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● はじめに 

 国際交流合宿は、今回で、4回目だが、今までで一番充実した合宿になった。ハリモミ純

林観察ツアー・花の都公園で自然を満喫し、夕方は報湖祭の花火大会で盛り上がった。ま

た、夜の交流会ではゲームなどで楽しみ、多くの人と語り合った。2 日目の班の発表会は、

これまでで一番盛り上がった。寸劇、音楽・ダンスなどは前日遅くまで集まって練習して

いて、息もぴったりで、おもしろく、楽しめた。折り紙や切り紙の体験などもよかった。

今回は、日本語が苦手な学生も含めて班に入ったが、コミュニケーションはうまくできて

いたと思う。日本人学生の数が若干少なかったのは残念だが、国際交流合宿の趣旨は果た

せたのではないか。また、平日だったため、渋滞が全くなく、時間のロスがなかった。ま

だ色々と反省はあるが、引き続き、国際交流の場として合宿を充実させていきたい。 

  

留学生センター 岡 智之 

 

● 合宿の概要 

日時：2012年 8月 1日（水）～2日（木）1泊 2日 

 場所：筑波大学山中共同研修所（山梨県山中湖村平野） 

参加者：計 44人。日本人学生 11人、留学生 31人、引率教員 2人 

 

 

 

・ 主な見学場所…花の都公園、ハリモミ純林、報湖祭花火大会（山中湖交流プラザから） 
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● 活動内容 

8月 1日（水） 1日目 

8時 大学正門前集合、9時出発。（中央線人身事故のため大幅に遅刻した学生がいた） 

－バス内活動（班ごとに自己紹介など） 

  

11時半 花の都公園到着（予定より 30分早い）―昼食（花の都公園「ほうとう花庵」） 
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12 時半～16 時 15 分 ハリモミ純林観察ツアー（ガイドが道のない場所に踏み込んだ

ため 1時間余計にかかった。結構みんな疲れていた）、花の都公園散策 

 

 

16時半 宿舎チェックイン・班別活動 

18時 夕食・入浴 

19時半集合出発～ 花火大会（20時～20時半平野地区）・湖畔散策 
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21時 交流会（セミナー室） ジェスチャーゲームが盛り上がった。 
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23時 消灯・就寝 

 

8月 2日（木）8時 朝食         
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朝の山中湖と富士山 

  

 

9時 体操（太極拳） 

 

 

10時 発表会（1班約 20分）→各班の報告参照 

寸劇班、折り紙班、ゲーム班、切り紙班、音楽・ダンス班の順 

12時 昼食 

13時 宿舎出発－途中、湖畔とおみやげ屋に寄る 

16時半 大学到着 （平日だったため渋滞が全くなく予定より 2時間近く早く到着） 
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● 参加者名簿 

計 44 人。日本人学生 11 人、留学生 31 人（中国 16，台湾 1、タイ 4、韓国 3、フィリ

ピン 2、クロアチア 2、ルーマニア 1，マレーシア 1、トンガ 1）、引率教員 2人 

  氏  名 国 身分 役割 

1 岡 智之 日本 留学生センター教員 引率代表 

2 谷部弘子 日本 留学生センター教員 引率 

3 菊池夏世 日本 A類日本語教育 3年 交流会 

4 岩下昌弘 日本 Ｎ類総合社会 5年  発表会 

5 小西悠介 日本 F類自然環境科学 3年 花火 

6 錦戸裕貴 日本 A類音楽 2年  

7 三家本真由 日本 A類日本語教育 3年 バス内 

8 鳥海明里 日本 B類家庭科 1年  

9 南部美香 日本 B類家庭科 1年  

10 竹林彩夏 日本 A類家庭科 1年  

11 土屋友紀子 日本 A類家庭科 1年  

12 石井花苗 日本 美術 1年  

13 開田ゆま 日本 A類日本語教育 2年  

14 ソマラサン・ピチャモン タイ 交換留学生  

15 ポンティマーノン・ナット タイ 交換留学生  

16 プーンケーソン・ワチラポン タイ 教員研修留学生 直前欠席 

17 都頴 中国 環境教育 1年  

18 張訊維 中国 交換留学生  

19 アンズレス・ウィルソン・レイ フィリピン 教員研修留学生  

20 李今丹 中国 院・日本語教育 1年  

21 許鳳霞 中国 院・日本語教育 1年  

22 李慧敏 中国 交換留学生  

23 ソ・ユジョン 韓国 交換留学生  

24 諸葛星佑 中国 交換留学生  

25 李シンセイ 中国 交換留学生  

26 金美珍 韓国 交換留学生  

27 パッチャラポーン(ベスト) タイ 交換留学生 花火 

28 サシカーン（ワーン） タイ 交換留学生 花火 

29 鐘羽婷 台湾 交換留学生  

30 金スルギ 韓国 交換留学生  

31 許歓歓 中国 院・日本語教育 1年  
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32 藩蓉 中国 院・日本語教育 1年 バス内 

33 袁カコ 中国 院・国際教育 1年  

34 バサリチ・カルメン クロアチア 教員研修留学生  

35 姜仁崇 中国 生涯学習 1年  

36 ラワラ ルーマニア 教員研修留学生  

37 マリアナ・ズゲラ クロアチア 教員研修留学生  

38 宗テンテン 中国 研究生  

39 黄エイ 中国 研究生  

40 ダニエル マレーシア 院・国際教育 2年 交流会 

41 ルテ・フィナウ トンガ 教員研修留学生  

42 バルブド・プルメル フィリピン 教員研修留学生  

43 グリゴレワ・マリア ロシア 研究生 当日欠席 

44 高艶 中国 院生  

45 吉銀実 中国 院・日本語教育 1年  

46 陳淑文 中国 交換留学生  

 

宿舎前で 
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 各班の活動 

1班 寸劇班 

菊池夏世（日本） 三家本真由（日本） 小西悠介（日本） 宗甜甜（中国） 都頴（中

国） 張訊維（中国） ポンティマーノン・ナット（タイ） アンズレス・ウィルソン・

レイ（フィリピン）開田ゆま（日本） 出演順 

                                             

私たちの班は 2人の日本人がアジアの国々（中国、タイ、フィリピン）を旅する中で、

それぞれの文化を体験し、驚くという話を通して、それぞれの国の文化を紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 

  

 

 

 

（キャスト） 

まゆ：主人公の一人。ゆうすけと結婚し、ハネムーンに出かける（三家本真由） 

ゆうすけ：主人公の一人。まゆと結婚し、ハネムーンに出かける（小西悠介） 

てんてん：まゆの友達。中国に住んでいる。（宗甜甜） 

先生：てんてんの大学の先生。（張訊維） 

奥さん：先生の奥さん。（都頴） 

ナット：まゆの友達。タイに住んでいる。（ポンティマーノン・ナット） 

仏像：とてもありがたいタイの仏像（都頴） 

レイ：ゆうすけの友達。フィリピンに住んでいる。（アンズレス・ウィルソン・レ

イ） 

ゆま：ゆうすけと何か関係がある（開田ゆま） 

 （あらすじ） 

 ここは成田空港。新婚のまゆとゆうすけはこれからハネムーンに行きます。2 人は

中国やタイやフィリピンにいる友達にその国を紹介してもらいながら、アジアの国々

を旅します。その中でさまざまな文化を体験していきます。中国ではまゆの友達であ

るてんてんに上海を案内してもらい、タイではナットと一緒に寺院へ参拝に行きます。

そしてフィリピンではゆうすけの友達のレイが 2 人にごちそうをふるまってくれま

す。旅が終わり、日本へ戻ると…。 
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☆紹介した文化☆ 

 中国 
・中国では女の子同士で手をつなぐことが一般的に行われる 

・初めて会った人とは握手をする 

・結婚した相手のことを「愛人」という 

 タイ 

・タイのあいさつは合掌で、親しい人に

は胸の前で、目上の人には鼻の前で、お

坊さんにはまゆの前でというように相手

により手の位置を変える 

・タイにはバスの時刻表がない 

・仏像へは女性は足の甲を床につけて、

男性は足の指を立てて、座って深く 3 回

おじぎをします 

 フィリピン 

・食事の前には神様へ祈りをささげる、一家の家長が音頭をとる 

・シーフードを手で食べるとよりおいしく食べられると考えられている 

・友達の家で食事をごちそうになったら、お礼にお皿洗いをする 

 日本 

・友達との会話で「また今度ごはんいこうねー」などというが、「今度」はなかなかこ

ない… 

 感想 

 互いの文化の違いを発見し、楽しむことができました。なぜ違うのか、なぜこのよう

なことをするのか、ということを探るためにその国の歴史的背景や宗教的背景なども探

れるとより深まったのではないかと思います。準備が足りなかったことは反省していま

す。前日になんとかまとまり、セリフもほとんどアドリブでしたが、なんとか劇の形に

まとまったのはみんなが意見を出し合い、気転を利かしてその場をうまく収めてくれた

おかげです。今回の大きな成果は楽しい思い出を作ることができたこと、仲間ができた

ことです。合宿から帰ってからも一緒に遊んだり、飲んだりできる仲間が出来たことは

とても嬉しいです。初めは言葉の違いを不安に思っていましたが、話そうという意思、

理解しようという気持ちがあれば、言葉の壁は意外と簡単に乗り越えられるということ

を実感できました。最後に締め切りを守れず皆様に、ご迷惑をかけたことをお詫び申し

上げます。                        （文責：菊池夏世） 
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2班 世界の音楽・ダンス 
メンバー 岩下昌弘（日本） 錦戸祐貴（日本） 竹林彩夏（日本） 姜仁崇（中国） 高

艶（中国） 黄睿（中国） カルメン（スペイン） マリヤナ（スペイン） ルテ（トン

ガ） リーダー 岩下昌弘 

 

僕がこのグループ選んだのは、僕がこれまで培ってきた吹奏楽での音楽経験を活かした

かったからです。しかし、国際交流と音楽を結びつける上で、今までの経験などはとても

ちっぽけなものでした。 

合宿までを振り返りながらメンバーを紹介していきましょう！ 

最初のオリエンテーションで、我々は 5人のグループになりました。 

日本人はこの私ともう一人、音楽科の錦戸くんでした。いやー、音楽科です。ピアノ弾

いたり編曲したり、我々にはできないことをやってのけます！ 

そして残りの 3人は中国からの留学生でした。留学生とは言っても、3人とも学部生や院

生であり、1年だけの滞在ではないようです。そのため皆日本語が達者です。ていうか、姜

仁崇さんにいたっては、僕と同じ学科で、同じ授業を受けています。末永くよろしくお願

いします。高艶さんと黄睿さんは名前も似てるし雰囲気も似てる！なかなか見分けがつき

ませんでした。音楽を作るのは時間がかかります。計画にも練習にもとても時間がかかり

ます。とりあえず我々は連絡先を交換して、その場は解散しました。 
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それから我々は、毎週一度昼休みにミーティングを開きました。 

 

最初のミーティングではニューメンバーが３人も増えました。 

日本人で家庭科の竹林さんはダンスが上手で、素晴らしいソロダンスをアドリブで入れ

てきます！彼女は僕の全力疾走に最後までついてきた（抜かれてはいない）凄まじい体力

の持ち主で、合宿ではともに「滝の上の滝」を目指して走りました。 

そして残る二人のニューメンバーは、なんとクロアチアから来た教研生でした。教研生

とは、教員研修生のことで、学生ではなく既に自国で教員をやっているけれど留学生とし

て学芸大に学びに来ている人のことをいいます。つまり大人で先生な留学生なわけです。

そんな方々なので、レクリエーション能力は高く、発表や計画段階でかなり力を持ってい

ました。ただし日本語能力は・・・という状態で、まさに国際交流らしい国際交流を、我々

は、特にリーダーである僕はすることができました。 

カルメンさんは強いリーダーシップを持っており、また話し合いの場でも建設的な意見

を出し続け、さらには英語と日本語の橋渡し役も担ってくれて、このグループに非常に大

きな貢献をしてくれました。 

マリヤナさんは素晴らしい感性と身体能力を持ち、ステージではソロパートを担当し、

森の中では別ルートを走り回り、施設ではサッカーに卓球に大活躍でした。 

さて国際色豊かになってきた初回のミーティングでは、我々は 20 分間のステー
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ジの構成を考えました。その結果、各国の音楽を 1 曲ずつ発表し、そして最後に世界の言

語で「幸せなら手をたたこう」を歌うことにしました。日本、中国、クロアチア、そして

「幸せなら手をたたこう」ととても充実したプログラムです。さらに中国に関しては曲の

候補も決まりました。「最炫民族风」と言うポップスで、中国の若者に今まさに大人気の曲

でした。その週は各国の皆さんは自分の国の音楽を考えてきてもらい、候補の曲は動画等

の URLを送って皆で共有しました。 

ミーティング後、僕にはすべきことがたくさんありました。日本の候補曲を探すこと、「最

炫民族风」の現実的な振り付けを考えること、メンバーの日本語力をチェックすること、

今後の活動予定を考えること、短い時間をうまく活用し、1週間を過ごしました。さらにこ

の 1 週間のなかで、僕はさらなるニューメンバーであるルテさんと出会いました。ルテさ

んはトンガからの教研生で、日本語はあまり通じなかったので、英語を交えたやりとりを

しました。 

次のミーティングでは、ルテさんも合流し、クロアチアの曲「Naranca」を皆で鑑賞しま

した。振り付けは前日にクロアチアの方々にレクチャーしてもらうことになりました。日

本の曲は振り付けのいらない日本民謡をみんなで歌うことに決めました。日本民謡は、春

夏秋冬をテーマに、錦戸くんがメドレーを作ってきてくれることになりました。さらに当

日はピアノで伴奏を入れてくれることになりました。音楽家半端ない。中国の「最炫民族

风」はいくつかのヴァージョンが動画サイトにあったため、最も踊りの簡単なヴァージョ

ンを踊ることにして、中国の方にヴォーカルをやってもらうことにしました。 
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ミーティング後、ルテさんからトンガの音楽の候補をいただいて、ついに我々のプログ

ラムが完成しました。中国→クロアチア→トンガ→日本、そしてアンコール気味に「幸せ

なら手をたたこう」。振り返ってみると、これはなかなかバランスの良いプログラムだった

と思います。それから各国の歌の歌詞を各国代表者に送ってもらい、次なるミーティング

に臨みました。 

その次のミーティングでは、もういっそ座談するより練習してしまえ、ということにな

り、芸術館ホール付近で集まり、軽く練習することにしました。この日の僕の目標は、前

日練で完成できる状態を作り出すことでした。練習が必要な踊りは各人が練習しやすいよ

うに単純化したり、皆のその日の踊りの出来具合をチェックして、前日の練習の時間配分

を考えました。 

全体では、まずトンガの曲は候補が 2 つあったので、１つに絞りました。それからクロ

アチアの踊りを、動画を見ながらクロアチアの方々にレクチャーしてもらい、なんとか先

が見えました。中国の曲は踊りを非常に簡単にしたので、完成できるレベルになりました。 

こうして、合宿前最後のミーティングは終わりました。次の週からテスト期間に入るため、

以降は集まらないことにしました。 

これで当日はなんとかなるはず。リーダーとしてできる限りのことはしました。あとは

持ち物などの諸連絡をし、合宿に臨みました。不安要素はたくさんありました。トンガの

踊りは大丈夫か。歌はみんな歌えるか。MCはどうするか。僕の話す言葉は、果たしてどこ

まで通じているのか。 

  



15 

 

合宿当日、様々な不安がありつつも、僕は合宿でのイベントを精一杯こなすことにしま

した。合宿までの日程では、とにかく班員との交流が少なすぎた。だからこそ、少しでも

皆を知るために、まず目の前のイベントを精一杯楽しむことにしました。その中で、皆の

YES は僕にとって何を意味するのか、この表情は何を訴えているのか、ありのままに感じ

てみようと思いました。そうすることが、何よりも、伝わりきっているかわからない言葉

のコミュニケーションに対する対処の仕方を学ぶことにつながりました。言葉の壁、文化

の違い、そこから生まれてくるものに対し、取るべき行動を、少しずつ取れるようになっ

ていったと思います。 

宴会が終わり、フリータイムになりました。もうすでに皆へとへとでしたが、最後の力

を振り絞り、練習しました。 

中国の曲はポップスなので、聴いているみんなもノれるように、すごく単純に仕上げま

した。歌い手の中国三人衆もいい感じです。仁さんにはみんなを盛り上げてくれるよう、

少しMCをお願いしました。 

クロアチアの曲はカルメンさんを中心に仕上げをしました。皆一通りの動きはできるよ

うになり、マリヤナさんはクライマックスの独唱を担当し、竹林さんは中間部にソロダン

スを入れてとてもいい仕上がりになりました。皆カンペを見ながらではありますが、歌も

歌えるようになりました。またこの曲「Naranca」の意味、歴史的背景を日本語英語交えな

がらカルメンさんに教えてもらい、皆この曲に対する理解を深めました。「Naranca」とは

カタカナだと「ナランチャ」と発音するのが一番現地の言葉に近く、その意味は果物の「オ

レンジ」でした。昔々クロアチアではオレンジ色の肌（頬）を持つ女性が綺麗だとされて

いました。それに由来してこの歌が作られました。「Naranca」はクロアチア民謡で昔から

歌われているものでありますが、今から 10年ほど前に若いアイドルグループがこの民謡を

アレンジし、踊りをつけてカヴァーしました。僕たちが発表するのは「PUTOKAZI」とい

うグループがアレンジしたヴァージョンです。 
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日本の歌は錦戸くんが伴奏をし、みんなで歌いました。さらにプロジェクターを使い、

聴手のみんなも一緒に歌えるよう、歌詞を表示させる仕掛けを作りました。 

アンコールも引き続き錦戸くんに伴奏してもらい、歌はそれぞれ自国の言語で歌っても

らうことにしました。日本→トンガ→中国→クロアチア→英語の順で 5 番まで歌い、それ

ぞれ「手をたたこう」「足ならそう」などの動作をつけて、これはグループ全員、そして会

場全体で一体になってできるようにしました。「幸せなら手をたたこう」はスペイン民謡で

すが、世界各国で歌われている歌です。また日本語版と英語版では若干リズムの違う箇所

がありました。他国と比較してみると、日本語版のリズムの方が珍しいようで、中国語や

クロアチア語も英語と同じリズムでした。 

そして最後にトンガの曲ですが、これは前日になってもよくわからないままでした。こ

れは本来女性と男性で踊りのパートを分けてボサノヴァ風に踊るものらしいのですが、正

確に皆が踊るのは無理だと思ったので、この曲は 1 番前でルテさんに踊ってもらい、あと

の人はノリでなんとかするということにしました。さらにこちらの曲もプロジェクターを

利用することで、音声でなく動画を皆に見せつつ踊ることにして、いろいろとごまかすこ

とにしました。そんなこんなで時刻は 25時、全体は仕上がり皆の疲労がピークに達したと

ころで我々は最後の練習を終えました。僕は 27時まで寝ずにサッカー日本代表が五輪の決

勝トーナメント進出を決めるのをこの目で確かめてから布団に入りました。しかし結局一

睡もできずに朝を迎えました。 

8月 2日、ついにこの日がやってきました。合宿のグループ分けが決まってから、どこの
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グループよりも時間をかけて仕上げてきたという自信が僕にはありました。与えられた時

間は 20分。それではここで、発表の様子を少しご覧下さい。 

  

 

 

いかがでしたでしょうか。振り返って見ると、このグループはとても多国籍なグループで、

言語によるコミュニケーションはとても難しかったと思います。しかしだからこそ、最も

国際交流と言える活動ができたグループだと思います。そして音楽というものの普遍性に

僕は気づくことができました。言葉でうまくいかないことがあっても、素晴らしい音楽を

作ることはできる。この経験は僕の音楽人生の中で大きな意味を持つことになるでしょう。 
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3班 世界のゲーム 

 

 

チーム活動 

 

班員は日本(石井花苗)、フィリピン(プルメル)、台湾(ショウィティン)、中国(李慧敏)、タ

イ(サシカン、ベスト、ピチャモン)、韓国(キムチエ、キムミジン)でした。国際合宿という

タイトルに似合うように世界中の皆が参加してくれました。 

 合宿に班で活動をする時間がありました。私の班はゲームをテーマに決めました。この

時間をどうすればいいか皆で悩んだり話し合ったりしました。国の伝統ゲームを紹介した

いという意見や各国の同じルールのゲームを紹介したいという意見もありました。その中

ゲームという面白いテーマにしたのだから、紹介して皆に体験していただきたいとの意見

におさまりました。 

 フィリピンのプルメルさんがフィリピンのゲームを紹介してくれました。2人が 1組にな

って１人は単語を説明し他の１人はその単語をあてるゲームです。 

 フィリピンでは大人気だそうで TVのレギュラー番組にもあるんだそうです。このフィリ

ピンの大人気の Quizゲームを他の班にやってもらいました。時間が短かったため全員は参

加出来なかたのですが参加してくれた人々は大笑いで喜んでくれました。単語が当たれな

かったチームには罰ゲームもあって皆必死にやっていてみるほうも面白かったです。準備
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も足りなく色々スームズに進まなかったのですがみんなが楽しんでくれて本当に嬉しかっ

たです。 

 

 

 

感想 

 

合宿は楽しかったです。特に花火を見たとき、初めて花火を見たから感動しました。し

かし、森を散歩する時は辛かったです。ゲームはちゃんと準備してなかったので、うまく

やれなかったと思っています。（タイ、ベスト）  

 

初めて参加した交流合宿は、普段味わうことの出来ない異文化をより知ることのできる

経験であった。初めて出会った人が多いなか、時には英語やジェスチャーを使って積極的

な意思疎通を心がけた。しかし、合宿に参加している人は学生に限らず、教師として日本

に研修に来ている人も多い。今回はあまりそのような方との関わりが持てず、主にグルー

プ内の顔見知りの留学生とばかり話すことが多かった様に思えるのが反省点である。次に

また国際交流合宿に参加するときは、国 、文化、年代を問わず、幅広い異文化交流をして、

自分の興味感心を広げていきたい。（日本、石井花苗） 
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とても楽しかったです。時間、ちょうどいいし、お料理も美味しいし、活動も面白いと

思います。（タイ、サシカン） 

 

今度の合宿はいろいろな人たちに会えて交流できたことが一番よかったです。個人的に

はこのような機会に接することができませんでした。国や先生と学生の身分を問わず交流

できた本当の国際交流の現場でした。初対面の人が多かったため緊張や心配もありました。

しかし、皆は偏見を持たず素直な姿でした。ただ今度の合宿で終わるのではなく、これか

らの付き合いも楽しみです。大切な絆で心もあたたかくなりました。本当に参加してよか

ったと思います。（韓国、金ミジン） 

 

国際合宿に参加して思った以上、色んな国からの学生たちが集まって驚きました。その

中で一番印象的だったのは国それぞれの文化の差を知ることができた発表でした。私のグ

ループではゲームを紹介し、皆も積極的に参加して遊びを体験してくれてよかったです。

その他、音楽に合わせて踊るのや演劇を見ること、折り紙をやってみるなどとても楽しか

ったです。またこの合宿に参加する機会があったらぜひ参加したいです。（韓国、ソユジョ

ン） 

 

合宿でいろいろな国の文化を紹介されとても楽しかったです。森の中に行って、探検み

たいで面白いでした。よるみんなと花火を見たり、花火遊びをして日本の夏を感じました。

翌日の発表で面白いことや、音楽や踊り、ゲームで楽しい思い出になりました。（中国、李

慧敏） 
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4班 折り紙 
参加者：李沁菁（中国）、陳淑文（中国）、諸葛星佑（中国）、袁佳瑜（中国）、 

土屋友紀子（日本）、金スルギ（韓国）、ラワラ（ルーマニア） 

 

 折り紙と言うものは各国の伝承によって違うと思います。 

 合宿の前、私たち4班のスタッフは、発表の内容について真面目に討論し、自分の意見と

考えちゃんと言いました。 

 合宿で、私たちは自分の国の折り紙を皆さんと一緒に作ってみました。 

 

 

【中国】 

・「千羽鶴」 

 折り鶴をたくさん作って、糸に通してまとめたものを「千羽鶴」と呼びます。中国は日

本と同じ、主に、お見舞いや慰安のために贈ることが多いです。また日本では、「核爆弾反

対」という平和を願う意味もあります。毎年8月6日原爆の日には広島の原爆ドームにたく

さんの千羽鶴が贈られます。 
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・「ハート型」 

 ハート型は心臓をかたどった形です。感情と愛情、まだ友情を表せます。折ハートはカ

ードとして、お祝いの言葉をその上に書いて、プレゼントと一緒に友達に送れます。ある

いは、好きな人に告白するときにハートを作って、自分の本当の気持ちをそれに載せて、

たぶん不思議な効果があるかもしれません。 

 

【日本】 

・「カブト」 

 カブトとは日本に昔からある伝統のものです。頭にかぶるもので、日本の歴史に登場す
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る。戦国武将たちが危険から見を守るためにかぶっていました。本物はもっと大きくて、

金属でできていて丈夫です。現代では男の子のお祝いの日である、端午の節句という日に

カブトを飾ります。折り紙でつくったカブトを新聞紙で作ると、実際にかぶることができ

ます。 

 

・「手裏剣」 

 手裏剣は昔の忍者が敵に傷つけたり、自分の危難を逃れようとする際に使う武器で、敵

に投げて使い捨てることが特徴となっています。実際の手裏剣を参考に2枚の折り紙で折る

ことによって、手裏剣の形状が作れます。忍者ごっこなどの子供の遊び道具ともなるそう

です。 
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【韓国】 

・「イチゴ」    
 イチゴは皆が好きな果物で姿も可愛いと思います。 

 イチゴ折り紙は作り方も難しくないけど知っている人はあまりいません。 

 私はイチゴの折り紙を作って置いたら、皆さんから上手だと言ってくれました。本当に

本物みたいです。 
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【ルーマニア】 

・「3D star」 

 It is called "3D star" and is very popular as a Christmas decoration. Normally it takes 

a beginner almost an hour to make, but once you learn the steps, you can do it faster.I 

chose it because it looks complicated, but in reality it is not. 

 

 

まとめ 

 今回の合宿は本当に楽しかったです。みんな協力し発表しました。発表を通じてみんな

と仲良くなれてうれしかったです。 

 皆さんと一緒に様々な折り紙を作ってみました。いろんな国の面白い折り紙を、その国

の人たちから教えもらえてすごく楽しかったし勉強になりました。また機会があれば、他

の国の折り紙も作ってみたいと思いました。 

 

（文責：李沁菁） 
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5班 切り紙 
参加者：潘蓉（中国）、許鳳霞（中国）、李今丹（中国）、吉銀実（中国）、 

許歓歓（中国）、南部美香（日本）、鳥海明里（日本） 

 

 

わたしたちのグループは「切り紙」がテーマであった。日本と中国の両方の文化を紹介

し、実際に皆で作ってみるという内容だった。切り紙は日本の伝統的な文化のように思っ

ていたが、調べてみると中国から伝わったものである事が分かるなど、知識面でも得るこ

とが多かった。 

切り紙は紙切りとも呼ばれて、はじまりは中国だったそうである。日本では江戸時代が

始まって、第二次世界大戦後、林家正楽により有名になったそうである。 

 発表は最終日の出発前という最後の企画であったため、初日の夜に練習する時間があっ

た。この練習などを通して、一つの物を協力して発表するために自然と仲が深まったと感

じている。 
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では、次の日、いよいよ本場が来た。うまくいけるかどうか、みんなちょっとどきどきし

ていた。 

まずは、これを作ってみた。 

 

そうです。チューリップだ！！まずは簡単なものからチャレンジ！ 

みんなはどうなってるんだろう？見てみると、、、 
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みんな、結構まじめに作っているよ！ 

 

まとめ 

 本番では、楽しみながら発表することができた。私たちのグループ以外でも、遊びや劇、

折り紙など一緒になって楽しめたり、驚きや新たな発見が得られるものばかりだった。 

グループ発表の他には、名物のほうとうを食べ、ハイキングをしたり、自由時間にはバ

スケットボールや卓球をするなど楽しい時間ばかりだった。ハイキングでは想像以上に険

しい道のりであったが、その分自然と励まし合うことなどが多かった。 

この国際交流合宿で生まれた人との繋がりは、合宿が終わった今でも続いていることが

本当に嬉しい。この合宿に参加し、様々な国の人ともっと交流し、学びたいと思うと同時

に、自国の文化についてもより関心をもっていこうと考えることができた。様々な事が得

られた本当に貴重な二日間だった。 

 

（文責：潘蓉） 
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● アンケート集計結果 

2012夏 国際交流合宿アンケート 

 

2012 夏国際交流合宿にご参加有り難うございました。今後の合宿の発展のために、次の

質問にお答えください。 

 

１．合宿の日程はどうでしたか？    よかった 37  普通 5  よくない。  

２．合宿の場所はどうでしたか？    よかった 31  普通 10  よくない。 

 （コメント：泊まるところは夜不便だった／今までで一番よかった／ 富士山は好きで

すが、森の方はちょっと大変でした／きれい／お店の近くがよかったかもしれない／すご

くきれいなところでした／はじめて生で富士山が見れて感動しました／富士山がよく見え

てよかった） 

３．バス内活動はどうでしたか？    よかった 31  普通 10  よくない。 

 （コメント：楽しかった／眠い…あんまり覚えてないわ／ もっと詳しく紹介して質問

とかしたほうがいいかなと思います／） 

４．ハリモミ純林観察ツアーはどうでしたか？  よかった 14  普通 21 よくない 6 

 （コメント：迷っちゃってとても疲れた／疲れた／内容が難しかったけど、なかなか面

白いものが見られて勉強になった／ 時間多くかかってしまって花の都公園をよく見るこ

とができませんでした／ 見たことない植物を見たのはよかったが、ちょっと大変でした

／いたいよ～／内容が難しかった／森、格好いい！／ 環境に触れ合うチャンスをくれて

ありがたいです。先生は森に詳しくないから迷って時間がかかりました／たのしかったけ

ど、道が…／歩くのが大変でした／意味がよくわからなかった。プリントとかをもらった

らよかったと思う／ちょっと、道に迷った／結構山に入ってびっくりした／歩き疲れた／

あぶなくてけがしやすいと思います／） 

５．花の都公園はどうでしたか？  よかった 25  普通 13  よくない。 

 （コメント：よく遊べなかった／ beautiful! ／花もきれいで良かったが、暑くて…

／もっといたい！花をもっとみたい／ 時間がないので残念／ 回りきれなくて残念でし

た／花がきれいだった／とてもよかった。もっと時間があればいいと思う／ ） 

６．宿はどうでしたか？（施設・食事など）  よかった 33  普通 7  よくない。 

 （コメント： ベスト！最高！！／部屋もいいし食べ物も最高！／ 携帯を充電する人

が多くて、コンセントが足りなかったです／お風呂が小さい／きれいで、ごはんもおいし

かったです／ もう少しシャワールームがあれば良かった／結構よかったと思う／お風呂

の場所をもっと広げたらいいと思う／制約が少なくて自由に使えた／） 

７．花火大会はどうでしたか？      よかった 39  普通  よくない。 

 （コメント：感動しました／ 素晴らしい／ きれいだった／日本での初めての花火で

おもしろいでした／人も混んでいないのにあんなにきれいな花火で感動した／ きれい！
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／とても美しいです／最高でした！！／一番よかった／） 

８．交流会はどうでしたか？      よかった 34  普通 6 よくない 1 

 （コメント：ゲームはとても楽しかった 2／ 大爆笑だった／ 眠たかった ／たのし

かった／色んな国の人と交流できて良かったと思います／あまり意味がわからない／もう

ちょっとお互いに多くの人と話したらいいと思う／ ） 

９．班ごとの発表はどうでしたか？   よかった 34 普通 4  よくない。 

 （コメント： 音楽グループのダンスはすばらしいと思う／ ダンスが面白かった。そ

して演技・折り紙・切り紙の活動も楽しかったです／それぞれが事前に準備してあった様

子の成果が出てたと思う／ よかった／すばらしかったです／全部おもしろかったです／

ダンス・音楽はよかった／みんなで歌えてよかった／ ） 

10．次に合宿をやるとしたら、いつどこがいいですか。 

 夏休みがいいです／富士山に登りたいです 2／冬、箱根／関西の方／冬、北海道／富士

山のふもと。同じ所／箱根 2／林はきらいです／秋にもみじの見所に行って、温泉も体験し

てみたいです／海／今回のように休みの初日がいいです／京都がいいと思います／もしよ

かったら、もっと日本文化がいっぱい残っているところに行きたいと思います／2，3 月。

長野や新潟とか／冬、長野／春休み、近いところ／横浜／冬休みに行きたい／補講期間明

け／8月前半、今回みたいに花火大会などがあるところ／富士山行きたいです／鎌倉 

11．その他、自由に感想をお書きください。 

 景色はとても美しいと思います。班での発表、みんながんばりましたね／今回の合宿は

とても楽しかった。初めて森林の中に行きました。疲れても色々な体験をしました。そし

て、班ごとの発表もとてもよいと思います。皆さんちゃんと準備して、発表はとても楽し

かった／来て本当によかったと思います。でも短すぎてちょっと残念～／今度は最後の合

宿…どうもありがとうございました／9 月北海道／初めて参加しましたが楽しかったです

／新しい友達も作っておもしろかったが、ちょっと疲れちゃいました／すんごくたのしか

った！夏休み最高のスタート！／合宿する前みんなでもっと交流した方がいいと思います

／留学生とたくさん話せてよかった。まじ楽しかった／今回の合宿はとても楽しかったで

す。ありがとうございます。／平日！／いい思い出がいっぱい作れた。花火は最高だ！／

参加できて本当によかったです。内容も盛りだくさんで楽しめました。ありがとうござい

ました／とても楽しかったです。また是非参加したいです／楽しかったけど、何かもっと

ちゃんとテーマがあった方がいいと思った／参加してよかったです。よい思い出ができま

した。また参加したいです／本当に楽しかったです。今度も参加したいと思います／とっ

ても楽しかったです！交流できてよかったです！／ 

 

 


