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周

向こうの学

人の別荘に滞在した日には、そこにあった

生がとても積極的

プールで、明星の学生も、現地の学生もみん

だったので、俺もこ

なで、水中で『恋するフォーチューンクッ

ちらから話を提供で

キー』を踊ったからね。あとはセブンイレブ

きる自分になりた

ンに置いてあった金ちゃんヌードルを見つけ

いって思いました。

ました。すごい人気だそうで、屋台で売って

田中

喋ろうと

いる金ちゃんヌードルは、ライムを絞り入れ

思ったことがスムー

て食べるそうです！

ズに出てこないことが悔しくて、英語にもっ

中国でも女子がすごい元気だった

と力を入れようと思いました。言葉だけじゃ

いって言っている人がたくさんいました。日

な。日本製の機器は大変人気で、高性能で質

ないコミュニケーションの大切さも知ったの

本って私が思っていた以上に海外進出してい

がいいってみんな言ってました。ゲーム機も、

で、ジェスチャーを中心にした表現力に磨き

るんですよね。現地の人もAKBやあっちゃ

日本製が憧れだそうです。

をかけたいな。

周

中村

この曲が……」とかいろんなことを知ってい

FIELD WORK.

て、ビックリでした。
大場

フィールドワークへの参加を
きっかけにつかんだ、これから

メキシコでもそうだったよ。こっち



でもあっちでも、
『恋するフォーチューンクッ

アンコールワットにも行ったのです

が、やっぱり世界遺産は素晴らしい。これか
ら大学生のうちにもっともっと、他国の世界
遺産を巡ってみたくなりました。



これからフィールドワークへ行く人へ
一人で旅行しようと思って、ハワイはあって

思い切りが必要だから、時間とお金で躊躇す

これから自分もフィールドワークへ参加して

も、アフリカとかメキシコって、そうそう旅

る人が多いと思うけど、せいぜい10日という

みたいという人がたくさんいると思うのです

行じゃ行けないでしょ？

短期間で視野を広げることができるフィール

司会

国際コミュニケーション学科では、

が、その人たちに何か言ってあげられるこ
とってありますか？
田中

向こうへ実際に行かなくちゃ、人の

温かさも分からないですから。
司会

日本を離れたから、日本の良さが見

司会

ザンジバルは現地の普通の人との交

ドワークはそういう意味ではオススメです！

流、カンボジ ア はNPOの 人 た ち と の 交 流、
中国とメキシコは同世代の学生との交流が

周

ほんと、自分の目で確かめることが

なによりも大切です！

待っているわけですが、そういう機会も旅行
じゃあまり得られないですもんね。

えるってのもありますよね。

中村

カンボジアでも、現地の人の生の生

２時間に及んだ今回の座談会。
結局座談会に協力してくれた４名の話の結論

活に入り込みますから。い

は『百聞は一見にしかず』。

恵 ま れ た 環 境 に い た んだ

ろんな面で異文化を感じら

実際に足を運ぶことは、座学の何倍もの価値

なってことなど改めて。

れて、すごく楽しかったで

があるというのが、全員一致の意見でした。

田中

司会

本当にそうです、

普段はなかなか行

けない国にこの機会に行っ
てみるってのもあるよね。

司会

すが、留学との違いはどこ

数が多ければアシスタント

にあると思いますか？

もポイントです。だって、

会

座談
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があり、なんとなく親しみを感じていました。
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フィールドワーク座談会

周

実際行ってみて、で、どうだった？

僕はもともと天津生まれの中国人な

のですが、７歳で来日してからずっと日本で
暮らしてきたので、意識はすっかり日本人

は ほ ぼ ス ペ イ ン 語。 だ か ら あ と は ジ ェ ス

は「折って〜！」。“鶴”だけじゃ足らず、慌

チャーで頑張りました。

ててホテルに戻ってWi-Fiで“手裏剣”を調

は日本語でやり取りしましたが、あとはほぼ

生たちはどんなことを考えているんだろ

英語。言いたいことが言えないもどかしさで

う？」と興味が沸いてきたのが理由です。

悔しかったです。

田中

私はフィールドワークに参加するん

べて作ったら大ウケ。なんでかって、彼らは

日本語を勉強している学生さん達と

中村

（笑）。だから逆に「母国はどうだろう？」
「学

忍者に憧れていますからね〜。

司会

中国でも、日本のネタが大流行りな

んですよね？
周

でしたねー。進撃の巨人についてと

さりげなく豚の脳とか。向こうの女

周

周

は い、

子は美味しそうに食べてました。けど辛過ぎ

さきほどの話に

て口の中すべてがしびれて、味などわかるは

も 出 た よ う に、

ずがなかった。

辛さには強くな
りまし た
（笑）
。

僕は中国だから（日本と文化が近い

か、AKBは、みんなが知りたいネタ。さら

から）、ほとんど荷物は持っていかず、逆に

に今回は受け入

ンとサボテンのステーキが出てきたよ。葉っ

おみやげをたくさん持って帰ってこられるよ

れてくれた学生

ぱみたいなサボテンが皮がむけた状態で皿の

火鍋を食べてい

うに、スカスカで行きました。

が女子が多かっ

上にのせられて出てきます。赤いソースは辛

ましたから
（笑）
。

周

俺も中国語の標準語は結講大丈夫な

周

一日２時間はやるようになりました。

そりゃすごいね。メキシコはドドー

大場

一週間に３回は

だったら普段、旅行

のですが、それが通用したのは大学内での交

とかでは行けない場

流の時だけ。外に出てしまえば重慶はものす

お土産用にカリカリ梅を持っていき

たので、日本の

いけど、黄緑のソースも辛い。いずれにして

所に行ってみたいな

ごく方言の激しいところなので、現地の大学

ましたよ！柿ピーなども喜ばれましたが、意

化粧品ブランド

も辛かった。

と思っていました。

生が一生懸命通訳してくれました。彼ら、日

外と反応が面白かったのは、コアラのマーチ。

についてたくさ

入学直後のオリキャ

本語が驚くほどペラペラだったので、ほとん

チョコが“外”ではなく“中”に入っている

ん 質 問 さ れ て、

れるので、料理にたくさん使うんですけど、

う発想に変わった気がします。というのも、

ン で、 コ バ ル ト ブ

ど日本語で会話をしていましたよ（笑）。

のがものすごくフシギに見えるらしく、「ど

俺ら男子は本当

そこまで辛くなかったな。ただし、スパイス

向こうでは荷車とかも、車輪が右と左が違う

私も英語はそんなに得意な方ではあ

うやって入れているんだ？」と目を丸くして

に 困 り ま し た。

が“丸ごと”“原型で”入っているので、ピ

のを使っていたりするんですね。まずは今有

海を先輩からパネル

りませんでしたが、現地の人が優しくゆっく

いました。筆ペンやあんこ系をお土産に持っ

しかも、さっき

ラウなどを食べるとガリッと音がします。あ

るもので補って大事に使おう、と。日本の幼

で見せてもらい、さらに授業でアフリカは貧

り話してくれるので、コミュニケーションは

ていった子もいたけど、個人的には日本らし

ザンジバルの“人と人との距離が近い”って

と珍しいところでは、調理用のバナナ、かな。

稚園バスなんかも、
そのまま市民の足として、

困だけではないんだなと知り、さらに好奇心

できました。

いお茶系のお菓子がオススメです。

話が出てましたが、中国も“物理的に近い”

大場

どんな味？

公共バスとして使われているんですよ。だか

ので、喋る時にかなり接近気味だったので、

田中

うーん……芋、みたいです！

ら、○○幼稚園と側面に書かれたまま、走っ

ルーのザンジバルの

田中

大場

をそそられました。

思わず引きました（笑）。

FIELD WORK.
FIELD WORK.

大場

私は留学していたので英語で話すこ

ペイン語。だから、明星サマースクールにも
参加している現地のサポーターチームが、英

いのと寄ってきて、一人一枚ゲットした後に



いやあ、実にいろいろありました！！
そんなこと、あんなこと、こんなこと

田中

いろいろあるよね、実際行くと。
はい。最初ビックリしました。ザン

ジバルはみんな、とにかくフレンドリーで明
るいから、どこへ行っても「ジャンボ！（や
あ！）」と声がかかるんです。一回話をした
らもう友達みたいな感じだから、次の日に

大変だなと思ったことは？

鎧をつけながら生きているように見

田中

えました（笑）。だって、知らない人に遊ぼう
とか言わないじゃないですか。
確かに電車で折り紙やろう！って

司会

誘っても、ただのヘンな人ですね（笑）。
ザンジバルも同じだと思いますが、

大場

ないいところがあるんだよ」と言えるように
なったと思います。川沿いにトレーニングマ

ネスという、ボランティアから一歩越えた、社

に、お湯もお水もふんだんに使えるのって、

シーンが置いてあるのですが、横にいるおば

会のためになる活動をビジネスとして継続可

贅沢ですよね。

さん達がその使い方を一生懸命教えてくれ

能な形でやっていく、そのモデルを勉強しに
いったんですけど、工場見学のみならず、普

生との交流がメインなんだよね？

中村

トイレに便座がないところがあっ

て、どうすればいいのかちょっと困ったのと、

て、その中で女性達がいろんな作業をしてい

労したことがありました。日本って、フォー

いですよね、なんでも。メキシコはサボテン

るんですけど、他愛もない話をしながら夕食

ク並びとかするでしょう？

ああいうのが

と大きな帽子をかぶった人ばかりだと思って

のカエルを焼いていたり、なぜか日本のユニ

まったくなかったので、少し気合いが必要で

いたら、意外と普通な国だった、行ってみな

クロのポスターが張られてあったり
（笑）
。生も

した。

くちゃわからないということを改めて学びま

のがむき出しのままゴザに並べられている市

周

司会

単純に食べ物で、エッ？っていうも

の、食べました？
中村

はい……タランチュラ、めったにな

中国は、お店のおばちゃんとかの勢

「こっちへいらっしゃーい！」と大声を出す
だけじゃなく、俺らが歩いているとそこへ

先生はうまくまけてもらっていたけど、先輩

いに盛りつけられていて、ちょっと毛が生え

は言い値で買わされてました（笑）。

が、俺ら４人の男子を迎えてくれました。何

ているのが難でしたが、

出しの状態で生きてるって感じで。陽気で優

をかけてくれて、
「日本だよ」と答えると、そ

が楽しかったって、放課後に学生とビリヤー

エビの唐揚げみたいな感

ことではないのですが、私、出発

しくて。親密になれて嬉しかったです。

こからいきなり話は大盛り上がり。というか

ドしたり、カラオケしたりしながら、いろん

じでした（笑）。

前に大慌てをして、プレゼン用の

……一方的にその店員さんだけが大盛り上が

なことを話したこと。勉強時間を聞いて驚き

り
（笑）
。
「日本のアニメ最高！イェイ！」
「AKB

ました。彼ら、一日８時間

る食べ物、食べました。

おまけにデジカメのSDカードも忘

いいよね」
「日本最高！」と、１人会話で私を

勉強しているんですよー !!

それは『火鍋』。唐辛子

れて……。携帯も移動中の車の中

圧倒
（笑）
。僕を知ってよ的な、空気を読まな

普通の時で４時間。試験

と山椒で真っ赤になった

に置き忘れてしまったりしたので

い陽気な会話が多く、可笑しかったです。そ

前になると８時間。さすが

スープは、本当にとんで

ういう人が多いかと思えば、めっちゃ無愛想

に焦りました。俺たち、ヤ

もなかった……。激辛過ぎて、脳みそがしび

な人も。メキシコは中間がなかったです。

バいじゃん、みたいな（笑）。

れ、舌も感覚がなくなります。しゃぶしゃぶ

違って見えた？

メキシコでは確かプレゼンをしたん

司会

だよね？
大場

大学でしましたよ。日本のトイレに

よくある消音の乙姫、あれって、他の国でほ

俺らは泣かされ

で、周さんは帰っ

みたいな感じで食べるのですが、スパイスが

てきて自分も勉強やるよう

具にぎとぎとついてくるし、たれもゴマ油で

になりましたか？

ぎとぎと。

司会

周

その時はそうなったんですが（笑）、

大場

具はどんなの？

FIELD WORK.

現地で見つけた日本

強引にモノを買わせようとしますからねー。

い機会だからと食べました（笑）。お皿にきれ

周

やっぱり行ってみなければわからな

した。

ずーっとついてきて「あんた、どう？」って

店員さんが「どこから来たの？」と気軽に声

それからすると、帰ってきた日本は

大場

いが全然違います。ただお店で「安いよー！」

が近いなあって思いました。みんな心がむき

司会

ことを教わった気がします。

待ちの人々の間に割って入るかにちょっと苦

メキシコも人と人の距離は結講近いですよ。

十数人の女子とたった一人の男子

ど、そのいろんな立場からの見方があるって

す。日本と違って素朴な木や藁で作られてい

会っても覚えていてくれる。人と人との距離

周

る。生活のスタイルは本当に千差万別だけれ

『列に並ぶ習慣がない』カンボジアで、いつ

く厳しい国だったんだなと思い知りました。

中国重慶のフィールドワークも、学

田中

通の家庭を見せてもらったのが楽しかったで

ている音が“恥ずかしい”からです」と説明

司会

地雷とかポルポト政権の暗いイメー

ちょっと大変だなと思いました。日本みたい

私達はカンボジアでソーシャルビジ

場へも行って、逆に日本は衛生面でものすご

していました。オタ芸の紹介もしましたよ。

中村

ジで語られることが多いカンボジアですが、
実際に見てきたことによって、むしろ「こん

ははは、密な人間関係の中で、ほか

とんど見ないのですが、「日本では用を足し
をしたら、メキシコ人の学生みな、目を丸く

な価値観がステキだなって思いました。

私、湯船ラブなので、シャワーだけ、

中村

めの服を詰めただけでした。持っていって大

た。お店では割と英語も通じたけれど、売店

生活しているのがシアワセ。そんなシンプル

しかもお湯がほとんど出てこない環境は、

司会

に面白かったことはありますか？

私は普段の旅行よりちょっと枚数多

田中

使えないかな、つまりモノを大事にするとい

も、それを苦とは思わず、生きててみんなと

FIELD WORK.

接近してるからね。

使わなかったな。

なんでも買っては捨てるという発想

てる。物資の中で何か足りないものがあって

レゼンをしたんだけど、中国人は男子女子に

した。でも意外とガイドブックとかタオルは

正解だったのは折り紙。子ども達がわいのわ



国人と韓国人と日本人の見分け方」というプ

荷物はかなりたくさん持っていきま

語→スペイン語通訳をずっとやってくれまし

司会

そうなんだよね、私はメキシコで「中

限らず、仲良しだと手をつないで歩くくらい、
中村

とに抵抗はなかったのですが、メキシコはス

大場

持ち物は？

言葉の不安とかはどうでしたか？

ザンジバルもスパイスがたくさん取

田中

田中

ではなく、まずは今あるものをなんとかして

大場

現地で大変だなと思った

USBを 忘 れ て、 凍 り ま し た（ 笑）。

すが、電化製品は特に現地でしっ
かり管理をしないと、後々大変です！

FIELD WORK.

フィールドワークに参加して
得たものがあるとすれば？

中村

カンボジアでも日本の企業で働きた

フィールドワーク座談会

周

実際行ってみて、で、どうだった？

僕はもともと天津生まれの中国人な

のですが、７歳で来日してからずっと日本で
暮らしてきたので、意識はすっかり日本人

は ほ ぼ ス ペ イ ン 語。 だ か ら あ と は ジ ェ ス

は「折って〜！」。“鶴”だけじゃ足らず、慌

チャーで頑張りました。

ててホテルに戻ってWi-Fiで“手裏剣”を調

は日本語でやり取りしましたが、あとはほぼ

生たちはどんなことを考えているんだろ

英語。言いたいことが言えないもどかしさで

う？」と興味が沸いてきたのが理由です。

悔しかったです。

田中

私はフィールドワークに参加するん

べて作ったら大ウケ。なんでかって、彼らは

日本語を勉強している学生さん達と

中村

（笑）。だから逆に「母国はどうだろう？」
「学

忍者に憧れていますからね〜。

司会

中国でも、日本のネタが大流行りな

んですよね？
周

でしたねー。進撃の巨人についてと

さりげなく豚の脳とか。向こうの女

周

周

は い、

子は美味しそうに食べてました。けど辛過ぎ

さきほどの話に

て口の中すべてがしびれて、味などわかるは

も 出 た よ う に、

ずがなかった。

辛さには強くな
りまし た
（笑）
。

僕は中国だから（日本と文化が近い

か、AKBは、みんなが知りたいネタ。さら

から）、ほとんど荷物は持っていかず、逆に

に今回は受け入

ンとサボテンのステーキが出てきたよ。葉っ

おみやげをたくさん持って帰ってこられるよ

れてくれた学生

ぱみたいなサボテンが皮がむけた状態で皿の

火鍋を食べてい

うに、スカスカで行きました。

が女子が多かっ

上にのせられて出てきます。赤いソースは辛

ましたから
（笑）
。

周

俺も中国語の標準語は結講大丈夫な

周

一日２時間はやるようになりました。

そりゃすごいね。メキシコはドドー

大場

一週間に３回は

だったら普段、旅行

のですが、それが通用したのは大学内での交

とかでは行けない場

流の時だけ。外に出てしまえば重慶はものす

お土産用にカリカリ梅を持っていき

たので、日本の

いけど、黄緑のソースも辛い。いずれにして

所に行ってみたいな

ごく方言の激しいところなので、現地の大学

ましたよ！柿ピーなども喜ばれましたが、意

化粧品ブランド

も辛かった。

と思っていました。

生が一生懸命通訳してくれました。彼ら、日

外と反応が面白かったのは、コアラのマーチ。

についてたくさ

入学直後のオリキャ

本語が驚くほどペラペラだったので、ほとん

チョコが“外”ではなく“中”に入っている

ん 質 問 さ れ て、

れるので、料理にたくさん使うんですけど、

う発想に変わった気がします。というのも、

ン で、 コ バ ル ト ブ

ど日本語で会話をしていましたよ（笑）。

のがものすごくフシギに見えるらしく、「ど

俺ら男子は本当

そこまで辛くなかったな。ただし、スパイス

向こうでは荷車とかも、車輪が右と左が違う

私も英語はそんなに得意な方ではあ

うやって入れているんだ？」と目を丸くして

に 困 り ま し た。

が“丸ごと”“原型で”入っているので、ピ

のを使っていたりするんですね。まずは今有

海を先輩からパネル

りませんでしたが、現地の人が優しくゆっく

いました。筆ペンやあんこ系をお土産に持っ

しかも、さっき

ラウなどを食べるとガリッと音がします。あ

るもので補って大事に使おう、と。日本の幼

で見せてもらい、さらに授業でアフリカは貧

り話してくれるので、コミュニケーションは

ていった子もいたけど、個人的には日本らし

ザンジバルの“人と人との距離が近い”って

と珍しいところでは、調理用のバナナ、かな。

稚園バスなんかも、
そのまま市民の足として、

困だけではないんだなと知り、さらに好奇心

できました。

いお茶系のお菓子がオススメです。

話が出てましたが、中国も“物理的に近い”

大場

どんな味？

公共バスとして使われているんですよ。だか

ので、喋る時にかなり接近気味だったので、

田中

うーん……芋、みたいです！

ら、○○幼稚園と側面に書かれたまま、走っ

ルーのザンジバルの

田中

大場

をそそられました。

思わず引きました（笑）。

FIELD WORK.
FIELD WORK.

大場

私は留学していたので英語で話すこ

ペイン語。だから、明星サマースクールにも
参加している現地のサポーターチームが、英

いのと寄ってきて、一人一枚ゲットした後に



いやあ、実にいろいろありました！！
そんなこと、あんなこと、こんなこと

田中

いろいろあるよね、実際行くと。
はい。最初ビックリしました。ザン

ジバルはみんな、とにかくフレンドリーで明
るいから、どこへ行っても「ジャンボ！（や
あ！）」と声がかかるんです。一回話をした
らもう友達みたいな感じだから、次の日に

大変だなと思ったことは？

鎧をつけながら生きているように見

田中

えました（笑）。だって、知らない人に遊ぼう
とか言わないじゃないですか。
確かに電車で折り紙やろう！って

司会

誘っても、ただのヘンな人ですね（笑）。
ザンジバルも同じだと思いますが、

大場

ないいところがあるんだよ」と言えるように
なったと思います。川沿いにトレーニングマ

ネスという、ボランティアから一歩越えた、社

に、お湯もお水もふんだんに使えるのって、

シーンが置いてあるのですが、横にいるおば

会のためになる活動をビジネスとして継続可

贅沢ですよね。

さん達がその使い方を一生懸命教えてくれ

能な形でやっていく、そのモデルを勉強しに
いったんですけど、工場見学のみならず、普

生との交流がメインなんだよね？

中村

トイレに便座がないところがあっ

て、どうすればいいのかちょっと困ったのと、

て、その中で女性達がいろんな作業をしてい

労したことがありました。日本って、フォー

いですよね、なんでも。メキシコはサボテン

るんですけど、他愛もない話をしながら夕食

ク並びとかするでしょう？

ああいうのが

と大きな帽子をかぶった人ばかりだと思って

のカエルを焼いていたり、なぜか日本のユニ

まったくなかったので、少し気合いが必要で

いたら、意外と普通な国だった、行ってみな

クロのポスターが張られてあったり
（笑）
。生も

した。

くちゃわからないということを改めて学びま

のがむき出しのままゴザに並べられている市

周

司会

単純に食べ物で、エッ？っていうも

の、食べました？
中村

はい……タランチュラ、めったにな

中国は、お店のおばちゃんとかの勢

「こっちへいらっしゃーい！」と大声を出す
だけじゃなく、俺らが歩いているとそこへ

先生はうまくまけてもらっていたけど、先輩

いに盛りつけられていて、ちょっと毛が生え

は言い値で買わされてました（笑）。

が、俺ら４人の男子を迎えてくれました。何

ているのが難でしたが、

出しの状態で生きてるって感じで。陽気で優

をかけてくれて、
「日本だよ」と答えると、そ

が楽しかったって、放課後に学生とビリヤー

エビの唐揚げみたいな感

ことではないのですが、私、出発

しくて。親密になれて嬉しかったです。

こからいきなり話は大盛り上がり。というか

ドしたり、カラオケしたりしながら、いろん

じでした（笑）。

前に大慌てをして、プレゼン用の

……一方的にその店員さんだけが大盛り上が

なことを話したこと。勉強時間を聞いて驚き

り
（笑）
。
「日本のアニメ最高！イェイ！」
「AKB

ました。彼ら、一日８時間

る食べ物、食べました。

おまけにデジカメのSDカードも忘

いいよね」
「日本最高！」と、１人会話で私を

勉強しているんですよー !!

それは『火鍋』。唐辛子

れて……。携帯も移動中の車の中

圧倒
（笑）
。僕を知ってよ的な、空気を読まな

普通の時で４時間。試験

と山椒で真っ赤になった

に置き忘れてしまったりしたので

い陽気な会話が多く、可笑しかったです。そ

前になると８時間。さすが

スープは、本当にとんで

ういう人が多いかと思えば、めっちゃ無愛想

に焦りました。俺たち、ヤ

もなかった……。激辛過ぎて、脳みそがしび

な人も。メキシコは中間がなかったです。

バいじゃん、みたいな（笑）。

れ、舌も感覚がなくなります。しゃぶしゃぶ

違って見えた？

メキシコでは確かプレゼンをしたん

司会

だよね？
大場

大学でしましたよ。日本のトイレに

よくある消音の乙姫、あれって、他の国でほ

俺らは泣かされ

で、周さんは帰っ

みたいな感じで食べるのですが、スパイスが

てきて自分も勉強やるよう

具にぎとぎとついてくるし、たれもゴマ油で

になりましたか？

ぎとぎと。

司会

周

その時はそうなったんですが（笑）、

大場

具はどんなの？

FIELD WORK.

現地で見つけた日本

強引にモノを買わせようとしますからねー。

い機会だからと食べました（笑）。お皿にきれ

周

やっぱり行ってみなければわからな

した。

ずーっとついてきて「あんた、どう？」って

店員さんが「どこから来たの？」と気軽に声

それからすると、帰ってきた日本は

大場

いが全然違います。ただお店で「安いよー！」

が近いなあって思いました。みんな心がむき

司会

ことを教わった気がします。

待ちの人々の間に割って入るかにちょっと苦

メキシコも人と人の距離は結講近いですよ。

十数人の女子とたった一人の男子

ど、そのいろんな立場からの見方があるって

す。日本と違って素朴な木や藁で作られてい

会っても覚えていてくれる。人と人との距離

周

る。生活のスタイルは本当に千差万別だけれ

『列に並ぶ習慣がない』カンボジアで、いつ

く厳しい国だったんだなと思い知りました。

中国重慶のフィールドワークも、学

田中

通の家庭を見せてもらったのが楽しかったで

ている音が“恥ずかしい”からです」と説明

司会

地雷とかポルポト政権の暗いイメー

ちょっと大変だなと思いました。日本みたい

私達はカンボジアでソーシャルビジ

場へも行って、逆に日本は衛生面でものすご

していました。オタ芸の紹介もしましたよ。

中村

ジで語られることが多いカンボジアですが、
実際に見てきたことによって、むしろ「こん

ははは、密な人間関係の中で、ほか

とんど見ないのですが、「日本では用を足し
をしたら、メキシコ人の学生みな、目を丸く

な価値観がステキだなって思いました。

私、湯船ラブなので、シャワーだけ、

中村

めの服を詰めただけでした。持っていって大

た。お店では割と英語も通じたけれど、売店

生活しているのがシアワセ。そんなシンプル

しかもお湯がほとんど出てこない環境は、

司会

に面白かったことはありますか？

私は普段の旅行よりちょっと枚数多

田中

使えないかな、つまりモノを大事にするとい

も、それを苦とは思わず、生きててみんなと

FIELD WORK.

接近してるからね。

使わなかったな。

なんでも買っては捨てるという発想

てる。物資の中で何か足りないものがあって

レゼンをしたんだけど、中国人は男子女子に

した。でも意外とガイドブックとかタオルは

正解だったのは折り紙。子ども達がわいのわ



国人と韓国人と日本人の見分け方」というプ

荷物はかなりたくさん持っていきま

語→スペイン語通訳をずっとやってくれまし

司会

そうなんだよね、私はメキシコで「中

限らず、仲良しだと手をつないで歩くくらい、
中村

とに抵抗はなかったのですが、メキシコはス

大場

持ち物は？

言葉の不安とかはどうでしたか？

ザンジバルもスパイスがたくさん取

田中

田中

ではなく、まずは今あるものをなんとかして

大場

現地で大変だなと思った

USBを 忘 れ て、 凍 り ま し た（ 笑）。

すが、電化製品は特に現地でしっ
かり管理をしないと、後々大変です！

FIELD WORK.

フィールドワークに参加して
得たものがあるとすれば？

中村

カンボジアでも日本の企業で働きた

冬・春号

周

向こうの学

人の別荘に滞在した日には、そこにあった

生がとても積極的

プールで、明星の学生も、現地の学生もみん

だったので、俺もこ

なで、水中で『恋するフォーチューンクッ

ちらから話を提供で

キー』を踊ったからね。あとはセブンイレブ

きる自分になりた

ンに置いてあった金ちゃんヌードルを見つけ

いって思いました。

ました。すごい人気だそうで、屋台で売って

田中

喋ろうと

いる金ちゃんヌードルは、ライムを絞り入れ

思ったことがスムー

て食べるそうです！

ズに出てこないことが悔しくて、英語にもっ

中国でも女子がすごい元気だった

と力を入れようと思いました。言葉だけじゃ

いって言っている人がたくさんいました。日

な。日本製の機器は大変人気で、高性能で質

ないコミュニケーションの大切さも知ったの

本って私が思っていた以上に海外進出してい

がいいってみんな言ってました。ゲーム機も、

で、ジェスチャーを中心にした表現力に磨き

るんですよね。現地の人もAKBやあっちゃ

日本製が憧れだそうです。

をかけたいな。

周

中村

この曲が……」とかいろんなことを知ってい

FIELD WORK.

て、ビックリでした。
大場

フィールドワークへの参加を
きっかけにつかんだ、これから

メキシコでもそうだったよ。こっち



でもあっちでも、
『恋するフォーチューンクッ

アンコールワットにも行ったのです

が、やっぱり世界遺産は素晴らしい。これか
ら大学生のうちにもっともっと、他国の世界
遺産を巡ってみたくなりました。



これからフィールドワークへ行く人へ
一人で旅行しようと思って、ハワイはあって

思い切りが必要だから、時間とお金で躊躇す

これから自分もフィールドワークへ参加して

も、アフリカとかメキシコって、そうそう旅

る人が多いと思うけど、せいぜい10日という

みたいという人がたくさんいると思うのです

行じゃ行けないでしょ？

短期間で視野を広げることができるフィール

司会

国際コミュニケーション学科では、

が、その人たちに何か言ってあげられるこ
とってありますか？
田中

向こうへ実際に行かなくちゃ、人の

温かさも分からないですから。
司会

日本を離れたから、日本の良さが見

司会

ザンジバルは現地の普通の人との交

ドワークはそういう意味ではオススメです！

流、カンボジ ア はNPOの 人 た ち と の 交 流、
中国とメキシコは同世代の学生との交流が

周

ほんと、自分の目で確かめることが

なによりも大切です！

待っているわけですが、そういう機会も旅行
じゃあまり得られないですもんね。

えるってのもありますよね。

中村

カンボジアでも、現地の人の生の生

２時間に及んだ今回の座談会。
結局座談会に協力してくれた４名の話の結論

活に入り込みますから。い

は『百聞は一見にしかず』。

恵 ま れ た 環 境 に い た んだ

ろんな面で異文化を感じら

実際に足を運ぶことは、座学の何倍もの価値

なってことなど改めて。

れて、すごく楽しかったで

があるというのが、全員一致の意見でした。

田中

司会

本当にそうです、

普段はなかなか行

けない国にこの機会に行っ
てみるってのもあるよね。

司会

すが、留学との違いはどこ

数が多ければアシスタント

にあると思いますか？

もポイントです。だって、

会

座談

大場

やっぱり費用と時
name:

year:

自由な時間が持てる学生時代にぜひ、一歩足を踏み出してみて下さいね。

将来マスコミの仕事をしたい人、
またはイラストなどで自己表現をしたい人、記事を書きたい人など常時募集中。
企画段階から実際に形にしていくまで、全てを自分で体験できるので、とてもやりがいがありますよ。積極的な
参加をお待ちしています。

これは是非載せて欲しい！の記事＆情報大募集
GRAZIE は、学生のみなさんと作っていくメディアです。より充実した内容にしていくために、どんな些細なこ
とでもネタをお待ちしています。
〔応募先〕〒191-8506 東京都日野市程久保2-1-1明星大学国際コミュニケーション学科
Tel 042-591-5329またはinfo-com@eleal.meisei-u.ac.jpまで

田中 瑞 紀

DEPARTM

「編集スタッフの呟き」
若い時の体験はその後を大きく変える。何が
得られるのか具体的には分からなくても、とり
あえず行ってみる。そうすると、そこには言葉
にならない様々な感動や想い出が、たくさん
待っている。とりあえず一歩足を前に出すこと
で前進！いろんな体験ができる時期には、限
りがあることを忘れちゃいけないな。
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した。私自身も小学生の時に絵本をカンボジ
ア語に訳して送るという活動に関わったこと
があり、なんとなく親しみを感じていました。
大場

私は２年生の後期に英国留学をし、

戻ってきてからもう１度海外へ行きたいとい
う気持ちが強くなりました。
“食べ物”を考

sex:

male

place:

中国・重 慶

DEPARTMEN

兄が大学生の時にカンボジアでボラ
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