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● はじめに 

国際交流合宿は、通算、6回目となりました。山中湖畔でやる合宿は、3回目です。今

回は、学期が終わってからではなく、7月の頭、まだ学期試験が始まらないときに、行い

ました。日本語能力試験が重なるなど日程的問題もあり、人数が若干少なくなりました

が、今までにない充実した合宿となりました。梅雨がまだ明けておらず、天気が心配され

ましたが、合宿中は、快晴で、山中湖からすばらしい富士山の姿を見ることができ、良か

ったと思います。風穴・氷穴・樹海散策で、日本の自然を満喫し、夜は花火、交流会で楽

しみ、交流を深め、二日目の発表会では、それぞれグループでよく準備した発表が聞けて

勉強にもなり、文字通りの異文化理解、国際交流になった合宿でした。スタッフとして、

それぞれ係を担当してくれて、合宿の進行もスムーズにいったかと思います。来年以降

も、日程の点を工夫して、より多くの人数が参加できるようにしたいと思います。 

 

引率代表： 留学生センター 岡 智之 

 

● 合宿概要 

日程：2016年 7月 2日（土）～3日（日） 

場所：山梨県山中湖村平野 筑波大学共同研修所 

参加者：学生 22名（日本人 4、留学生 18）、教員 2名、計 24名 

 

● スケジュール 

7 月 2 日（土）  

9 時 大学正門前集合、出発。－バス内活動（自己紹介・他己紹介など） 

11 時半 河口湖畔到着―昼食（ほうとう不動東恋路店） 

13 時～15 時 ネイチャーガイドツアー 風穴―樹海散策―氷穴 

16 時 宿舎チェックイン 

18 時 夕食  19 時 花火 

20 時 交流会（セミナー室） 23 時 消灯・就寝 

・ 7 月 3 日（日） 

7 時 体操・太極拳  8 時 朝食・チェックアウト 

9 時 班別発表会（セミナー室） 

12 時 昼食  13 時 宿舎出発―途中お土産屋に寄る（バス内ビデオ鑑賞） 

17 時頃 大学到着 
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● 活動内容 

・ バス内活動 

 27人乗りの中型バスで出発。それぞれの自己紹介のあと、ゲームなどを行いました。 

 

・昼食 不思議な形をした建物で「ほうとう」を食べました。 
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・ 樹海散策  ネイチャーガイドの話を聞く。 
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・風穴の中を行く。 

 

・樹海を歩く
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・氷穴は、氷だらけです。寒かったですね。 

 

・ 宿舎で。おいしい夕食をいただきま～す。
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・花火で大盛り上がり。 

 

・交流会 最初は太極剣演武。 

 

・ 交流会 ゲーム・クイズで楽しむ 
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・ 卓球と麻雀。深夜まで楽しむ。 
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・二日目 朝の山中湖と富士山

 

 

・ 合宿のメイン 発表会の様子 

 

 

発表会の内容と反省は次ページから 
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● 発表会の報告集 

1班 多文化共生を目指した地域社会づくり 

○新大久保と多文化共生 

発表者 E類 多文化共生教育 2年 赤穂日向子 

１、このテーマを選んだ理由 

新大久保、一度行ってもらえればわかると思うんですが、日本っぽくないんですよね。

そこで営業をなさっている店員さんとかも、日本語を話せるんですが、どこか片言だ

ったりして、なんとなく「あぁこの人のルーツは日本じゃないのかな」と思わせるよ

うなところがあるんです。でも新大久保は観光地としても成り立っているし、なによ

りあまりデモなどが起きている印象がないんです。そこで今回は実際に現地に赴い

て、調査をしてみようと思いました。 

２、当日のスケジュール 

一緒に発表をするのは佐野さんでしたが、彼女は新大久保ではなく、神奈川県川崎市

を例に多文化共生社会について発表しました。私と佐野さんはテーマは同じでした

が、違う視点で考えました。 

３、うまくいったこと 

留学生の方が大多数を占める合宿だったので、日本のことについてのテーマとさせ

ていただきましたが、それがよかったと思いました。新大久保はアジア系の店が多く

並んでおり、アジア系留学生にとって、行ってみたい！と感じさせるような発表がで

きたと思います。 

４、うまくいかなかったこと 

これはただの言い訳ですが、時間不足ゆえの調査不足が残念でした。現地の店員さん

と実際に話をしたうえでのインタビューもまたやってみたいと思っていたのですが、

結局時間が足りずに、あまり深くまで掘り下げることができない発表となってしま

しました。 

５、今後の課題 

より深く掘り下げたうえで、日本語をより丁寧に、易しく理解しやすいものにしたい

です。 

６、発表会全体の感想 

全部の発表が面白く、興味深いものでした。ですが後半、時間が足りなくなってしま

ったのは残念です…。次回はスケジューリングを厳しくするといいかもしれません。 
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発表テーマ 「脱工業都市からの多文化共生社会に向

けてー川崎市を例にー」 

発表者名 佐野桃子 

１、目的 日本における多文化共生に向けた取り組みを、それ以前の歴史を踏まえて  

 説明したかった。 

２、当日のスケジュール パワーポイントを用いた発表。 

３、うまくいったこと 時間通りに終わることができた。 

４、うまくいかなかったこと 実践的な発表ができなかった。 

５、今後の課題 聴き手の立場に立って興味を引くような発表を心がけること。 

６、発表会全体の感想 

 時間が少し押してしまったが、上手く収まったと思う。各々創意工夫された発表で勉

強になることが多々あった。みんなで協力しあうことで、気持ちを共有し合える良い発

表会になったと感じる、有意義な時間であった。 

 

 

2 班 世界の花火（厳・李リン） 報告なし 

3 班 小学校は子供の天国（王ギョクセイ・リン） 報告なし 
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4班 中国地域食文化 

 メンバー：金華ラン、朴美陽、王シテイ 

 目的： 

 中国食文化というテーマを選ぶのは、自分の国の独特なものを異なる国籍を持つ皆さん

に紹介したいと思ったからです。また、多文化の授業だから、食文化というのは国々が異な

ると思って、中国のを紹介したら、様々な異同点を見つかると考えて、このテーマを選びま

した。そして、中国食文化の発表を通して、中国の地図と中華料理の大体のイメージを伝え

たかったです。 

 当日のスケジュール：中国の地域に分けて各自発表します。 

 うまくいくことは何ですか。 

 中華料理といえば、多くの方々は辛いものしか思い出さないです。実は、中華料理は地域

の気候、地形、人文などの影響で、種類は多く、様々な味があります。中華料理を皆に詳し

く紹介できて良かったと思います。そして、PPTはきれいだと思います。 

 うまくいかなかったことは何ですか。 

 準備する時間はちょっと足りないから、発表はそんなに順調に出来なかくて、チームワー

クも協力が足りないでした。もっと練習すれば良かったと思います。 

 今後の課題 

 今回は中国の地域別食文化について、簡単に紹介しました。大体北から南、東から西の順

番で、地理上の特徴から 8つの部分に分けて進めました。今後の課題と言えば、3つの考え

があります。一つは、中国食文化と他国食文化（日本、韓国など）のお互いの影響です。も

う一つは、中国の宴会料理が表す中国思想（文化）で、最後は、世界中の中華料理というテ

ーマです。言い換えれば、いろんな国の中華料理を例として、本場の料理とどこが違って、

なぜこのような違い点があったのかについて紹介することです。 

 感想 

 異なる国から来た人との交流がよくできて、貴重な体験だと思います。以前分からなかっ

た知識を合宿を通して勉強できて、素晴らしかったです。最初、発表のテーマを決める時い

ろいろ考えました。漢服と和服とか、中国の名山とか、中国と日本の茶文化とか。最後に、
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食文化と決めたのは、面白いし、簡単で、中国の一部の文化を伝えられるからです。でも、

伝統服装文化と茶文化にも興味を持って、調べて学びたいです。また、合宿の発表について

は、準備時間と発表時間がちょっと短ったから、もっと詳しく紹介できなかったと思います。

皆さんからの質問と意見から、日本にあるお薦めの本場の中華料理店と料理の値段を入っ

たら、もっと理解やすいということを分かりました。今度機会があれば、もう一回参加した

いです。 

 

5班 「銅版画技法紹介」班 

研究生：朱大江  院生：包海清 

 

２０１６年夏、合宿旅行に参加し、班別発表する際に、研究生の朱大江さんと同グル－プ

となって、「銅版画技法を紹介」というテ－マで発表をしました。発表の準備などに時間

が厳しくて、万全な準備とは言えませんが、１５分の短い時間の発表として最後の結果は

納得できるようになりました。二人のメンバですが、朱大江さんの積極的に取り組む態度

にありがたいです。なぜなら、版画について知識が全くない人として、ゼロからはじめ、

最後合宿に参加したメンバに彫る体験の指導役として活躍し、できる限りの時間内に体験

を終了させることができました。これが、最初の企画段階で一番心配をかけていましたの

です。 

今回の体験で、女一人の、指が銅板の彫られた針跡に刺され、少し血が出ました。これは

企画した際に予想できませんでした。もう一つとして、みんな体験して彫った部分を欲し
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いな人がいましたが、これは予想以外のことでした。次回企画する場合、もしくは、体験

で彫った部分を各自でもらえるように考えます。（実は、作品としてか描く場合、反写し

て彫る必要があります。その場合、体験時間などの考慮はもっと余裕を持つようにしま

す） 

 

そして具体的な内容は以下の通り： 

 

一銅版画技法紹介         

・価値って～なんでしょう？ 

二、道具の紹介「ビュラン」 

三、今回の技法の作用について「お札を作る技法」 

・技法の紹介：エングレ－ヴイングは１４３０年ごろにドイツに生まれた版画技法である。

今の現代社会でもその技術が紙幣や切手に用いられているという。（直国銅版画）エングレ

－ヴイングはビュランという彫刻刀による、一番古くさい一番手間ひまのかかる手工芸の

技法である。その習得と制作には相当時間が要するが、熟練の手業はビュランで１ミリの間

に 10本以上の線を刻むことが出来るという。 

エングレ－ヴイングの良さ 

・極めて精細な表現ができる 

・複製作が困難である 

・大量に刷る際にも画面の変化が少ない 

四、作品を鑑賞  

五、体験 

各テ－マにいくつかの作品例取り入れながら進みました。 
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以上は、今回の銅版画技法紹介班のまとめでした。二枚目の紙が体験中の試し彫りの内容で

した。 

                                        

 

 

６班 日本と韓国の大学生の夏休みの違い（林、安） 報告なし 
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7班 宗教の同居～クリスマスとお正月が同居？？ 

 

・発表者名前 小沢 建太郎 松島 実久 劉 磊花  

１．目的（どうしてこのテーマを選んだのですか？また何を伝えたかったのですか？） 

 日本は無宗教国であるが私たちは様々な宗教行事を行っている。そのような日本の独 

特の宗教観について興味を持ち、調べてみたいと思ったから。また中国も同様に無宗  

教国であり、日本の宗教観と通じるものもある。そのような共通点を見出すとともに、

中国と日本の宗教観を比較してみたいと思ったから。 

２．当日のスケジュール（グループ内役割分担など）  

日本で行われている宗教行事や日本の宗教観について（担当 松島）  

自分の宗教観と自分が参加している宗教行事についてと中国人（特に若者）も参加して 

いる宗教行事を紹介（担当 劉）  

二人の発表のまとめ・自身の見解（担当 小沢） 

３．うまくいったことはなんですか？  

それぞれの役割分担がうまくできていた。  

それぞれの意見がうまくまとまって、チームとしての連帯感があった。 

４．うまくいかなかったことは何ですか？ 

 最後にみんなの意見を聞きたかったが、時間がなくてできなかった。 

５．今後の課題  

私たちは今後もっと積極的に宗教と向き合っていく必要がある。また、世界のほかの国

の宗教についても調べて宗教に対する知識や視野を広げていきたい。  

６．発表会全体の感想 

 質疑応答の時間が取れなかったこと、最後の方の人の発表時間が少なくなったことが 

少し残念だった。しかし、ダンスや歌などを実際に披露してくれたのはよかったと思う。 

様々な文化を体験することができとても有意義な時間になった。 
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8班 インドネシアの文化と観光 

ギタプラメサリ＆ノエル浅野 

 

 

目的： 

インドネシアについて発表させていただきました。インドネシアのことは多分まだ知られ

ていないので、外国人（日本人や中国人や韓国人など）に伝えたいと思ってるので、インド

ネシアの文化や観光地のことを発表しました。 

みなさんは多分バリ島または首都のジャカルタしか聞いたことがないので、今回はインド

ネシアの文化や観光地などを色々紹介したかったです。 

そして、普通の発表だけだと、つまらないではないかと思ってたので、ドラマや演劇みたい

に発表しました。 

 

分担役割： 

浅野さんと私は合宿の3日前に、役割を分けました。日本人とインドネシア人が一緒に発表

することになったので、演劇みたいに発表をさせていただきました。浅野さんはセリフとシ

ナリオで、私は発表の内容を準備しました。当日の1日前にも内容を確認のため、リハーサ

ルをやりました。 
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うまくいったことは： 

うまくいったことは、演劇なのですが、もともと友達なので、自然に会話も出来て、演劇も

シナリオ通りに順調だと思っていました。 

 

うまくいかなかったことは： 

うまくいかなっかったことは、時間が足りなかったです。最後のグループが結構時間がかか

るので、できるだけ早めに終わらせたかったので、いくつかの部分を飛ばしてしまいました。 

今後の課題： 

今後の話題はインドネシアの事だけではなく、インドネシアと日本のフレンドシップ国な

ので、インドネシアにある色々日本に関係がある活動も紹介したいと思います。 

発表会全体の感想： 

みなさんは色々な国からの文化や自分の専門などの話が聞いて、知識も増えてきたと思っ

ています。今回の合宿の発表にも新しいことを体験出来て、中国とポランドの踊りも見せて

もらって、本当に良かったです。 

 

9班 世界の音楽とダンス（中国・ポーランド） 

● 発表者名前 

梁昊・孫一丹・曹径舟・ベアタ 

 

１．目的：どうしてこのテーマを選んだのですか。また何を伝えたかったのですか。 

芸術が面白くて、世界各国それぞれの音楽とダンスはどのような異同がありますかと知り

たくて、このテーマが決まりました。 

 

２．当日のスケジュール（グループ内役割分担など） 

梁昊：中国の音楽 

孫一丹：中国の民族民間舞踊 

曹径舟：中国の古典舞踊・舞踊展示 

ベアタ：ポーランドの音楽と舞踊 

 

３．うまくいったことはなんですか。 

歌と踊り現場展示 
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４．うまくいかなかったことはなんですか。 

合宿の前に、一人が十分の展示時間がありますと思いまして、たくさんの中身を用意しま

した。発表の時、用意した全てを伝えたかったと思いまして、時間分配が不均衡になって

しまいました。 

 

５．今後の課題 

世界の設計 

 

６．発表会全体の感想 

とても面白くて、勉強になりました。 

世界それぞれの文化を多少に知りまして、交流の重要性を感じしていました。 
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・  
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● 参加者名簿 

 氏名 国籍 性

別 

所属 発表テーマ 

1 ギタプラメサリ インドネシア 女 教員研修生 インドネシアの自然と文化 

2 王シテイ 中国 男 交換留学生 中国の飲食文化 

3 梁 コウ 中国 男 交換留学生 世界の音楽とダンス 

4 赤穂 日向子 日本 女 E 多文化共生 2 多文化共生社会 

5 佐野 桃子 日本 女 A 類社会 2 多文化共生社会 

6 リン・チェインユー 台湾 女 交換留学生 小学校は子供の天国 

7 パク・ビヨウ 中国 女 交換留学生 中国の飲食文化 

8 王ギョクセイ 中国 女 交換留学生 小学校は子供の天国 

9 曹径舟 中国 女 交換留学生 世界の音楽とダンス 

10 李リン 中国 女 院日本語教育 1 世界の花火 

11 松島 実久 日本 女 A 国際教育 1 世界の宗教 

12 劉レイカ 中国 女 研究生 世界の宗教 

13 包海清 中国 男 院美術教育１ 版画紹介 

14 朱大江 中国 男 研究生 版画紹介 

15 厳瑞蓮 中国 女 院総合教育 1 世界の花火 

16 金カラン 中国 女 交換留学生 中国の飲食文化 

17 浅野乃徳 日本 男 A 保健体育２ インドネシアの自然と文化 

18 孫一丹 中国 女 交換留学生 世界の音楽とダンス 

19 ベアタ ポーランド 女 交換留学生 世界の音楽とダンス 

20 小沢建太郎 日本 男 A 国際教育 1 世界の宗教 

21 林レイリ 中国 女 研究生 日本と韓国の夏休み 

22 安ヒウォン 韓国 女 交換留学生 日本と韓国の夏休み 

23 岡 智之 日本 男 留学生センター 引率責任者・太極拳（剣・刀） 

24 許 夏玲 中国（香港） 女 留学生センター 引率 
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● 合宿アンケート 

 

１．合宿の日程はどうでしたか？    よかった 11 普通 5 よくない 0  

 コメント：テスト前なのはよかったけど、日本語能力試験と被ったのは残念だった。 

２．合宿の場所はどうでしたか？    よかった 16 普通 0 よくない 0 

コメント：富士山が絶景だった！／犬のイベントがあってうるさかったです。／富士山好

き！／とてもよかったです。景色がいいです。／富士山も見えるから、すばらしかったです。

／富士山の下なので風景がきれい。／初めて富士山を見てとても楽しかったです。／ 

３．バス内活動はどうでしたか？    よかった 11 普通 5 よくない 0 

コメント：ゲームをしてもよかったかもしれない。／活動のおかげで、すぐ皆さんの名前

を覚えた。／みんなの名前を覚えるゲームをしたのがよかったです。／バスで皆の名前を覚

えました。／楽しかったし、量もちょうどよかった。／それぞれの名前を憶えられたのでよ

かった。 

４．風穴、氷穴、樹海散策はどうでしたか？  よかった 16 普通 0 よくない 0 

コメント：時間もちょうど良かった。／面白かったです。／テレビで三つの景勝地を見た

ことがあるから、自分も一回行くことができてよかった。／いろいろな情報を教えてもらっ

てよかったです。／とても不思議な景色を見て、寒かったです。／普段行くこと、体験する

ことができないところに行けて良かった。／ 

５．交流会はどうでしたか？      よかった 14 普通 2 よくない 0 

コメント： ゲームなどで盛り上がって楽しかった。／面白かったです。／ゲームがおも

しろかったです。／もっとゲーム、もっと交流会をやりたいです。／クイズは緊張でたのし

くやりました。／楽しかったけど、すごく疲れていたので辛かった。／交流できたのでよか

った。／ゲームは楽しかったです。／ 

６．宿舎はどうでしたか？（施設・食事など） よかった 10 普通 6 よくない 0 

コメント：ご飯もおいしかったし、施設の遊び（卓球・囲碁）も充実していた／空調がな

い。ちょっと汚い。／夜虫が多いけど、ほかはよかった。／夕食はおいしかった。／料理が

とてもおいしかったです。しかも、景色もきれいで、ずっとここに住みたいと思っています。

／値段にしてはとても清潔かつご飯がおいしくてよかったです。／ご飯おいしい！／エア

コンがついてなくて、ちょっと暑かったです。／もし、10~11 時もシャワー室を使えますな

ら、もっといいと思います。／ 

７．発表会はどうでしたか？   よかった 11 普通 4 よくない 0 

 一番よかった発表は？ 中国の食文化４ パワーポイントの編集がすごく上手だっ

た。地図と共に食文化を紹介するなど工夫していてわかりやすかった。／よかったけど、

時間はちょっと足りなかったです。／インドネシアの自然と文化８ 面白かったです。

でも、ビデオなどの機械チェックをしておけばよかったのに。／発表の形式が新しくて、

面白かったです。また、インドネシアに旅行したら、今回の発表がとても有用だと思い
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ます。インドネシアの文化と自然についてのことよく勉強になりました。／やり方が楽

でわかりやすかったです。／今までになり発表の仕方で斬新だった！全体的に準備期間

が短いと思うので、次の合宿では少しやり方などを変えた方が良さそう…／寸劇みたい

な感じで、とても面白かったです。／版画紹介２ ただの紹介だけではなくて、簡単な

版画が体験できてとても面白かったと思います。／ダンス１ ／テーマが限られてなく、

色々な発表があってよかったです。／ 

８．次に合宿をやるとしたら、いつどこがいいですか。 

夏に海の近くで釣りをしたり、BBQ をしたりしたい。／草津。箱根。北海道や沖縄もい

いなあと…。／冬。雪が多いところがいいと思います。／遠いところがよい。／北海道、

沖縄、一週間。／夏休み。冬休み。沖縄。／はるがいいです！福島、仙台や青森とかい

いと思います。／鎌倉。夏休み。／山梨でいいと思います。夏休み中とか長期休暇の間

がいいと思います。／あまり金額が高くつかないところ。／温泉合宿に参加したいです。

／場所はいいですが、時間はもっと長い休暇の間にしたらいいなあと思います。／ 

9．その他、気づいたことなど、自由に感想をお書きください。 

もう少しプレゼンの時間を多くすべきだと思います。あとは大変満足です。／日本人学

生ももっと増やしてもらいたいです。発表時間の厳守。スライド作成への注意点（文字

サイズやビデオ）、事前の機械のチェックなどの確認。／各国の文化も理解して、富士

山周りを遊んでいて、面白かったと思います。／冬。スキーができるところ。温泉もあ

ったらすばらしい。／外国語で自分の国のものを紹介するのはやっぱり難しいと思いま

す。単語や発音などをもっとしっかり勉強したいと思います。／初めての合宿、想像よ

り良かったです。勉強とバイトのストレスや悩みが全部忘れることができました。また、

友達も何人作ったと思います。／もっと色んな地域の人とやりたいです。／たくさんの

留学生の方と交流ができたのですごく有意義だった。来年（次回）も参加したい。／ 

 

 
































































