国籍キャンプという企画は、ICC が普段開催してい

が早稲田大学に入学した年だった。私は高校の時から、
「大学に入っ

るイベントに対して、いわば正面から疑問を投げかけるものであっ

たら絶対に国際交流をやりたい」と考えていたため、Waseda-net
Portal で学生スタッフリーダー（SSL）の募集を見つけた時は、
「自

ヒキョン

ICC 学生スタッフリーダー在職期間
2006 年 6 月～ 2008 年 1 月 （第１ 期 SSL）
大学院アジア太平洋研究科修士２年（2008 年 3 月執筆時）

学生スタッフリーダーを志望するようになったきっかけ

が足りなかったこともあったと思う。
正直、
悔しかった。
しかしこのイベントは、企画、準備、進行を通して自分の国を見つ

本やテレビでは見たことあったし、旅行で来たこともあったけれ

め直す機会を私にくれた。自分には当然だった韓国の文化が、イベン

ど、当時私にとって日本はすべてが慣れない、異質な「外国」だった。

トに来てくれた日本や、他の国の学生たちにどう見えるのか、第三者

た。ICC がよく開催しているカフェ・イベントやカントリー・フェスタ

せっかくの外国での生活、短い 2 年間という期間だが、ただ日本で

の目から自分の国の姿を見ることもまたかけがえのない経験となっ

等のイベントで隣に座った初対面の人と最初に話すであろう会話を

「住んでいた」のではなく「暮らしていた」と言える、より深く日本と

た。私にとってコリアン・フェスタが忘れられないビタースイートな

分が大学に入ってすぐに ICC ができたなんて、これはもう運命だ！」

否定してしまっているのだから。では ICC がこのイベントを行おう

繋がる経験がほしかった私にとって、外国人学生と日本人学生の

と感じ、すぐに応募した。

としなかったかというと、そうではない。むしろ今までにない斬新な

交流を促進する役割を担う SSL は絶好のチャンスに思えた。外国人

またこの頃、早稲田内でも国際交流に関する新たな学生団体が

イベントとして全面的に受け入れ、サポートし、よりよい企画になる

という自分のアイデンティティを使って日本との絆を作っていけると

立ち上がり、私もこれらの団体に参加していた。そこでの活動を通じ

ように、SSL と教職員が一体となって、議論を重ね、実施に繋げて

いうことは、私のような留学生にとって SSL というポストが魅力的で

て国籍等に関係なく色々な人に出会い、多くの刺激を受けた。

いった。

ある最大の理由だ。

思い出の理由である。

充実したキャンパス生活
私は修士課程の学生だったので、
研究科と図書館以外の大学施設
とはあまり縁がなかった。実際私の周りにはこの二つの建物の間

SSL として活動しながら学生団体にも参加する中で、学生主導の

もちろん、この無国籍キャンプを ICC とは別のところで自分たちの

大隈 庭園が見渡せる贅沢な空間に作られた新しいラウンジも

だけを行き来して卒業する者もいるくらい、院生としては研究と関連

活動と比べると ICC のイベントは少し堅苦しく、とっつきづらく感じ

自主企画として進めてもよかった。でもそうしなかったのは、この

素晴らしかったが、何よりよかったのは自分のアイデアが一つひとつ

するところ以外の施設に足を運ぶ機会はあまりない。私の研究科

られるかもしれないと思うこともあった。実際に、やはり大学機関と

イベントを ICC でやるからこそ意味があると思ったからだ。なぜ

実現されていくことを経 験できたことだった。自由にアイデアを

は、厳密にいえば「キャンパス外」の中央図書館の隣であったため、

いうことで、学生団体と比べて制限も多く、やりたいことを何でもで

なら、この無国籍キャンプを早稲田大学の機関である ICC 主催で

出し、お互いの意見を尊重しながら議論を重ね、いいものを作り上

実際キャンパスの中に足を運ぶきっかけすらあまりなかったのだ。

きるというわけではない。しかし、私はだからこそ ICC でイベントを

実施するということは、その理念を早稲田大学が認めたということ

げていく過程には常にわくわく感があふれていたし、いろんな人と

そんな私にとって、ICC での活動は、もっと広い早稲田を経験する

行うことは非常に意味のあることだと考えるに至り、自分の問題意

であるからだ。無国籍キャンプにおいて扱うデリケートなトピックは、

接しながら自分の仕事をしっかり責任を持ってやり遂げるという

窓口の役割を果たしたといっても過言ではない。ICC で私はたくさ

識を、ICC や早稲田にとっても意義あるものとして形にできないかと

多くの場合おそらく大学機関にとっては正面からは扱いづらく、それ

ことは学生としてはなかなかできない貴重な経験だった。

んの早稲田の人に出会え、早稲田のいろんなところにも行け、そして

模索するようになった。

故に回避されがちなものかもしれない。しかし、ICC は果敢にそれ

組織としての自己批判を怠らず、
一人ひとりが感じた問題意識を新たな挑戦に昇華させる
その一つとして、私自身にとっても、早稲田における自身の国際交
流活動の集大成となった「無国籍キャンプ」が挙げられる。これは、
よくある既存の「国際交流」に対する疑問から生まれたイベントであ

に挑戦し、素晴らしい成果を得ることができた。こうしたチャレンジ
精神は ICC の大きな魅力の一つであり、その原動力となるのが、

コミュニケーション能力の大切さ
SSL の仕事では、ひとつのイベントを行うとしても、自分ひとりで

日本社会との繋がりも味わうことができた。ICC での活動は、2 年間
の短い留学生活をただ勉強だけで終わらせず、いろんな思い出で
いっぱいにしてくれた。

SSL 達の問題意識と想い、そしてそこから生まれるアイデアなのだ

完結できることは殆どない。自然にではなく必然的に、他の SSL や

卒業後は日本で就職が決まっているが、もともと日本には何の

と思う。

職員、そしてサポーターとうまくコミュニケーションをとることが

繋がりもなかった私にとって、
ふと思いついて帰れる場所ができたと

一番大切なことになってくる。

いうことが一番うれしい。ICC は私にとってただ長く勤めたアルバイ

早稲田の真のグローバル化を目指して

当時私には二つの壁があった。一つは外国人としての言葉の壁。
もう一つは人見知りという性格の壁。SSL として活動し始めたころ、

ト先ではなく、私の早稲田での留学生活を豊かにしてくれたありが
たい存在である。

る。ICC はそれまでも実に多様 な異 文化 交 流プログラムを提 供

最後に、早稲田はグローバル化を志し、世界中から多くの外国人

してきており、それは地域ごとに文化を紹介していくものから、学術

学生を受け入れている。そのような局面において、進取の精神を掲げ

私にはこの二つの壁がいつも悩みの種だった。他の SSL のように

的な切り口のものまで、また、短期のイベントから長期のプロジェク

る早稲田だからこそ、上辺を取り繕うような安易なものではなく、

日本語か英語がネイティヴなわけでも、うまい話術で人を惹きつけ

トまで、切り口、規模など、どれを取っても実に様々なものがあった。

深い真のグローバル化を志してほしいと願う。そして、その重要な

ることができるわけでもなかったので、参加者たちとどう接すれば

卒業は誰にでも人生の大きな曲がり道ではあるが、留学生にとっ

しかし、私自身 ICC 内外で多くのプログラムに携わる中で、
「国際」

方向性を示し得る可能性を秘めたのが ICC であると思う。大げさ

いいか、知らない人たちの中ではどう場を盛り上げればいいか悩

ては母国に帰るか、外国でその社会の一員になるかを決める大切な

交流という名前自体、すでにそういったイベントやプログラムに参加

かもしれないが、ICC を前進させることは、すなわち早稲田を前進

んだ。しかし個人的な悩みなどおかまいなしに、SSL である以上、

ターニングポイント。その大事なポイントで日本に残る決意に至った

する学生に無意識のうちに国籍や国境を意識させるものとなって

させることなのだ。そしてその大切な一翼を担っているのが SSL だと

悩んでいても怖くても、仕事は容赦なく回ってくる。しかも自分は

裏には、接点のなかった日本社会に触れるきっかけをくれた SSL と

しまっているのではないだろうか、無意識のうちに、
「この人は～人

思うし、幸運にも約 3 年半にわたってその立場で関わらせていただ

最初からその仕事のリーダーだったりするわけだ。イベントに参加

してのさまざまな経験があった 。ただ通り過ぎていく異邦人ではな

だから」などといった色眼鏡でもって人と接しているのではないか、

けたことに、心から感謝している

したり、イベントを引っ張っていったりしていくうちに、最初に自分が

い、社会の一員としての自分を築く第一歩が SSL だったことを誇りに

と考えるようになった。だが、それらを取り除いていかなければ、

感じた二つの壁の前で臆病になっていた私は、次第に、コミュニケー

思っている。

表面的なきれい事で終わる薄っぺらい国際交流となってしまう。

ションは場を盛り上げる話術や語学力の問題ではなく、人と疎通し
いった。

乗り越えていく中にこそ真の交流がある。そのような問題意識から、
真の交流とは何かを追求するためにも、
「無国籍キャンプ」を提案

韓流ブームの手前で惜しかった「コリアン・フェスタ」

した。

SSL はみんなそれぞれ自分がイニシアティブをとって実施した
企画に誇りを持っている。私にとってはコリアン・フェスタがそれな

する際、必ず最初に言う情報だろう。しかし、こういった情報を最初

のだが、ひとつ違うことがあるとしたら私にとってこの企画はビター

に言うことによって、それらの情報から引き出されるイメージや固定

スイートな記憶であることだ。チマチョゴリ
（正式名称は「韓服」）

観念の枠に当てはめたままその人と接し、無意識のうちに固定観念

試着体験や箸使い講座など、いろんな企画を準備して開催したコリ

から相手を規定してしまっているのではないか。ならばそういった

アン・フェスタに対し、学生たちの反応はいまいちだった。当時は

情報を取り払って、その人自身と接するようにしてみよう。そして、

まだまだその後訪れるような韓流ブームではなかったこともあった
第一回無国籍キャンプにて

が、日本人学生と留学生の両方が興味を持てるような斬新な企画案

韓流カフェにて

体験記

無国籍キャンプには簡単なルールがある。
「国籍・本名・所属を
言わない」というルールだ。これらは、普段初対面の人に自己紹介

国籍等、社会に存在する様々な border から生じるかもしれない

自分と日本を繋いでくれた存在

たいという意思と人を繋げていく努力の問題だということを学んで

「国際」という言葉に惑わされず、人間としてぶつかり合い、それを
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「企画脳」

ICC 学生スタッフリーダー在職期間
2009 年 9 月～ 2013 年 3 月 （ 第 7 期 SSL）

ICC 学生スタッフリーダー在職期間
2010 年 6 月～ 2012 年 2 月 （第8 期 SSL）

大学院アジア太平洋研究科修士課程 2 年
（20013 年 3 月執筆時）

政治経済学部5年
（2011年3月執筆時)

早稲田大学は職員の方々も常に国際的に活躍しているのだ。

みたいだったな」と感じることがある。一学生としての自分では到底

ICC で SSL として活動した約 1年半の間、日常生活のあらゆる

できなかったこと、いや、
「私には無理」と思い込んでいた数々の

事象をイベント企画やポスターデザイン、ブログテーマに結びつけて

そして、企画はさらなる飛躍を遂げる。学内の莫大なリソースから

ことが、SSL としてであれば「できること」へと変わっていったから

考えていた。私が ICC の業務を遂行するにあたって、最も必要だと

グローバル人材を紹介してもらい、OB・OG を問わずインタビューを

私はそれまで早稲田大学をまったく好きになれず、キャンパス・ライ

だ。なんといったって、
「交流しましょう！」のノリが苦手で ICC イベ

考える能力が、この「企画脳」だ。ICC には、それらの案を形にする

実施することになった。企画書を送りアポイントを取り付ける。その

フを楽しめていなかった。
「とっとと卒業して、アメリカの大学院に

ントにまったく参加できなかった私である。そんな私ですら、SSL と

環境が整っている。本レポートでは、2011年度後期 ICC リサーチ・

過程における高水準の成功率を支えていたのも、早稲田大学という

進学しよう」、毎日そんなことばかり考えていたのだ。一方で、
「『私は

して人前に立てば、緊張気味の参加者たちの輪のなかに「こんにち

プロジェクト「グローバルに活躍する人材とは何か」の担当 SSL と

バックボーンである。

早稲田でこれをやった！』という何かを残せないまま卒業しちゃっ

は～！」と笑顔で割り込めてしまうから、不思議なものだ。このよう

しての経験を中心に書き記すこととする。

て、本当にいいの？」と、自分自身に問うていたのも事実。しかし、

にして「私には無理」と思い込んでいたことができたとき、私はそれ

広大な早稲田大学のなかでその「何か」を見つけることは非常に

が新たな「自信」となって蓄積されていくのを何度も実感した。正義

困難に感じられた。

の味方とまではいかないが、SSL になってからの自分は、少なくとも

応募までの経緯
私が SSL になったのは学部 3 年次の 9月であるが、実のところ、

そんな私に、チャンスは突然舞い込んで来た。3 年前期最後の日、

それまでの自分よりカッコよかったかなと思っている。

以上のように、ICC では形となった企画案を軌道に乗せ、最終形
に着地するまで多大なるサポートを受けることが可能である。

アイデアが形になる空間
就職活動を終えて ICC に復帰した私に、看板プロジェクトの運営

4 年間の 1/8 を費やす中期プロジェクト

が任された。周囲から文章作成が得意と認識されていたため、ある

大学生は通常、卒業までに 8 つの学期しかない。中期プロジェクト

テーマに基づいたレポートを冊子形式にまとめてみては、と打診

に応募する学生は、その貴重な 1/8 を使って ICC の企画にコミット

されたのだ。そこで、就職活動中に自らが回答に窮した質問「なぜ

することを決意してくれたのだ。したがって、彼らが時間を費やした

海外で働きたいのですか？」について、下級生に向けてアドバイスを

結果、高い満足度を得る企画でなければならない。しかし、自由な

イベントやプロジェクトを企画しメンバーを集めれば、
その先頭に立っ

贈る冊子を作成する企画を提案した。他人との関係性の中に企画の

大学生を半期間惹きつけることは、想像を超えて難しい。そこで重要

しましょう！」
「ネットワークを広げましょう！」といったキャッチ

て人を束ねることが求められる。
かといって、
それだけでは ICC は成立

種は落ちている。他人から与えられた、もしくは偶然拾った種に

になるのが企画の最終形と飛躍である。

フレーズに尻込みしてしまっていたからだ。そんな自分が SSL に向

しない。
落とし物の取り扱いなど、地味な仕事も重要な SSL 業務なの

どんな双葉をつけるか。それも立派な企画立案だ。

とある授業の先生が ICC の学生スタッフリーダー（SSL）募集につい
て宣伝され、授業が終わると私に応募を勧めてくださったのだ。正直
なところ、私は ICC のイベントに参加したことは一度もなかった。
イベントのポスターを見て興味を持ったことはあったものの、
「交流

存在意義は自分で創る
SSL は、文字通り全員が「リーダー」としての役割を担っている。

本企画の場合、最終形として下級生に将来海外で働くことについ

いているとも受かるとも到底思えなかったが、先生に勧めていただ

であるが、こういった日常業務はうっかり忘れられてしまいがちでも

けたことがうれしく、また「なにかが変わるかもしれない」という

ある。ICC での在籍期間が長くなり、
自ずと「先輩 SSL」としてのプレゼ

どのような記事を作成するのか、海外で働きたい早大生は多いの

活躍する著名な人物とでも個別に対話ができる可能性を得る、と

思いが込み上げてきたのを覚えている。そして、応募・選考の結果、

ンスが高まっていった頃、私は今一度 ICC で「実現したいこと・すべ

か、実際に海外赴任を経験した先輩に話を聞いてはどうか、WEB を

いう飛躍を見せた。

私は幸運にも SSL になることができた。初めて書いた ICC のブログ

きこと」をじっくり考えた。
そして、見落とされがちな業務の「穴」を

活用できないか、誰が読むのか。打ち合わせ、企画案の再提出という

では、新 SSL としての自分の課題を「留学生のみなさんの『居場所

埋めていく役割を率先して担っていこうと決めた。
イベントの企画・

日々が続いた。

探し』をお手伝いすること」としているが、正直、これはあくまで表

運営より、
自分には向いているような気もしたからだ。

向きの所信表明。なにより私は、自分自身の居場所がほしかった。

案が形になるまでが、企画立案の過程で最も厳しいパートだ。

てアドバイスを贈ることを目的とした。加えて、メンバーは国際的に

自ら国際的なセミナーに出席して人脈を広げ、次々にインタビュー
を成功させたメンバーが現れたことは、本企画の成功点である。我々

そして形となった最終案が、
（1）校友
（早稲田大学 OB・OG）への

が提示したシナリオから魅力を感じ取り、能動的に活動してくれた

こうして時を重ねていくうちに、ICC における私のカラーは少しず

インタビューを通して下級生に対して海外で活躍することの意味を

ことは喜ばしい。全員がそうであったかと問われれば疑問は残る。

SSL への応募は、早稲田での自分を変えるための「最後の賭け」だっ

つ濃くなっていったのではないかと思う。SSL の多くは、
「個性の

提言する、
（2）学内アンケートを実施することで早大生の海外志向

しかし、自由な学生 生 活の中で、ICC の 企画にフルコミットして

たのである。

強い SSL に囲まれて、自分のカラーをなかなか出せない」と悩み、

性を調査する、
（3）半期間ともに活動するメンバーを 4 ～ 5 名募集し、

もらうのはそもそも難しいことなのかもしれない。看板プロジェクト

独自の役割みたいなものを探そうと必死になる。しかし、私自身の

上記
（1）
（2）を ICC ホームページ上の特設サイトに掲載する、という

を 運 営し、メンバーを募 るということは、彼らが貴 重 な 1/8 を

3 年半を振り返ってみると、気がつくことがある。
「存在意義は、探す

ものであった。

費やすに値する企画を練る責任が SSL にある、と私は考える。

SSL という名のスーパーマン
3 年生の 9月に SSL になった私に与えられた卒業までのタイム

ものでも見つけるものでもなく、自分自身で “ 創る ” もの」だという

リミットは、1年半。本来なら、この時間のなかで自分が SSL として

ことだ。組織のなかである程度「自分、がんばったな」と思えたとき、

「実現したいこと・すべきこと」を達成しなければならないのである

自身のコミットメントと関わった人々との関係性のなかで築き上げら

が、これがなかなか難しい。4 年生の春を迎え、いよいよ進路につい
て真剣に考えなければいけなくなった頃、私は SSL としての自分が
まだまだ不完全燃焼であるような気がしていた。そして、悩んだ末に
もっと長く SSL を続けられる唯一の手段を選択することにした。

れていたもの、それこそがその人の存在意義なのだろう。

居場所を求めて……

学内の莫大なリソース

「企画脳」

完成形を事前に提示することで、応募者に対して企画の最終地点

「企画脳」とは、秋元康氏の著書である。日常を変わった視点から

を明確に伝えることができる。本企画の場合も、まずは私自身が

眺めることが企画立案につながる、というテーマのエッセイ集だ。

グローバルに活躍している方にインタビューを実施することになっ

秋元氏がニューヨークで遭遇した工事現場、その壁には丸い穴が

た。早 稲田大学副 総長、留学センター所長……学内を見 渡せば

開けられていた。日本にもよくある工事現場だが、大抵は巨大な壁に

無数の候補者を挙げることができた。国際機関の勤務経験を持ち、

覆われていて内部の出来事を窺うことは不可能だ。普通の人であれ

早稲田の大学院に進学することを決めたのだ。ICC には、それくらい

になってからも留学生の「居場所探し」のお手伝いがしたいと思って

国際会議に出席し、国際学会で研究業績を発表する、早稲田大学は

ば通り過ぎてしまう些細な事柄だが、秋元氏はこの点に着目した。

の価値があると確信していた。

いた。ただ単に存在することを認めてもらえる場所だったら、いくら

輝かしい経歴を持つ教授陣の宝庫だ。

彼は工事現場の人間に、壁に穴が開いている理由を尋ねた。答えは、

今あらためて ICC での自分を振り返ってみると、
「スーパーマン

早稲田での私はずいぶん長いこと「居場所探し」をしたし、SSL

さらに、グローバルに活躍しているのは教員だけではないことを

何事にも興味津々なニューヨーカーは壁に覆われた空間に遭遇する

存在意義を見出せる場所」だったのだと、やっとわかった気がする。

知る。インタビュー本番

と高確率で内部の人間に質問をする、引っ切りなしに説明させられ

そして、このように定義づけしてみると、居場所もまた「探すもので

に向けて経験を積むた

る現場では作業が捗らない、故にあらかじめ穴を開けてある、と

も見つけるものでもなく、自分自身で “ 創る ” もの」なのだろうと

め、職員の方々に模擬イ

いうものだった。秋元氏曰く、何事にも興味を持つことが企画につな

思いを新たにしている。

ンタビューをさせていた

がるそうだ。現に彼は、この経験を自身の著書に掲載することで

だいた。前職で海外赴任

仕事に昇華させている。

でもあったはずだ。でも、求めていたのはそれではない。
「自分の

広く、大きく、多様な学生が集う早稲田大学。一人ひとりの学生が、
そこで自らの「早大生としてのアイデンティティ」を確立し、個性を

を経験した、学内で常に

私は本屋に行けば雑誌の装丁からポスター案を考え、就職活動

発揮していくのは、やはりそれぞれの小さなコミュニティなのだろ

外国人と接し日常的に英

中は企業の CSR 活動をイベント化することを考えていた。実際に

う。私にとって、それが ICC であったことを心から幸運に思う。さらに、

語 を 使 用 して い る 等、

どちらも実現した。企画立案には、上述のような何事も企画につな
げる姿勢が重要だと思うし、今後 SSL として活躍する学生にもこう

今後も ICC が早大生にとっての貴重な「居場所候補のひとつ」で
あり続けることを切に願っている。

グローバル人材プロジェクトにて、
内田勝一副総長へのインタビュー

した姿勢を大切にしてほしい。

体験記

「 働く杯」
キックオフ合宿にて、
グ ル ー プ ワ ー クの
ファシリテーション
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清水

脱・空っぽ大学生

瞳

ICC 学生スタッフリーダー在職期間
2010 年１２ 月～ 2012 年 ８ 月 （第９ 期 SSL）

| 学生スタッフリーダーレポート |

渡辺

悔しくってしょうがない！

ICC 学生スタッフリーダー在職期間
2011 年 9 月～ 2013 年 2 月 （第11 期 SSL)

商学部 ４ 年（2012 年 8 月執筆時）

く異文化理解に関心はあるが、自分の身近な問題として捉える機会

SSL になって

に出会わない者も多いのではないかと考えるようになった。そして、

SSL になったきっかけはいくつかあるが、何より、ICC が設立当初

そういった学生の関心を喚起する、ニーズに応えることは ICC として

上司である大学職員の方とのある日の会話。

にミュージカル上演企画を行っていたことを知り、中高時代にミュー

やるべきことの一つであり、その役目は同じ悩みを持つ自分のよう

ジカル部に所属していた私は、自分も SSL になってミュージカル上演

な SSL が適任のように思われたのである。
「異 文化交流 」は「世界のどこかで 起こった他人事」を如 何に

しかし、
「じゃあミュージカル・サークルに行けば？」と突っ込ま

「そこで、私の友人に起こったこと」に相対化できるかだと捉え、ICC

れそうな志望動機は、コピーとりにすら苦労していたオフィスワーク

が異文化理解を促進するためには、そういった相対化プロセスを

にもようやく慣れて来た頃に、私の SSL 生活の中で最も大きな壁と

踏む機会が少ない学生が、一歩踏み出して外の世界を知るきっかけ

なった。ICC は「学内の異文化交流および異文化理解を促進する

を作る必要性を感じた。そこで出した解の一つが、泊まりがけで行う

大学機関」であり、この枠組みの中で SSL はそれぞれの問題意識や

交流キャンプ企画である。友人を作るにはある程度の時間を共有

想いを企画に乗せようと業務に励む。SSL の中には、帰国生や海外

し、同じ体験をすることがとても有効なのは言うまでもない。実際に

留学経験者が多く、中には早稲田に留学中の外国人学生もいる。

担当で入ったどのキャンプ企画でも、プログラムを通して自然とその

彼らの問題意識や想いは己の経験に根差している分深くて強い

後も続く友人関係ができているように思う。

もので、それは高校まで海外など全く興味すらなかった私のような、

特に印象に残っているのは、2011年 秋、2012 年 冬に実 施した

上司：
「渡辺君、これやっといてくれる？」
私：
「はい、分かりました。」

でもなく、他の SSL が出していたような「核心に迫るような」深い
企画のアイデアはとうとう出せないままであった。しかし、次第に
自分の強みは「0 から 1を作ること」よりも「1を 100 にも 1000 にも
することなのだ」という風に認識するようになった。他の人が持って
いる想いや問題意識を企画と結び付けて具現化し、効率と効果を
考えながら企画を推進していく、その導きのプロセスに大きなやり

（しばらく後……）

がいを感じた。

私：
「できました」
上司：
「ありがとう。確認しておきます」
（しばらく後……）
私：
「そう言えば、

俺が作ったあれ、どんな感じに仕上がったん
やろ？」

そういった意味で、最も印象に残っているのは「電通× ICC 日本
を良くするひらめき杯」である。日本人学生、外国人学生が「日本を
良くするひらめき」をテーマにアイデアを競うコンペ形式のプロジェ
クトだった。
当初、電通から「日本に対して、留学生や海外経験を持つ人の

簡単な掲示物の作成。それが、その日私に指示された仕事であっ

“外からの視点 ” を知りたい」という漠然とした提案が ICC に持ちこ

た。後日上司が確認した後の完成版を見てみる。すると、最初に自分

まれたが、具体的な企画内容はほとんど定まっていなかった。それ

が作ったものとは全く異なっていて、もはや原型を留めていない。

をいかに企画として形にするかを 1から考え、スキームを組んでいく

いわゆる“純ジャパ ” 学生が到底持ち得るものではなかった。ただ

参加者同士の年齢や学年など、バックグラウンドを伏せて行った

ただただショックだった。掲示物の作成という単純業務さえ、自分は

作業はまさに、それを意識してやってきた自分にとって「集大成」で

「楽しいイベントがやりたい！ ミュージカルとか ! ! 」といった感覚

ノーボーダーキャンプだ。普段の人間関係でありがちな初対面での

満足にできないのだと。―悔しい―

あった。
「募集要項やポスターはどんなものにするか」
、
「募集説明

だった私は大きなショックを受けた。周りを見ては焦り、
「自分は

バイアスを取り除き、フラットな状態で短期間に親しくなることが

を抱いたことだろう。

視野が狭く、何かに対して問題意識など感じていないからっぽな

できた。プログラム終了後、素性を明かし合った後も同じような形で

人間なのだ……」と悩んだ。他の SSL が自分の想いや問題意識を

友人関係が続いているのを本当にうれしく感じている。

企画に起こしていくのを横目に、自分の劣等感は募っていく。どんな
に頑張って考えたところで、
「世界のどこかで起こっている問題」は
私にとって「他人事」にすぎず、かといって全く興味のない分野の

「日本観光杯」
キャンプ企画やその他の多様な業務に関わる中で、書籍やイン

SSL になって何度、この感情

会は、どんな雰囲気で、何を伝えるか」、
「最後はコンペだから、その

自慢するわけではないが、これまで私は部活、勉強、インターン

前のグループブレストはこんな風に……」など、電通のプロのクリエイ

シップ、留学など人並み以上のことをしてきた自信があった。周りか

ターの方と協働しながら、企画をドライブしていく感覚は、さながら

らは「デキるやつ」というようなことを言われていて、
「優等生意識」

F1レーサーばりの爽快感と緊張感だった。

みたいなものがなかったと言えば嘘になる。だから、SSL として採用

相変わらず上司からは容赦のない駄目出しや修正もあったが、

された時も、
「バリバリ仕事して、活躍してやる！」と意気込んでいた。

このころになると、ある程度の自信と余裕を持って受け止め、疑問は

イベントを割り切って運営するほど乾いたプロにもなれなかった。

ターネットでは決して得られない異文化の温度や質感のようなもの

それが、実際仕事が始まると、驚きと悔しさの連続で、何度も唇を

率直にぶつけられるようになっていた。悔しさよりも、
「 一 緒に

誰かの問題をいたずらにこねくり回そうとして失敗し、いつしか

を私は友人たちから学び、ICC に入った頃に感じていた後ろめたさ

かみしめることになるのである。

ベターな企画を創り上げていく」という協働感覚である。ただ言われ

大した興味も持てずに「他人事」として忘れてしまう自分が恥ずかし

は徐々に姿を消していた。もちろん友人たちを通して、異文化への

かった。

関心を深めることができたが、むしろ次第に、私は母国である日本

ICC が組織として取り組んでいる課題に SSL である自分の問題意

が一体自分にとってどんな国で、私の友人たちにはどんな「異文化」

自分の失敗を認めるということ

たことをやる「作業」ではなく、自分で頭を使って進行や流れを考え
ていく「仕事」を任され始めたことに、上司や周囲からの信頼と期待

プライドの高い自分は最初、ついつい失敗から目を背けたくなっ

を 感 じ る こともで

たが、それでは成長できないというのは明白。
「変わらなければなら

き、そ れ が 自 分 の

ワークも満足にこなせないにも拘らず、学生スタッフリーダーとして

そこで ICC で取り組む最後の企画として、株式会社電通のご協力

ない」、痛切にそう感じていた。落ち着いてよく考えてみると、
「自分

さら なる モ チ ベー

時には他の学生の前に立つ状況が続いたこの時期は、正直少し厳し

を得たクリエイティブ・グループ・コンペ「日本観光杯」を担当した。

が手掛けた仕事を上司が確認して修正を加えていく」というのは、

ションにもつながっ

い時期だったように思い返される。

日本のインバウンド・ツーリズムをテーマにプレゼンテーションを

組織にとっての成果の向上はもちろん、自分個人の成長やパフォー

て い た。
「仕事が

競い合うコンペ形式のプロジェクトである。参加学生が真剣に課題

マンスを上げていくという意味でも非常に有効なプロセスである。

楽しい！」 そう思え

に取り組むのをスタッフとしてサポートしながら、私自身も初めて

ポスターや広報 文だけでなく、担当企画の進 行 表 や進 捗管 理、

て仕方がなかった。

自分の想いを本当の意味で企画に込めることができ、確かな手ごた

ファシリテーションの文言一つひとつに自分の意図や狙いを込めて

かつて掲示 物の

えとやりがいを感じることができた。

ドラフトを起案するのだが、それの「どこが」
「どう」修正されたのか、

作成 で唇 をか みし

そして「どうして」修正されたのか、上司の意見や狙いと自分の

めていた 昔 の自 分

識や想いがないことに後ろめたさを感じながら、かといってオフィス

交流キャンプ
しかしその内に、早稲田に在籍する多くの日本人学生は、私と同じ

として映るのか興味を持つようになったのである。

終わりに

それを比べてみるうちに、それこそが、失敗を学び・力に変えていけ

に、少しは胸を張れ

私の ICC での活動は上記の通りである。勤務するという形では

る道なのだという実感が湧いてきた。それまで感じたことのない

る気がした。

あったが、それ以上に学ぶ機会が多かった SSL 生活であったと深く

「悔しさ」の連続によって、いつしかプライドを守ることを忘れ、自分

感じている。
私の世界を広げてくれた多くの友人たちの背中を追いかけて、
明後日から上海に留学する。ICC で活動する前は、考えたことすら

「 ノーボーダー ・ アスレチック ・ キャンプ」 にて

の失敗を前向きに消化できつつある自分がいた。

自分のバリューをどう出すか

「 日本をよくするひらめき杯」 にて、
優秀者表彰

1 年半を振り返って
ICC 学生スタッフリーダー（SSL）として活動したのは、3 年生後期か

なかった選択肢だ。この先私が関わることができる世界をどこまで

SSL としての経験もだいぶ長くなった頃、
「自分は他の SSL と比べ

らだったが、就職先が決まってから、4 年生の 1年間は、SSL の活動

広げられるのかは分からない。でも、精一杯がんばってこようと

てどういう点で ICC に貢献できる
（＝自分のバリューはどこにある）

一筋といっても過言ではない。1年半は本当にあっという間だったが、

思う。辛くて逃げ出したくなっても大丈夫、ICC での経験はきっと

のだろう？」ということを強く考えるようになった。学生発の企画を

SSL としての経 験を通じて、
「仕事」というものの面白さ、難しさ、

これからも私を支えてくれる。

重要視している ICC において、言うまでもなくイベント企画は SSL の

やりがいに向き合い続けた自分がいた。
今後も、一人でも多くの人が、

重要な責務だが、自分はこれといって何か深い問題意識があるわけ

ここで「悔しさを力に」変えてくれることを祈っている。

体験記
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政治経済学部４年（2013 年 2 月執筆時）

驚きと悔しさで満ちた SSL 生活第一歩

を企画したい！と強く感じたことが一番の理由である。

敦貴
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多文化が「 共生 」すること

全力を尽くして考え抜いた 2 か月間

～ スチューデント・セミナー
「多文化共生 」に参加して ～

田村

今回ほど参加意欲を掻き立てられたものは今までなかった。将来は
弁護士となって、マイノリティーの権利を保護する仕事をしたい。
そんなことを考えている私は、今回のゼミの告知を見た時、既に

前野

法学部 3 年（2011 年 3 月執筆時）

現場を見ずに、既存の知識だけで多文化共生を語ろうとしたことが、

ICC のイベント告知は Waseda-net Portal で目にしていたものの、

～日本観 光 杯に参加して ～

遼

して、果たして多文化共生が実現されているといえるのだろうか。

ゼミの始まり

| プロジェクトメンバーレポート |

いかに浅はかであったかを思い知らされた瞬間であった。

更なる疑問

友里

政治経済学部（2012 年 11 月執筆時）

国内留学生として、早稲田 ICC ならではの経験
私は同志社大学からの国内交換留学生である。早稲田大学で勉
学に励むとともに、授業以外の活動にも精を出したいという思いを
抱き、今年の春に早稲田に来た。

どこのチームよりも話し合いをした自信がある。直接会えない時は
スカイプを利用して夜遅くまで議論を重ねた。チーム内で役割分担
をしてメンバー全員が必死に自分のタスクに取り組んだ。

全力で挑んで

そのことがきっかけで、もう一度、多文化共生とは何か、原理・

何か良い機会はないかと模索していた頃、
「日本観光杯」の募集

メンバー全員が全力を出し尽くした予選。時間切れで最後まで

参加の決心はついていた。もっとも当時は、多文化共生といえば、

原則に立ち返って考えてみようと思った。先の訪問で伺った数々の

を知った。当時の私はキャンパス内のどの建物が何号館なのかさえ

プレゼンをすることができないという予想外の事態にひやりとした

すでに学部で履修した憲法から論じることができて、大した苦労も

お話の中の、在日外国人という「異文化」が当然に排斥されてしまう

も怪しく、7号館をさまよっていて偶然 ICC 掲示板を発見した。ICC

ものの、結果は 12 チーム中 2 位であった。予選通過という目標を

なくゼミにコミットできるだろう――などとずいぶん思いあがった

力とは一体何なのか。この疑問を、同じグループの ３ 人で議論し、

が何たるかも知らなかったが、掲示物のポスターを見ていると、

達成できただけではなく、2 位という評価までついてきたので私た

ことを考えていた。

プレゼンの形にして ICC ゼミ全体にも問いかけた。そうすると、

おもしろそうな企画がたくさんあり、
「早稲田ってすごいなあ」と感

ちはとても喜んだ。そしてすぐさま「本選で 1位を取るためにはどう

やはり何をもって多文化共生というかについて意見が割れた。
また、

心したものだ。その時、
「日本観光杯」のポスターが目に入ったのだ。

すればよいか」を徹底的に話し合い、時間内でプレゼンできるよう

そしてゼミが始まり、自分の法律の知識だけで「多文化共生」を
語ろうとしたことが、いかに愚かだったかを思い知らされた。この

ICC ゼミで実施した学内に向けてのアンケートの結果からも、殆ど

私がこの企画に応募しようと決めた理由は 3 つある。ひとつ目は

に練習を重ねた。

ゼミでは、多文化共生に関わるトピックをいくつかピックアップして、

意見の一致をみなかった。やはりこれは、明確な答えは決して出な

大手広告代理店である電通の社員の方に直接フィードバックを頂け

それらをグループで分担してリサーチの上、プレゼンすることになっ

いことなんだろう――そんな半ば諦めたような、あるいは悟ったよう

ること。ふたつ目は私自身が観光地として有名な京都の出身であり、

（株）電通ソーシャル・ソリューション局局次長 渡辺広之氏の講演を

た。私は「在日外国人グループ」で、２ 人の先輩と一緒になったの

な心持ちでいながら、ICC ゼミの最終イベント、立命館アジア太平洋

観光分野に興味があったこと。最後に、日本人学生と外国人学生の

聴いた後すぐに、渡辺氏に向けてプレゼンをした。プロの方に向けて

だが、これがまた大変熱い ２ 人であった。私は文献調査のみで発表

大学（APU）での多文化共生フォーラムへ出発した。

混 成 チ ーム となる の で、留 学 生 との 交 流 もで きること。この

プレゼンをすることはとても緊張したが、自分たちの力は出し切れ

「日本観光杯」という企画は、東京、いや早稲田大学 ICC ならではの

た。結果は予選と変わらず 2 位で悔しかったが、ここまで辿り着くこ

するつもりだったが、なんとフィールドワークまでやろうという話に
なった。
これは大変なことになりそうだと思ったが、一方で、このゼミ

結論 ―多文化共生フォーラム―

本選では私たちがトップバッターだったので、審査員を務める

企画で、これこそ私が求めていたものだ！ とすぐに応募を決めた。

とができたという事実に私は達成感を噛みしめていた。

多様性あふれるメンバー

だ。リサーチを重ねる中で、以前から興味を持っていた観光分野の

から得られるものは計り知れないものになる予感もした。そして

APU は在学生の約半数が外国人で構成される大学である。そして

それは真実で、
これから述べる各イベントで、私が考えていた「多文

大分の山上で、共存関係を確立しているという。
しかし、その共存

化共生」は変遷を見せることになる。

関係とはいかなるものか。彼らと「多文化共生」について議論すれ

キックオフ合宿を迎え、チームのメンバーと顔合わせをして、
「い

現状と課題を学ぶことができた。そして学んだことから自分たちで

ば、新たな視野が広がるのではないか。
フォーラムが始まり、早速、

よいよ始まるんや！」と胸は高まるばかりであった。メンバー全員で、

ひねり出したアイデアをプロの方に評価してもらうという貴重な

我々のゼミ長が彼らに問いかけた。「APU では多文化共生が実現

絶対に予選を通過しよう！ と意気込んでいた。ICC によってマッチ

経験をさせて頂いた。最も価値あるものは仲間だ。チームのメンバー

多文化共生の現場

私がこの企画に参加して得たものはどれもかけがえのないもの

最初の訪問先の横浜にある NPO 法人では、主に在日外国人の

されているんですか？」 勢いよく挙手した、ある女子学生の答えは

ングされたチームは、基 幹理 工学部 3 年生
（メディアデザインの

全員が相手の意見を真っ向から否定するのではなく、相手の意見を

子ども達の補講（言語など）や生活相談を通して、そこに通う子ども

「ノー」であった。彼女は言う。「多文化共生」とは、それぞれの文化

研究室に所属していてパソコンに強い）、人間科学部 4 年生
（韓国

尊重したうえで自分の意見をしっかりと述べるという姿勢を持って

たちの支援を行っていた。センター長さんのお話によると、子ども

がただ共存するだけでなく、協力して目指すコモン・バリューが

からの留学生で一番年長だがその明るさからマスコット的存在）、

いた。そのようなメンバーが居たからこそ、楽なことばかりではない

たちは、国や公共団体、あるいは私人から、様々な形で差別的待遇を

必要なのだと。衝撃的であった。もし、それぞれの文化が共通して

国際教養学部 2 年生
（鋭い指摘をするがマイペースで視点が面白い）

2 ヶ月という期間を楽しく過ごせたのだと思う。

受けており、今やその施設が彼らの居場所になっているという。そし

目指すべき価値を持てたなら――平和、自由、あるいは平等、なんで

に私
（政経／同志社からの国内交換留学生）と、学部・学年・国籍・

て、現場の生のお話はなかなか壮絶であった。

もいい ―― それぞれの文化の違いを超えて、その価値実現のため

性別とも様々な、まさに多様性あふれるメンバー構成だった。

最後に、このような機会を与えてくださった ICC や電通等関係者

授業を受けるキャンパスも異なり、各々の用事もあるので、週に

の皆様方に心の底から感謝を申し上げたい。この企画に参加して

弱みではなく強みにさえなる。そして、彼女のいうコモン・バリュー

一度一時間半ほど集中して話し合いを行った。私たちの観光案は

全力で物事に取り組んだ 2 ヶ月間は本当にアツいものであり、早稲

ちょうど伺っているお話から察するに、彼女をはじめ多くの外国人

が確立しさえすれば、異なる文化間での価値の比較は意味がなく

元々比較的似ていたのでコンセプトはすぐにまとまるであろうと思っ

田大学に国内留学してこのような素晴らしい経験ができたことは

児童の学習環境は相当に劣悪である。彼女たちは学校教育がとても

なってしまうのだ。

ていた。逆に、コンセプトを具体的なプランへと落とし込むことに

私にとって宝物である。

話の途中で、１ 人の中国人の女の子が下校してきた。彼女がすぐ

の共存体制ができるだろう。そうすれば、それぞれの文化の違いが、

に宿題にとりかかる姿を見て、何ともやりきれない気持ちになった。

もちろん、コモン・バリューが確立しえないからこそ、価値の異な

時間を要するかもしれない、と当初私は考えていた。ところが私たち

いう名の大きな壁が立ちはだかって、十全な学習を妨げている。

る文化間の共生が問題となっているのではないか、との批判はある

はコンセプト固めに予選までの期間のおよそ半分を費やしてしまっ

現在、我が国の教育資源の配分システムでは、なんの帰責性もない

だろう。
しかし私は、すべての文化に共通するコモン・バリューを

たのである。軸がぶれてはだめだ、というメンバーの総意であったし、

子どもたちが、

探し出そうとすること自体には、価値の一致が見られると思う。

妥協を許さなかった故の結果であるので後悔はしていない。しかし

重要な意味を持つ年代であるにもかかわらず、その前には異文化と

外国人である

すなわち、多文化共生にいうところの「共生」とは、多文化が一つの

予選までの全体のスケジュール配分をしっかり考えて MTG 時間を

というだけで

価値の実現、という目的のために共存していることである、とここで

増やすなど対策はできたと反省している。

このような 不

一先ず定義づけたい。

なんとかコンセプトを定め、私たちは中間報告会に挑んだ。考えに

利益を受けな

半期にわたって活動した ICC ゼミは、既存の知識で多文化共生を

考え抜いたコンセプトであったので ICC の方からの質問にはメン

くては ならな

片付けようとしていた私をずいぶんと変えてしまった。将来は、この

バー全員でしっかりと答えられた。しかし、完成していたものはコン

い。
このような

ゼミで学んだ「多文化共生」の議論を念頭に、ひとつでも多くの

セプトだけで「具体的にどうするのか」というところまで落とし込め

現状をもって

文化・価値が「共生」できるよう、尽力していきたいと思っている。

ていなかった。報告会後すぐに、頂いたフィードバックや自分たちの

日本観光杯表彰式にて

気づきをもとに予選までに行うべき課題をリストアップしてみたが、

32

立命館アジア太平洋大学（ APU） にて
実施した多文化共生学生フォーラムにて

予選まで 2 週間しかないというのに克服すべき課題は山積みで
あった。
ここから真の怒涛の日々が始まった。私達のチームは間違いなく

プロジェクト：クリエイティブ・グループ・コンペ「日本観光杯」

（2012 年 4月～ 7月）
テーマ 「
: 多様な日本の価値資源を活用した独自のテーマ・ツーリズムを
開発せよ」

体験記

プロジェクト：スチューデント・セミナー「多文化共生」
（2010 年 10月～ 2011年 2 月）
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Supporter's Report

Supporter's Report

| サポーター体験記 |

早稲田を「Enjoy」するための手助け

～「ジャパニーズ・フェスタ」サポーター体験記～

デイモン・ロビンソン
国際教養学部交換留学生
（2010 年 7 月執筆時）

| サポーター体験記 |

日本人が「日本語」で話す異文化交流
～ICC「にほんごペラペラクラブ」サポーター体験記～

なアイデアを出し合い、来日直後の留学生が日本文化に触れること

サポーター志願

矢永

奈穂

政治経済学部3年
（２０１３年1月執筆時）

ができるようなイベント内容を一生懸命考えました。

日本に来て最初の数か月、新しい生活に慣れるのに ICC イベント
はとても役に立っただけでなく、イベント参加を通じてたくさんの

芽生える友情

友達も作ることができました。僕自身、新しい生活に慣れてきた頃、
春の入学式が近づいてきて、
「また新しい留学生がたくさん増えるの

ジャパニーズ・フェスタのサポーターを通して、企画、広報から、実
際のイベント運営までさまざまなことを経験することができました。

だろう」と思いました。初めて日本に来る学生もいるだろうし、少なく

イベントの参加者に、自分自身の参加者としての体験だけでなく

とも全員早稲田は初めてのはずです。今度は自分が、ICC のイベント

サポーターとしての体験談を話す機会もあり、参加者の熱心に聞い

を通じて新入留学生が日本や早稲田での生活をめいっぱい楽しむ

てくれる姿に感激し、また僕の方も、彼らの意見や考え方に刺激を

ための手助けができればと考え、サポーターとして活動することにし

受けました。

通じて、
「日本人が日本語で留学生とつながる意義」に気づくことが

「当たり前」ではない
「今日はありがとう！

できました。まずは、自分の生活を客観的に見られるようになる

実はサイゼリヤには初めて行ったの」

にほんごペラペラクラブに参加した中国人留学生がニコニコしな

こと。自分にとって習慣になっていた言動も違う国の人にとっては
不快なことだったりするのです。

がら言いました。
どうやらサイゼリヤの存在は知っていたようですが、それがいわゆ

例えば、日本人は偶然会った人に対して「久しぶり！ 今度ご飯で

る「ファミレス」で、
「安く、早く食事を食べられる場」だとは知らな

も食べに行こうね。じゃあまた！」といった感じで、挨拶がわりに、

言葉で表現するのは難しいのですが、サポーターとして一番うれし

かったようです。私たち日本人が当たり前のように利用しているもの

今度食事や飲みに誘うことが多い気がします。しかしたいていの場

パスのお役立ちスポット

かったことは、皆それぞれが一生懸命準備を進める中、頑張れば

でも留学生にとっては新鮮なのだとその時初めて知りました。私が

合それは社交辞令で、その場限りの言葉。私たちは聞き流しますが、

に案 内する「 早 稲 田 の

頑張るだけ、サポーター同士の絆が深まり、早稲田がすてきな場所

今まで学部
（政経）で出会った留学生は、まるで日本人のように流暢

留学生はこれを言葉通りの意味で受け取ってしまいます。だから、

になっていくことを実感できたことです。どういった形にせよ、ICC の

に言葉を使いこなし、見た目も考え方もすっかり「ジャパナイズ」さ

ご飯を食べる約束が実現しなかったときには、少し傷ついてしまう

ドや、日本のファッショ

イベントに参加すれば、参加者同士、サポーター、ICC スタッフとの

れていました。しかし、この考えは間違いでした。

のだそうです。私は韓国人の留学生からこの話を聞き、
「言葉の重み」

ンを紹介するイベントを

友情は生涯の思い出として残ると思います！

ました。新入生をキャン

小さな旅」のツアーガイ

手伝いました。ICC の学
生 スタッフリー ダー や
他のサポーターと色 ん

イベント：ジャパニーズ・フェスタ Spring 2010
「早稲田の小さな旅」
「Trendy Japan!」
（2010 年 4月）

を痛感しました。文化背景が違う人たちとのコミュニケーションで

日本語を話したい留学生

は、日本人同士が当たり前に感じている「以心伝心」的な態度や

にほんごペラペラクラブに参加し、日本に留学していても、授業
以外の日常生活で生きた日本語に接する機会はなかなかないと

発言は通用せず、想像力を駆使して相手の受け取り方を考えなけれ
ばならない、と感じました。

いう留学生の存在を知りました。留学生たちから「日本にいるのだ
から、日本人学生ともっと話したい！」と言われ、彼らの貪欲な姿勢

「早稲田の小さな旅」 にて

私がこの活動に参加を決めた理由は 2 つあります。１点目に、昔

講演会を通じて気付いた「生の声」の大切さ
～「ブック・カフェ」サポーター体験記～

貴重なチャンス！

森

雄志

政治経済学部１年
（2013年1月執筆時）

「生の声」の大切さ

大学に入学して 3 ヶ月ほど経ったころ、ICC からグローバル人材に

講演会に当たり、私は佐々木さんの著書を再読し、著書から読み

関するプロジェクトメンバーの募集がありました。学生がグローバル

取れる佐々木さんの考えをある程度頭に入れてから本番に臨みま

に活躍している方に実際にお会いして、インタビューを行い、記事を

した。しかし実際お話を聞いてみると、佐々木さんの考えや主張が、

書くというものです。私は、テレビや新聞などでは普段語られること

著書で得たものとはまた別の形で自分自身に受け取られていくのを

のない、グローバルな現場の「生の声」に触れることができる貴重な

感じました。それは、講演会というものが、
「話す側と聴く側の両方

チャンスだと考え、早速応募しました。

によって作り上げられるもの」だからなのだと思います。聴衆側は、

刺激的な講演内容

例えば、近年、肉の消費量が魚のそれを上回っているようですが、

アメリカに 5 年間暮らしていた経験があり、当時英語を覚える際に

留学生からするとそれは「もったいない」そうです。日本の海産物の

たくさんのアメリカ人にお世話になった経験です。自分と同じ立場に

新 鮮度はずば抜けており、しかも煮たり、焼いたり、炙ったりと

いる留学生のお手伝いをしたいと思いました。2 点目に、ゼミで日本

多様な調理方法があるのにも関わらず、それをあまり食べないのが

の文化を世界に発信し、クリエイティブ産業で収益を上げることを

「不思議だ」と言っている人もいました。西洋文化にすっかり馴染ん

目指す経産省のクールジャパン戦略について勉強しているので、

でしまった私たちですが、日本らしさも大切にしなくては、と思い

留学生が日本のどういう側面に魅力を感じるのか知りたかったこと

ました。

です。
留学生から得られるものもたくさんあります。積極的な学生が

日本語で留学生とつながる意義

多く、私たちが企画したゲームやディスカッションに全力で向き合っ

始めは、私のなかで異文化交流というと「英語を使って留学生と
お話をすること！」というイメージがありました。
日本人が日本語で話したところで、異文化交流から得るものは
何もないのでは？ なんて正直思っていましたが、ペラペラクラブを

てくれます。さらに、活動後に毎週有志でご飯を食べたりお茶を楽し
んだりするので、深いお話をすることもできます。私も同じ芸能人が
好きな中国人留学生と仲良くなることができました！
留学生がどんなことに興味があり、何を楽しいと思うかを考え

講演者の声のトーンや動きに注意して話を聴く一方、講演者の方も

ながら話しやすいトピックを設定し、どんなゲームを導入するかを

聴衆の反応や年齢層、国籍などを意識しながら話を進めます。その

決めるなど、悩むことも多々ありました。しかし、実際に楽しんでいる

企画書を書く際、私は真っ先に『週刊東 洋 経 済』記者である

ような過程で得られた考えや意見、価値観などは、本や新聞、イン

留学生の姿を見ると、活動に参加してよかった、と心から思うことが

佐々木紀彦さんを思いつきました。佐々木さんの著書『米国製エ

ターネットなどの媒体を通じて得られるものとは違った刺激がある

できました。

リートは本当にすごいのか？』を読み、常々佐々木さんにお話を伺っ

のです。90 分という短い時間でしたが、この講演会を通じて、人の

てみたいと思っていたのです。その後、この企画はインタビューから

意見や考えを、
直接自分の耳で聴くことの大切さをあらためて感じる

「ブック・カフェ」形式のインフォーマルな講演会へと形を変え、

オススメ企画

ことができました。

にほんごペラペラクラブは今年の 10月から始まった ICC の新し

講演会当日を迎えました。
当日、私は司会進行を務めましたが、いざ講演が始まると、佐々木

い企画で、今後も活動を続けていくそうです。留学生のお友達が
今回講演会の企画に携わる中、講演者と身近に接することで、

ほしい！ ICC の活動に参加してみたかった！ と思っている人がいた

さんの巧みな話術に引き込まれ、自分が司会であることも忘れ、

自分よりも多くの経験を積んだ方の言葉の重みというものを実感

ら、ぜひにほんごペラペラクラブのサポーター登録をおススメしま

夢中になってお話を聴いていました。特に、ご自身の留学体験を基に

しました。これからも、時間が許す限り多くの講演会に足を運んで、

す。自分なりの新しい発見や出会いが必ずあるはずです！

したアメリカの大学や学生についてのお話はとても印象に残って

自らの教養を少しずつ積み上げていきたいと思います。

量に支えられているというくだりはとても刺激的で、自らの学習習慣
を見直すきっかけとなりました。

イベント：ブック・カフェ「『米国製エリートは本当にすごいのか？』
著者が語る “ グローバル人材 ”」
（2012 年 10月 22日）

にほんごペラペラクラブ

アイスブレイクゲーム

イベント：にほんごペラペラクラブ
（2012 年 10月）

体験記

います。中でも、アメリカの学生の能力の高さは、その圧倒的な読書
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そしてまた、このクラブ活動を通じて、日本人である私たちが忘れ
てしまっていた日本の良さを再認識することができました。

を感じました。

35

体験記

Participant's Report

| イベント参加体験記 |

お互いの友達を紹介し合い、仲間の輪を広げることもできた。彼は

プログラムに参加したきっかけ

です。私のパート

日本を学び、自国を伝える

私が紹介した友達とスキー旅行に行き親睦を深め、また、私も彼に

ナーの文化 構想

きっかけは去年の夏、英語が話せるようになりたいという想いで

紹介してもらった台湾人と仲良くなり、中国語の学習方法や進路の

日本に留学中、自分の研 究テーマはもちろん、日本の文化や

学部 3年の大塚

申し込んだ短期留学から帰ってきた後だった。他の参加者から偶然

相談に乗ってもらった。結果として国際系の大学院進学という今後の

社会についてもしっかり学び、それでもって自国・ブラジルの文化を

裕子さんは、ブラ

このプログラムの存在を教えてもらい、
「外国人の友達ができたら

進路を明確に定めることもできた。

紹介する機会が欲しい、と思っていました。そんな時に出合ったの

ジルのどんなこと

が ICC の「アウトリーチ」です。日本人のパートナーとペアになり、

を 紹 介す れ ば 日

早稲田実業学校初等部の 3・4 年生を対象に自国文化を紹介する

本の子どもたちが

出張授業を行いました。

興味を持ってくれ

いいな」と軽い気持ちで登録した。

交流の時間以外

実際の交流

困ったときはメールや Facebook で質問すると、例文や類語を用い

このアウトリーチ体験は、日本に来てから「最も楽しかったこと」

て丁寧に教えてくれた。彼からの「『ちなみに』と『ところで』の違いは
なにか」
「なぜ日本人は頻繁に謝るのか」といった鋭い質問は、日本や

と言っても過言ではありません。小学校を訪問すると、その国が

付かない点を提案してくれましたし、実際の授業でも上手な教え方

いざ話してみると、すごく優しくて友情に厚い人で、すぐに打ち解けるこ

日本語、そして自分と向き合う良い機会でもあった。

どのように次世代を育成しようとしているのか、ひいてはその国の

で助けてくれました。

とができた。言語交換では、主に自国の文化や、ネイティブが良く使う
言い回しなどについて教え合った。自分の中国語や英語の参考書を

将来像を見てとることができます。実際、教室での子どもたちの振る

こうしておけばよかったこと

アウトリーチ・プログラムは、他国に関心を持つ子どもたちの

舞いや校則を見て、日本社会をより深く理解できたと感じましたし、

役に立つ、とてもやりがいのある活動です。社会や未来に対して

見せ、その中の不自然・自然な表現を教えてもらえたことは、非常に

唯一悔やまれることは、予定を合わせることができず、何度か彼の

何事も最初が肝心だということが分かりました。子どもたちが、良い

私たちが抱くさまざまな疑問の答えは、子どもたちと接する中で

ためになった。また、
「中国人はアルパカを見ると皆笑う」や「北京語

誘いを断ってしまったことである。彼やその仲間から得るものは非常

幼少期を過ごせる環境を整えてあげれば、その国の未来も同時に

見つかるのかもしれません。

の発音は台湾人にとってはどう感じるか」といったことは、ネイティブ

に多く、毎回が貴重な経験なので、このプログラムでより相手と交流を

よくなると思うのです。

と実際に交流しなければ知ることができなかった。

深めるためには、スケジュール管理をしっかり行うことが重要だ。

真面目な言語交換以外にも、交流できるのがこのプログラムのもう
一つの魅力。彼主催の鍋パーティに誘ってもらい、様々な国の人々と
合コンに参加したことは、大学生活の中でも指折りの思い出である。

授業では 3 年生も 4 年生もブラジルに興味を示してくれ、最後に
は一緒にサンバまで踊ることができました！ 教室では自分が「ガイ

最後に

時間を忘れて「好みの異性」などについて語り明かしたことや、一緒に

ジン」だということを強く意識させられるのでは？ と懸念していま
したが、そんなことは全くありませんでした。

相手の国の言葉や英語が上手に話せなくても問題ない。ICC が、
申請フォームに記 入した言 語力を基に相手を選 んでくれる。私は

パートナーとの助け合い

軽い気持ちでこのプログラムに登録し、運よく当選した。プログラムが
終了した今でも、彼や台湾人の友人とは連絡を取り合い、言語交換を

日本人学生
の視点

子どもの目を
通して見た
日本と母国ブラジル

高柳

峻秀

の視点

大学院アジア太平洋研究科修士課程科目等履修生
（2011年10月執筆時）

みたい」
「もっと外国を知りたい」と強く思うようになり、今後の進路に
大きく影響を与えることにもなったのだ。
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アウトリーチ参加

実業初等部（2011

エクスチェンジ
ランゲージ＆カルチャー・
参加体験記



校訪問：早稲田
アウトリーチ小学

年 7 月 20 日）

の視点

国際教養学部交換留学生
（米国南カリフォルニア大学）
（2012年2月執筆時）

Eating Together：一緒にゴハンを食べること。
一緒にモノを食べるとなぜだかぐんと距離が近くなる。ラウンジ
でまじめな話をするのもいいけれど、レストランや弁当を買って外で

裕子

プロセスはとても楽しく充実したものでした。一歩踏み出せば、
「早稲田にいながらも異文化交流をする機会はたくさんあるのだ！」

早稲田大学には多くの留学生がいるにも関わらず、今まで留学生

ケネス・チェン

大塚

「交流」から「協働」へ
もどかしさを越えて

留学生

日本人学生

文化構想学部3年
（2011年10月執筆時）

年後期）
日・英言語交換（2011

の視点

留学生

マイッビ・ロドリグス・モタ

この活動のもうひとつの重要な側面はパートナーとの協働作業

行っている。この経験によって「彼らともっと言語を勉強して交流して
法学部３年
（2012年2月執筆時）

と実感しました。

け？」という疑問に、電話やケータイメールで一瞬で答えてくれる。

と関わる機会も、授業以外で英語を使う機会もほとんどありません

しかもすっごく親切に。電子辞書やインターネットに書かれている

でした。そんな私にとって、留学生のパートナーと組んで、小学校で

定義があいまいで実際の意味や使われ方がよくわからなかったり

異文化理解授業を行う ICC アウトリーチは、本当に有意義で貴重な

小学校での授業の本番前はとても不安でしたが、児童たちの素直

するときも、僕はすぐにランゲージ・エクスチェンジのパートナーに

経験でした。準備段階では、私もパートナーのマイッビも、お互いの

で元気な反応に自然と笑顔になりました。マイッビとうまく協力し、

電 話をする。新しく学んだ単 語 やフレーズを文 章や文 脈 の中に

言 語が流 暢ではない状 況で、言いたいことがうまく伝えられず

決められた時間の中で臨機応変に、そして自分たちも楽しみながら

当てはめてもらったり、似たような単語の意味の違いも説明して

もどかしい気持ちになることも多々ありました。でも、お互いを尊重

授業をすることができたと思います。休憩時間や給食の時間になる

もらえてすごくためになる。

し、言葉を教え合い、アイディアを出し合うことで、最後には納得の

と、私たちの周りに一斉に集まり、質問攻めにする児童たちは本当に

いく授 業 計 画 を

かわいく、その姿に元気をもらうと同時に、異文化への関心の高さを

作 ることが で き

感じました。

Party

協働作業の成果を発信！

Come on, let’s be honest ! パーティ大好き、大学生！ たまには

ました。マイッビ

時は誰でもミスをするのがこわくて恥ずかしくて、とにかく考えすぎ

教科書や文法のことなんて忘れて友達と楽しく騒ぎたい。実際僕は

との英語での話

このプログラムは小学生に異文化理解の授業をするという趣旨

て言葉が出なくなってしまいがち。でも、親しい友達とリラックス

ランゲージ・エクスチェンジのパートナーと鍋パーティをしたり合コ

し合 いやメール

ですが、準備、本番を通して、私自身、今まで知らなかった文化を

しながら話せば、自然と口から言葉が出てくるもの。ついでに食べ物

ンに行ったこともある。いつもとは違うパートナーの一面が見られる

で の 打ち合わ

知り、普段できないたくさんの貴重な経験をすることができ、参加

や野菜、原材料、調味料の名前なんかも覚えられるしね！

し、パートナーの友達とも友達になれる。日本人の友達も外国人の

せ、また一 緒に

して本当に良かったな、とあらためて感じています。授業を担当する

友達もどんどん増えて、言葉や文化について違う視点からいろんな

お弁当を食べな

ことで責任は伴いますが、子どもたちに向かってふたりの協働作業

考えが聴ける。そうやって広がった友達の輪で、2 泊３日のスキー

がらお喋りをす

の成果を発信することは、留学生との間だけで完結する交流とは

旅 行に行ったりもした。 ……というわけで、ICC のランゲージ＆

る、という準備

一味違うやりがいと達成感を得ること間違いありません。

世界で一番すぐれた辞書、それは「人間辞書」。たとえば、外出先
で近くに辞書がない時、
「えっと、これって日本語でなんて言うんだっ

体験記

一緒に食べながら気軽に会話を楽しむのもまたよし。外国語を学ぶ

Human Dictionary: 人間辞書
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るのか、私自身気

マッチングされた相手はなんと英語と中国語と台湾語のネイティブ
で、少々コワモテな印象であった。うまくやっていけるか心配だったが、

カルチャー・エクスチェンジは超オススメなのだ！
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