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「国際人」の育成
　歴史的にも今日的にも、深刻な国際問題は絶えず再生産
され続けています。2014 年前半期だけを見ても、ウクラ
イナ、イラク、シリア、パレスチナなどで戦闘状態が続き、
ウクライナ上空では民間航空機撃墜という痛ましい事件ま
で発生しています。問題の原点がそれぞれの国内にあった
としても、国際社会の力学と無縁ではありません。また、
第二次世界大戦後の途上国開発は、60 年以上が経過した
今日においても貧困削減を達成していません。むしろ逆に、
自然環境や生活環境の破壊、民族間や宗教間の対立、経済
的・社会的格差の発生と拡大、児童労働、ストリ－トチル
ドレンの増加など、様々な問題が生じています。さらに、
近年の IT 技術の進化は、これらに関する情報を虚実織りま
ぜながら瞬時に世界の至る所に届ける役割を果たすだけで
なく、国際金融や商業活動のあり方を変え、それらの複　
雑化を進めています。まさに IT 技術が現代社会を下支えし
ているかのようです。
　これらの事態に私たちはどのように対処したらよいので
しょうか。グローバル世界は、そしてローカルの社会や人
間はどこへ向かうのでしょうか。貧困、差別、紛争、平和、
開発、アイデンティティ、民主主義、自由貿易、規制緩和、
氾濫する情報など、「今」を表すキーワードは無数にあり、
しかも相互に複雑に絡み合っています。
　国際総合学類は、これらの言葉を含め様々に表現される
現代的諸課題に対し、グローバル、ローカル双方の視点か
らの深い洞察力と分析力を身につけ、豊かなコミュニケー
ション力を通じて先見性と独自性に富む解決策を提示でき
る「国際人」の育成を目指しています。

 国際総合学類での学び
　国際総合学類には国際関係学と国際開発学の２つの主専
攻があります。さらにその２つを横断する形で、国際政治・
国際法、経済、文化・社会開発、情報・環境工学という、
文と理にまたがる４つの分野が存在しています。これら４
分野の科目群を広く学び、その上で１つの専門分野を深く
追究することになります。

(1) 分析力
　日々激動する国際情勢を読み解くには、確かな分析能力
が必要です。国際総合学類はこの能力が身に付くようなカ
リキュラムを用意しています。政治学の理論や政策決定の
プロセス、経済動向、またその背景にある文化等を学ぶこ
とで世界の変化を定性的に理解できるようにすると同時
に、統計学やデータ分析の授業で数値による定量的な分析
能力が身に付くように養成します。さらにフィールドワー
クの授業も設置されており、どう分析するのかを実践を通
して学ぶことが可能です。

(2) コミュニケーション力
　国際総合学類では３分の１近くの授業が英語で行われて
います。これは単純に英語を重視するというよりも、異な
る文化背景による異なる言語上での他者とのコミュニケー
ション能力を培うためです。その中にはディスカッション
中心のものや日本の伝統文化を英語で読み解く授業もあ
り、留学生・日本人学生双方がこの能力を育てられるよう
に設置されています。また、国際総合学類が属する社会・
国際学群には社会国際学教育プログラム（通称 G30）とい
う全科目英語による留学生向けプログラムがあり、日本人
学生も同プログラムの科目を履修することが可能です。

関根 久雄 Sekine Hisao
社会・国際学群　国際総合学類　学類長

(3) 統合能力
　分析力、コミュニケーション力を培った上で最後はそれ
らを動員し、問題をより高い視点から一つの考察へまとめ
上げることが大切です。国際総合学類には独立論文という
ユニークな制度があります。通常、すべての学生は３年次
から専門ゼミに所属し研究を進めていくことになります。
そして３年次末に独立論文を執筆し、専門分野に関する研
究の中途段階における成果発表の機会としています。これ
は、個々の研究の土台作りであり、学生が長いスパンの中
で一つの研究テーマを掘り下げ、研究により深みを持たせ
るためのものです。これらは 4 年次でさらに探求され体系
化されて最終的に卒業論文（必修）としてまとめられます。
様々な授業を通して培った総合的な力を専門性につなげる
学びを、国際総合学類は推進します。

国際総合学類を表現すると
 「日々成長できる場所」「学園都市グローバリゼーション」
「ヴァイタリティの塊」「天井知らずの探究心」「洗練され
たカオス」「帰省したくなくなるぐらい楽しい」「好きなこ
とを好きなだけ」等々。これらは、国際総合学類生（「国
際生」）自身が本学類について表現した言葉です。
　国際生は筑波大学の中でも伝統的に特に優れた特質を

持っています。明るく、何事にも積極的で行動力があり、
国際生どうしの結びつきが強く、豊かな創造性を備えた若
者たちです。また、国際問題はもちろんのこと身近な社会
問題に対しても高い関心を寄せ、自らの意見をもち、その
内容を論理的に表現する思考力とコミュニケーション力を
持っています。このような特質は、在学中に多くの国際生
が海外の大学に留学したり、国内外の企業や団体、官公庁
などでのインターンシップに参加していること、また学内
外のサークルや NGO を通じて途上国支援や国内の難民支
援などに携わったり、国際問題に関する議論の場に参加し
ていることにも現れています。そのことは本誌の後ページ
に登場する国際生（３年生）たちの溌剌とした表情からも
読み取っていただけるのではないかと思います。ちなみに、
本誌は国際生自身による企画構成と編集作業によって製作
されています。
　誰でも暖かく迎え入れ、日々の活動の中で互いに刺激し
合いながら志を高め合うことのできる場、それが国際総合
学類です。
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カリキュラム紹介
国際関係学主専攻

国際関係学主専攻は、現代の国際問題に対する理解を人文・社会科学を中心
に学際的な観点から深め、政策志向的な問題解決の能力を養うことを目標と
しています。 国際関係学主専攻では、学生の選択の幅を広げるため、政治学、
経済学、国際法、文化系領域など各授業領域ごとの垣根を低く設定していま
すが、それだけに自ら系統的に学習して行く努力が要求されます。

専門科目（国際関係学主専攻）

国際政治・国際法分野

カナダ政治
アジア政治
ロシア政治
現代日本外交史
現代中国研究
ラテンアメリカ政治
国際政治学
国際機構論
国際相互依存論
現代政治分析
日本政治思想
東洋政治思想
情報戦略と政治
政治外交史
欧米政治外交史 I
Japanese Foreign Policy
安全保障論
政治思想史
現代史特講
アジアの国際関係
東アジア国際関係史
ヨーロッパの国際関係

応用数学
情報科学 II
科学技術史
Cプログラミング
データ解析
国際学遠隔配信セミナー
水環境論
都市文化共生計画
住まいと居住環境の計画
宇宙開発
環境政策論
音声聴覚情報処理
パターン認識

国際文化論
言語人類学　
比較文化演習
野外調査法
人類学特講
現代社会論国際貿易論

国際金融論
公共政策分析
公共経済学
ジャパニーズ・エコノミー
ヨーロッパ社会経済史
比較経済論
ミクロ経済学
マクロ経済学
基礎経済数学
経済数学

国際学ゼミナール I
国際学ゼミナール II
独立論文

国際関係論
比較政治学
国際関係史序説
国際法概論
初級ミクロ経済学

国際学概論 I
国際学概論 II
国際学概論 III

卒業  論文

専門科目（国際開発学主専攻）

文化・社会開発分野

情報・環境工学分野

専門基礎科目（選択）

専門基礎科目（必修）

国際開発学主専攻では、国内外における新たな社会システム・概念の提案、
人的資源の育成、合理的な合意形成に基づく社会基盤整備、情報・通信技術
と社会との協調など、実社会において「創造・選択」をする際に必要となる
知識や能力を養います。 これに向けて本主専攻には、経済・社会開発の授業
科目領域および、エネルギー、環境、情報・通信技術など開発工学の授業科
目領域が設定されています。 

国際開発学主専攻

経済学  分野
ロシア・東欧の国際関係
ラテンアメリカの国際関係
比較行政学
日本政治
ヨーロッパ政治
市民社会論
中央アジアの国家と社会
国際紛争論 I
国際紛争論 II
行政学 I
Japan and the World
憲法 I
憲法 II
国際民事訴訟法
国際法 I
国際法 II
国際労働法
Globalization & Development
国際関係史
アメリカ外交史
国際政治経済学 I
国際組織法

スポーツ文化論
地域開発論
開発人類学
教育援助政策論
国際教育論
教育開発論

異文化コミュニケーション
Social Anthropology  of Japan
Japan in a Globalizing World
Population & Development
Population & History in Japanese Perspective
Outline of Japanese Education
Public Policy

コンピュータグラフィックス基礎
インタラクティブ CG
ディジタル信号処理
情報セキュリティ
都市計画実習
都市計画原論
社会基盤と国土
都市計画の歴史
都市計画の思想史
エンジニアリング入門
コンピュータネットワーク
知能情報メディア実験 A
知能情報メディア実験 B

国際経済論
マクロ経済学概論
グローバルコミュニケーション論
文化・開発論
数理科学 I

数理科学 II
情報科学 I
情報メディア概論
法学概論

Media Politics
English Discussion Seminar I
English Discussion Seminar II
English Discussion Seminar III
English Debate

国際学概論 IV
国際学概論 V

インターンシップ I
インターンシップ II

世界経済史
統計科学
計量経済学
開発途上国における諸問題
北アフリカの経済と社会
開発経済学
都市経済学



文化・社会開発分野国際政治・国際法分野

情報・環境工学分野経済学分野

分野紹介

回答者：松木遼太（吉田ゼミ）
1. あなたがやっていること ( 専門 ) について詳しく教
えて下さい。

　国際法を専門にしています。私自身は中でも領域主権 (国
家が領域を統治・領有する権利 ) と領土紛争に関心を持ち、
特に北方領土問題を研究対象にしています。

2. どうしてその分野を選びましたか。

　統一的な政府機構をもたない「アナーキカル」な国際社
会に対し、一定の規範を与えることによって秩序をもたら
すという国際法の役割に魅力を感じました。

3. ゼミでやっていることやゼミの雰囲気について教え
て下さい。

　各自が調べたテーマに関してゼミ全体でディスカッショ
ンを行います。また、勉学はもちろん、スノボへ行ったり
水族館に遠足へ行ったりと遊びにも本気なゼミです。

回答者：大宝菜都美（中野ゼミ）
1. あなたがやっていること ( 専門 ) について詳しく教
えて下さい。

　在日ブラジル人の教育問題について研究しています。彼
らがどのようなことを問題視しているかを調べ、彼らの教
育の質を向上させるための対策を研究しています。

2. どうしてその分野を選びましたか。

　私自身在日ブラジル人であり、日本の学校に通う中で、
教育に問題を抱えている人に多く出会い、一ブラジル人と
して少しでも力になりたいと思ったからです。

3. ゼミでやっていることやゼミの雰囲気について教
えて下さい。

　中野ゼミでは、教科書や論文の輪読と自分たちの論文発
表をしています。先生の愛のこもったムチを頂くこともあ
りますが、ゼミ後のお食事会は世界一楽しいです！

回答者：植竹渉（関根ゼミ）
1. あなたがやっていること ( 専門 ) について詳しく教え
て下さい。

　僕は国際開発・支援の研究をしています。具体的には文化
人類学の視点から NGO やボランティア団体、学生団体など
が行っている支援の理想的なあり方を探っています。

2. どうしてその分野を選びましたか。

　まだそれほど研究が進んでいない分野で面白いと思い、こ
の分野を選びました。また自分が国際協力系の学生団体に所
属しているのも関係しています。

3. ゼミでやっていることやゼミの雰囲気について教え
て下さい。

　春学期は人類学を主題とした本をゼミ生で輪読をし、秋学
期は各ゼミ生の卒論・独論に関しての発表とフィードバック
を行います。超楽しい雰囲気です。

回答者：永村葉菜（松原ゼミ）
1. あなたがやっていること ( 専門 ) について詳しく教え
て下さい。

　世界遺産登録に伴う都市の変化について扱っています。3年
次の夏休みを利用して参加した「大学生観光まちづくりコンテ
スト」では、2013 年に世界文化遺産に登録された富士山周辺
地域について、観光活性化プランの作成を行いました。

2. どうしてその分野を選びましたか。

　観光分野に興味があり、文化・社会開発専攻と悩みましたが、
"観光 " という視点を持ち都市についてプラクティカルな研究
をしていきたいと考え、都市文化共生計画研究室を選びました。

3. ゼミでやっていることやゼミの雰囲気について教えて
下さい。

　それぞれが海外経験を活かしつつ興味のある都市について
扱っており、様々な都市の在り方について学ぶことができると
同時に多くの刺激を得ることができます。留学生も多く所属し、
非常に国際色豊かな研究室です。

（地域開発論／ノート：佐原祐希）（国際組織法／ノート：石黒愛梨沙）

（国際貿易論／ノート：須賀田進成） （水環境論／ノート：三藤紫乃）
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政治系と国際法学の科目を中心に、社会学類開設の憲法や行
政学等を共通科目とすることで履修科目の充実を図り、国際社
会の多様化、高度化、グローバル化に対応して、幅広い分野に
おける調査、分析、政策立案などの高度な実践的能力を有し、
日本国内だけではなく国際社会においても指導的役割を果た
すことのできる人材の養成を目的としています。

国際政治・国際法分野
- Politics and International Law -

研究分野／①専攻の面白さ ②学生へのメッセージ
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教員紹介

潘 亮

①史料研究を通して、過ぎ去ったはずの日々にアクセスするセカンド
チャンスに恵まれ、そのおかげで「現在」への理解も深まる。その時空
を横断する壮大な研究空間は何より魅力的である。
②学問選択の自由と知的好奇心を生かし、大学時代を通して、勉強
を「義務」から「趣味」に変えてみてください。

日本政治外交史、日本外交

Liang Pan

東野 篤子

①欧州連合（EU）を中心としたヨーロッパの国際関係を学んでいま
す。ユーロ危機、ノーベル平和賞受賞、トルコの加盟交渉の行方、ウク
ライナなどの周辺諸国の危機など、悲観的要素と楽観的要素が常に
交錯するEUから、片時も目が離せません。
②たくさんの本を読み、貪欲に学んでください。

現代ヨーロッパの国際関係

Atsuko Higashino

遅野井 茂雄
Shigeo Osonoi

①英語に加え現地語の習得、二つ以上の専門性（学際性）、なんでも
食べられる胃袋、どこでも寝られる体力、誰とでも話せる胆力など、地
域研究には多くの困難が伴いますが、それは価値観の異なる人や文
化を知り、人の何倍も人生を生きるよろこびを与えてくれます。
②皆さんが40代50代となる21世紀の半ばの日本を想像してみてくだ
さい。現状では人口は1億人を割り、地方自治体の半分は消滅します。
日本に軸足を置きつつ、人口と経済の拡大する新興国で仕事ができ
る能力を身につけることが肝心です。

国際公共政策専攻、国際地域研
究専攻 ラテンアメリカ研究、比較
政治学、国際関係論

大友 貴史　

①正解がひとつではないというところです。
②国際総合学類は、問題意識が高く、行動力のある学生が集まるユ
ニークなコミュニティーです。そんなコミュティーの一員として、どのよう
な貢献ができるのかを考えておいてください。期待しています。

国際政治理論、同盟

Takafumi Otomo

Timur DADABAEV

①本分野は政府間の関係のみならず、様々な地域機構や世界各地の
地域としてのアイデンティティを研究し世界の多様性を学ばせます。
②中央アジアの人々の生活と中央アジアの諸国の現状と課題、外交
政策などを一緒に勉強しましょう。

国際関係学、国際政治、
中央ユーラシアの国際関係

首藤 もと子

①知ることはそれ自体が面白いことですが、体系的な知識をもつよう
に努力すれば、現在と過去の類似点や相異点を考えたり、個別の現
象から普遍的な問題を考えたりすることができます。
②自分が将来どういう仕事をしたいのかを考えて、それに必要な専門
的知識を学習すると同時に、幅広く本を読みながら、自分でよく考える
姿勢を身につけることが大切だと思います。

国際関係論　（東南アジアの国際
関係, ASEANの制度化、ASEAN
と日本や中国との関係）

Motoko Shuto

レスリー タック川﨑

①My　research area combines a traditional academic 
discipline―political science―with Internet studies and 
e-science (or “e-social science”). This combination of 
studies is always changing and is very fascinating.
②I hope that our students will be encouraged through their 
coursework and research projects to view the world from 
different perspectives. Developing expertise in assessing, 
comparing, and communicating different viewpoints is a 
necessary skill in today’s world. Please join us!

Political Communication, 
New Media and Politics, 
Website Analysis, E-science, 
Research Methods in Internet Studies

Leslie Tkach-Kawasaki

中村 逸郎

①ロシアは多民族国家ですが、もっともおもしろいのは主民族のロシ
ア人が他民族の文化、 慣習を受容し、この結果として自分たちの固有
文化の多くを喪失してしまったことです。ロシアは、中心のないドーナ
ツのような国です。
②世界各国の政治、民族、文化の多様性を理解し、この多様性のな
かに自分の潜在力を生かす チャンスを見つけ出してください。

ロシア政治

Itsuro Nakamura

岩崎 美紀子　

①謎解き。
②大学は専属的に「知」の訓練ができる最後の場所です。

比較政治学　連邦制、
　　二院制議会、カナダ政治

Mikiko Iwasaki

赤根谷 達雄
Tatsuo Akaneya

①歴史を紐解くと、日本という国は、外国との関わりのなかで、国柄を
形成してきたことが分かります。第二次大戦以降は、米国との関わりが
決定的な影響を及ぼしました。そうした歴史を、国際関係論の視角か
ら読み解いていくことが、研究上の醍醐味です。
②昨今、「集団的自衛権」が論争の的となっています。この論争は、第
二次大戦前の日本の同盟政策からどのような教訓を得るかということ
と関係しています。現在の政策論争を皆さんがリードするためには過
去を知る必要があり、また歴史と理論の融合的理解が大切です。

勢力均衡論や国際レジーム論など
の国際政治理論、日本の安全保
障問題

Charles Edward COVELL

①With Jurisprudence and Political Philosophy, I study 
theories of civil adjudication and the history and theory of 
international law. With Comparative Public Administration, 
I study the principles of the law, government and economic 
order of the People''s Republic of China. In addition, I have 
begun to study themes in law and politics as these are 
presented and treated of in literature.
②Students should work hard and endeavour to relate their 
activities while at university to what they see as their future 
career trajectories. To be successful in moving on to a 
meaningful career track, students should organize 
themselves, and their time, on an efficient basis, and 
devote their energies to matters that are of longer term 
importance.

Law and Politics: 
Jurisprudence/Political 
Philosophy; Comparative 
Public Administration.

Nathan Gilbert QUIMPO

①They’re so much in the world news; you just want to get 
to know a lot more about them. With the ‘colour 
revolutions’, Arab Spring, ‘umbrella revolution’ and 
transition in Myanmar/Burma, Is democracy really gaining?  
Despite long-standing wars in the Middle East, South Asia 
and Sub-Saharan Africa, is violent conflict truly on the 
decline in the world?
②In the social sciences, scholars come up with varied, 
often contending, analyses and interpretations of events 
and phenomena. It is a world of great discussion and 
debate - exciting, fascinating, captivating. Don’t just watch 
from the sidelines. Plunge into the discourse and come up 
with your own propositions and arguments.

Democracy and 
democratization; conflict and 
peace studies;
political corruption.

毛利 亜樹

①国内外で人の話を聞くことです。現役や元政府の人、研究者、公文
書にある過去の外交官たちの仕事をみるのが好きです。ただ、真剣に
やるほど論文執筆は辛い。苦痛7割、喜び3割かも。どこかで面白がっ
ていますが。
②世界を広げてください。１つのやり方は留学や、筑波にいる留学生
とよく話すこと。そして歴史の勉強をすること。大学時代に必ず、東アジ
ア近現代史を学び、トゥーキュディデース『戦史』等の古典を読んでく
ださい。

中国政治、国際政治

Aki Mori

吉田 脩

①「事実」と「(法)規範」の双方の分析に基づき、国内社会の規律を通
じた国際共同社会（international　community）の再構成を試み
ようとすること。
②1～2年次には個別の学問原理の態様に注意を払いつつも幅広く
学び、3～4年次には専門となる分野をある程度まで特化できるよう、
日々努力を重ねてください。

国際法

Osamu Yoshida
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深化する経済のグローバリゼーションと企業活動の多国籍化、
地球規模の環境問題、先進国で急速に進む高齢化・少子化、
経済成長の国際不均衡、発展途上国における慢性的貧困問
題等の現代の経済問題を分析し、解決策を提案できる人材、
あるいは様々な企業・政府活動において自分自身の行動の羅
針盤となる経済知識を持つ人材の養成を目的としています。

経済分野
- Economics -

国際舞台を目指す学生に現代社会で生起する諸現象を文化
の側面からアプローチする視点を定着させると共に、西洋中心
の近代的価値観や諸制度を所与のものとすることなく、人間の
文化の多様性を認識・尊重しつつ、異文化空間における広い
意味での「対話（コミュニケーション）」を国際舞台で実践する
事のできる人材の養成を目的としています。

文化・社会開発分野

井出 里咲子

①日常のおしゃべりから国家の言語政策まで―文化社会という有機
体をつくりだすことばというウナギみたいな生き物はなかなかつかめま
せん。だからこそそれを捉える手法の諸々が魅力的な分野です。
②大事なことは目に見えない。たくさんの原体験を。 

言語人類学、語用論、社会言語学

木下 太志

①人類学は、人間を文化、形質、歴史、言語などの様々な側面から勉
強できる、たいへん興味深い分野です。たとえば、文化的側面について
言えば、皆さんがアジア、アフリカ、オセアニアなど海外を訪れた際、そ
こに住んでいる人々の考え方が自分のものとは違うことに気づき、なぜ

違うのだろうということを知りたくなるでしょう。このような疑問に答え

てくれるのが人類学です。

②大学の４年間は、長いようであっという間に過ぎ去ります。この貴重

な時間を無駄にせず、有効に使って欲しいと思います。自分の興味を

持っていることを見つけ、それを４年間一生懸命勉強すれば、それが

どのような分野であれ、皆さんはエキスパートになることができるで

しょう。

人類学、人口学、

社会現象の数量分析

内藤 久裕

①第一に、社会の様々の事の原因には経済的背景があることだと思

います。第２に、常識的には、そのような事は、ありえなのではないかと

いう事柄に関して、論理的に切り込んでいって、その常識に挑戦する

仮説をたて、データでそれを証明して、これまでの常識を、くつがえす

事ができる点だとおもいます。

②よく学んで、いろいろな話をして、いろいろな本を読み、旅をしてくだ

さい。それが、君たちの肥やしになると思います。

公共経済学、実証経済学

浜名 恵美

①『文化と文化をつなぐ　シェイクスピアから現代アジア演劇まで』

（筑波大学出版会、2012年）をさしあげた先生たちから「いいなー、浜

名さんは遊んでいて研究になるんだから」と言われました。そういう研

究をしています。

②現代世界で必要とされる人材は、十分な外国語能力と異文化理解

力を身につけ、異質の他者と協働して難問にとりくみ、突破することが

できるタフな人間だと思います。みなさんの若さとチャレンジ精神に期

待しています。

英語、文化研究、

異文化コミュニケーション

Martin POHL

①We are permanently surrounded by management: when 

shopping, visiting a hospital ordering a book. Management 

is not focusing on the behavior of commodities, but on the 

behavior of people. As such, there is a fantastic variety of 

topics for creating a richer world, rich in spirit.

Last but not least: knowledge in management increases 

employability to be successful on the job-market or for 

continuing in a graduate program.

②The student time is the best time in life to try as many 

things as possible: traveling abroad, internships, communi-

cating with people to obtain social knowledge. But balance 

your time: the main purpose ofstudying is learning compe-

tence of methods and expertise.

Management

Abu Girma MOGES

①Economic policy research appeals to me because it is 

where economists try not only to understand the economic 

world but also to shape it in a way for the better. It is 

where all the forces of economic, political, institutional and 

cultural forces interact to influence economic welfare.

②Learning is an enjoyable and challenging experience. The 

ultimate reward of the experience is when you put this skill 

to solve social and economic problems in society and to 

contribute for a better life for all with passion. And always 

remember, your future is brighter and longer than your past. 

Economic Policy

教員紹介
研究分野／①専攻の面白さ ②学生へのメッセージ

柏木 健一

①中東・北アフリカは，ユニークな生物資源の宝庫であり，産業化シー

ズの研究・開発の様々な可能性を持つだけでなく，文明の衝突や共

存などの人間社会のダイナミズムが観察できる地域です。同地域の政

治的安定と経済発展メカニズムの解明は，大きな研究課題です。

②国際社会の様々な問題に知的アンテナを常に張り，熱い情熱を

持って物事の本質を見極める冷静な分析能力を養って欲しいと思い

ます。グローバルな課題の中に自分の使命感を見出し，スケールの大

きな人間に育ってください。

開発経済学，中東・北アフリカ経

済研究，中東・北アフリカの産業発

展に関する研究

Kenichi Kashiwagi

黒川 義教

①普段当たり前のように耳にしている議論が、実は、簡単な経済学を

使ってみると、根拠のない議論であったと分かる時があります。それは

経済学を学ぶことで味わえる面白さの一つではないでしょうか。

②常にいま何がプライオリティなのかを見失わないように気をつけて

欲しいと思います。また、短期でも海外留学することを勧めています。

「日本（出身国）から来た誰 さ々ん」というだけの裸の自分になれて楽

になれます。

国際貿易論、産業組織論、

マクロ経済学

Yoshinori Kurokawa

田中 洋子

①消費者として店で買物をしたり、アルバイトとして働いたり、スマホで

情報を得たり、こうした日々の生活はすべて、グローバルな経済や企業

の活動から大きな影響を受けています。どんな仕組みで経済が動いて

いるのか、その中で私たちの生活はどう変わりつつあるのかを考えて

います。

②大学生のうちに、自分の足で、五感で、世界を見て、グローバル化の

現実を肌で感じてきてください。その経験は間違いなく、世界の人々

への理解を深め、世界を見る眼を研ぎ澄まし、人生にとっての貴重な

財産となるでしょう。

企業・労働史、グローバル経済史、

比較労働政策

Yoko Tanaka

Futoshi Kinoshita

Hisahiro Naito

中野 優子

開発経済学

①発展途上国の人々がどのように貧困から抜け出せるかを研究して

います。アフリカ農家に話を聞いて得たデータを分析し、所得向上の

ための方策を途上国政府、援助関係者や農家の方 と々共有できるこ

とがやりがいです。

②たくさん勉強して、色々な経験をして、悩んで、何か一つこれだと思

えるものを見つけて下さい。

Yuko Nakano

- Culture and Social Development -

Risako Ide

Emi Hamana

Jeet SAPKOTA

①Human poverty is still a major challenge globally, and 

socioeconomic inequality is rising across and within 

countries. Thus, exploring the policies that accelerate 

human development of lagging behind countries and 

people are essentially important in this rapidly globalizing 

world, in which I devote my scholarly contribution.

②University transforms one’s life and society. Thus, it is 

the most-important juncture of your life, which can lead 

you towards your most-beautiful dream. Aspire the best.

Economics of development, 

Asian economy, globalization 

and quality of life, 

infrastructure access and 

human development
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ITの発展は目覚ましく、国際舞台での活躍を目指す学生にとっ
て必須になるものであり、また、環境・資源問題が深刻さを増
し、地球規模での取り組みが必要になっています。基礎的素養
として情報リテラシー、深い洞察力・分析能力を身につけさせ、
さらに情報・環境分野での専門性を深め、国際舞台で活躍で
きる文工融合型技術者の養成を目的としています。

情報・環境工学分野
- Information and Environment -

前川 啓治

①なんといっても、現場に実際に身を置き、その視点から、何が問題な
のか、どうしたら実際に意味のある関わりができるのかを考えることで
す。本物の人類学者は、常識にはまった発想をしないものです。（良識
は必要ですが。）
②「はじめに言葉ありき」－情熱を抱くものや対象があり、それを手に
入れたければ、まず気持ちを込めて言葉にしてみよう。「～したい。」で
はなく、「～しました。」と過去形で、話そう。現実とは、言葉の後に表出
してくるものなのです。

文化人類学、開発の人類学、
観光による地域づくり

山田 亨

①フィールドワークを通じて、組織が提供する公式な情報の裏側と全
体像が見えるようになること。色々な人と知り合いになれて、色々な美
味しいものを食べられること。
②大切なのは「食う・寝る・遊ぶ」。人と会食して情報交換、しっかり寝
て体力回復、そして、思いっきり遊んで文化交流。キャンパスにこもらず
に幅広く活動しましょう。留学に興味ある人はいつでも相談してくださ
い。

人類学（文化・言語）

関根 久雄

文化人類学、地域開発論、
オセアニア島嶼社会研究

①人や社会は一様ではありません。それぞれ固有の価値を持ち、混ざ
りあったりぶつかり合ったりして、様々な社会現象や制度、価値観や
世界観を生み出しています。それらがどのような意味や性質をもつの
かをフィールドワークを通して紐解いていくところに、この分野の魅力
があります。
②考えが言葉になり、言葉が行動になり、行動が習慣になる。そして習
慣が人格を形成し、人格が運命（さだめ）を作る。人が生きることの原
点には「思考」があるということです。考えることをやめずに走り続けよ
う。

柴田 政子

①近代国家にとっての国民教育制度の政治的・社会的機能を学際
的な視点で考えるところ。各国の歴史教育政策は特に興味深い。
②多様な生き方のある社会で活躍できるよう、広い視野をもちながら
様 な々経験をしてください。

教育社会史、歴史教育、比較教育

Simona VASILACHE

①Computers represent this wonderful world that we so 
often depend on. However, they are very obedient, they do 
what we tell them to do. Learning how to make computers 
listen to us and help us is really interesting and cool!
②While being students, you can take advantage of two 
worlds: thechildren's world and the adults' world. Make the 
best of your studentlife and do not waste this precious time! 
Study hard, gain experience, learn about the world around 
you, travel, read many books and make many friends!

Computer science, 
software engineering

石田 東生

①地域、暮らし、産業を支える国土・社会資本・交通システムのあり方
について、具体的提言と政策立案に直結する研究を具体的フィールド
において展開すること、またその過程で多くの人と協働すること。
②社会資本政策は多くの国・地域で常に最大の関心事の一つです。
まじめに取り組みたい人は大歓迎です。関心のある人は話をしに来て
ください。

交通政策、社会資本政策、
国土政策

Haruo Ishida

奥島 真一郎

①環境やエネルギーに関わる問題について、主に経済学的な観点か
ら分析しています。「市場」や「マネー」という手段を「人間」や「環境」と
いう目的（善）にどのように結びつけていけばよいのか、日々悩んでいま
す。
②大学時代に、専門的知識だけでなく教養を、また「自ら学ぶ習慣」、
「自ら考える習慣」を身につけることは、今後の長い人生において極め
て重要なことだと思います。加えて、様々な「実践」にも是非勤しんでく
ださい。

環境経済学、エネルギー経済学、
政策分析

Shinichiro Okushima

鈴木 大三

①皆さんの身の回りから世界規模に至るまで、多くの情報メディア技
術を支える学問、それが「信号処理」です。たとえば携帯電話や地デジ
放送にも、そのノウハウがギッシリ詰まっています。
②世界の変化と共に、様々な情報メディア技術も日々進化を続けてい
ます。単に国際関係の知識を有するだけでなく、情報メディア技術の
知識やそれを扱う方法を身に付ければ、世界における活躍の場が更
に開けます。

メディア信号処理

Taizo Suzuki

高橋 伸

①最近はハードとソフトの両方を開発しながら新しいコンピュータと
人との関わり合いを探っています。ＨＣＩは人や社会に密接に関わる
分野で、理系分野ではあっても文系的な要素が多く含まれている気が
します。
②国際総合学類は様々な分野の教員がいて、幅広い物の見方を学べ
る学類です。コンピュータやHCIも少しかじっておくと将来何かの役に
立つかもしれません。

ヒューマンコンピュータインタラク
ション（ＨＣＩ）

Shin Takahashi

松原 康介

①歴史ある都市の活性化をテーマに、多文化共生、世界遺産保全、
国際協力などの視点から研究しています。中東・北アフリカ地域（旧フ
ランス語圏）を中心に、アジア・アフリカ、ひいては世界中の都市を対
象とします。
②留学やインターン等の現地体験が不可欠です。自ら街を歩いて獲
得したデータを、GIS（地理情報システム）により分析します。フィールド
ワークとメディア・リテラシーを、語学や実習を通じてしっかり養っても
らいます。

多文化共生の都市計画

Kosuke Matsubara

白川 直樹

①自然と人間の接する点にあるところ。自然の奥深さと人間の偉大さ
の両方を味わうことができます。
②頭、身体、心の３つを偏らずに使い、鍛えよう。短絡的思考に陥らな
いこと。

河川環境工学
Naoki Shirakawa

亀山 啓輔

①知的な情報処理をコンピュータに行わせる面白さは，お手本である
人間がどのように環境をセンシングし，理解し，コミュニケーションを
取り合っているかを見直すことで，人間をよりよく知ることができる点
にあります。
②国際総合学類は、さまざまな視点、価値観、専門性を持った学生と
教員のるつぼのような場所です。ぜひここで、誰にも似ていない、世界
に一人だけの自分を精錬して、世界で活躍してください。

情報工学，特にパターン認識とメ
ディア処理

Keisuke Kameyama

蔡 東生

宇宙情報、工学

①私が行っている研究は、宇宙気象とか、水星探査と関連していま
す。太陽系で、磁気をもっているのは、太陽、水星、地球だけで、水星は
地球より太陽に近い軌道を回っており、到達困難な惑星です。再来
年、打ち上げのBepiColomboという探査衛星計画に参加していま
す。地球の磁気は、宇宙から来る放射線から人間を守っていますが、
この磁気は決して未来もあるわけではありません。太陽、地球の磁気
観測をやっています。宇宙開発プロジェクトに参加してみたい人は、是
非連絡してみてください。ロケットの打ち上げや、打ち上げ場は見てみ
る価値があります。
②１８－20代の後半は生涯で一番成長の著しい期間です。この期間
に、留学したり、経験を積むことは大事です。いろいろな経験を積む中
で、自分の本当にやりたいことを探してください。自分の内なる声、「リト
ル自分（サッカーの本田選手は“リトルホンダ”といっていました）」に自
分の本当にやりたいことを問い続けて下さい。

Dong-Sheng Cai

金山 直樹

情報セキュリティ、特に公開鍵暗号
方式について

①情報セキュリティは私たちの生活で必須ともいえるインターネットを
安全に用いるために必要なものです。その一つの分野である暗号理論
が私の専門ですが、実はそこでは数学が「縁の下の力持ち」として活
躍しています。
②これは学生の皆さんに限ったことではないですが、「歩きスマホ」は
やらないでほしいです。歩きスマホをしていてお年寄りなどにぶつかっ
ても何事も無いように歩いていくような人間には絶対にならないでほ
しいです。

Naoki Kanayama

Keiji Maegawa

Toru Yamada

Hisao Sekine

Masako Shibata

教員紹介
研究分野／①専攻の面白さ ②学生へのメッセージ



　“2001 年アメリカ同時多発テロ事件” …

これが私とイスラム教との出会いでした。世界貿易センタービルが

崩れ落ちるのをニュースで見て非常に衝撃を受けたのをよく覚えて

います。当時小学三年生であり、仏教、キリスト教しか知らない私

がイスラム教という宗教をはじめて知った事件であり、その第一印

象は最悪と言っても過言ではありませんでした。「イスラム」という

単語を認識してからはニュース、新聞でその単語を聞くと反応する

ようになりました。そしてそれらはすべてテロ事件、または紛争に

ついてのもので、長い間「イスラム教＝物騒でこわいもの」だと思っ

ていました。ですがそれから 10 年後、私はイスラム圏への留学を

決意します。

　留学を決意した理由は、自分が狭すぎる世界で生きている、と感

じたからです。高校、大学とイスラム教に対する偏見はなくなって

いき、興味も持つようになりましたが、根本に植え付けられたイメー

ジというのは、払拭するのが困難でした。日本にいるだけで感じた

ことをそのまま自分のものにするということはどうしてももったいな

い話です。そのため実際に見て感じたものを自分のものにしたいと

いう気持ちが強くありました。相手の文化・価値観を深く理解し、

その上で感じたことを自分の価値観としたかったのです。

　実際に現地に行くと本当に様々な人がいました。ひたすらイスラ

ム教に勧誘してくる人、すばらしさを教えてくれる人、熱心にお祈り

する人、外国人でイスラム教のすばらしさに触れて改宗する人、そ

の一方でイスラム教を鬱陶しく思っている人、ヨーロッパ至上主義

の人、アラブの文化を卑下するアラブ人など多種多様でした。一人

一人の考え方が私の心、価値観を豊かにしてくれました。そして人

の数だけイスラム教があるのだなと強く感じました。最初に記述し

た同時多発テロに関しては、心を痛めているイスラム教徒にも会い

ましたし、実際に外国に行って差別された人、イスラム原理主義者

に反対する人もいました。そんなたくさんの人々に囲まれて、日本

では絶対に体験し得なかった新たな体験、発見ができました。ま

た自分が広い世界の中に飛び込むことで大きく成長できたと思いま

す。日本と全く違う環境での生活は大変だったことも楽しかったこと

もすべて自分のためになる貴重なものでした。実際に体験してみる

というのはとても重要なことだと思います。人生の中で人に聞くこと

よりも体験することのほうが圧倒的に少ないのは明らかです。この

留学は、これからも何事にも積極的にチャレンジして、体験して人

生を積み重ねたい、と改めて感じた一年間でした。

①なぜ留学に行こうと思ったのですか？
　昔から海外に興味があり、新聞でも海外のニュースばかり見ていまし
た。ですが、それがその国の側面の一部だと認識してから自分の目で
多くのものを確かめてみたいと感じ、留学に行こうと思いました。その
ときは海外に長期滞在＝留学でした。

②準備期間で一番大変だったことはなんですか？
　これは現地に行ってからの話なのですが、出国前に家を決めることが
できなくて、現地に行ってから家を探したのが一番苦労しました。チュ
ニジアは英語がほぼ通じないのでなかなか進まず、１ヶ月間探し続け、
ようやく見つかりました。

③現地の生活で一番印象に残ったことはなんですか？
　現地ではイスラム教の様々な慣習を体験しました。その中で一番印
象に残ったのは犠牲祭という慣習です。今まで日本でしか生きてこな
かった私にとって動物の屠殺シーンは強烈でした。

④TOEFL や TOEIC のスコア、その他の資格を教えてください。
　私は私費で留学していたので留学前に TOEFL,TOEIC は受けていきま
せんでした。ですが、英語、現地で使われているアラビア語は少なか
らず事前に勉強をしてからいきました。

⑤留学をして得たものはなんですか？
　新しい考え方、価値観の違う友達、新たな将来の展望、ある程度の
語学力、日本人らしさ、お腹の皮下脂肪約 8％です。

⑥留学をする一番のメリットを教えてください。
　語学力はもちろん、海外の価値観に触れることによって自分のなかで
の考えや考え方、思考のたどり方が変化します。メリットはそれを日本
のものと掛け合わせ、昇華させることで得られる価値観だと思います。

⑦国際総合を受験しようとしている受験生に向けてのメッセージ
をお願いします。
　国際総合学類に入ったら何をしたいですか？留学に行きたい、世界
を見てみたい、はたまたなんとなく志望している人もいるかもしれませ
ん。大切なのは大学に入学した後です。何をしたいのか思い描きなが
ら受験勉強を乗り切ってください。

十人十色 

加藤大地　国際総合学類 29期
Institute Bourguiba des Langues Vivantes
　　　　　　　　　　　　　　　　チュニジア

　「国際生ってコンビニ行くくらいの軽いノリで海外行くよね。」まだ

一年生だった頃、同期の一人が発したこの言葉を私は笑いながら否

定した。そんな私が留学前、中学時代の友人に言われた言葉は、「留

学行くのにまるで近くのコンビニに行ってくるみたいだね」だった。

ありえないと笑ったことが自分にも当てはまってしまうのかと、不思

議な感じがした。

　一人で海外に出て、なおかつ長期滞在するなんて初めてのことだっ

た。思えば英語を中学で勉強し始めてから英語圏の国を訪れたこと

すらなかった。海外なんてたまに旅行で行ければいい、それくらい

遠いものだと思っていた。なのにいつの間にか留学関連の情報を集

め始め、諸々の手続きを済ませ、日本を飛び出していたのだから驚

きである。そうして始まった留学生活では、当然のごとく言語の壁に

ぶち当たったし、授業でうまく発言出来なかったときに感じた悔しさ、

辛さは今になっても思い出される。いつしか自信を失って、留学前

に描いていた、こうなりたいという理想像からは程遠い自分に嫌気

がさすようになっていた。私にとってやはり海外は遠い存在なのか

もしれないと、心が折れかけたことも何度かあった。

そんな中で、現地でお世話になっていた先生が私にかけてくれた言

葉が、“I’ m confident in you.” だった。確かにあなたはシャイで、

英語力もまだまだだけど、日々積み重ねてきたその努力を私は知っ

てるから、と。そう言われてふっと心が軽くなった。私は勝手に理想

①なぜ留学に行こうと思ったのですか？
　積極的に海外に出る国際の仲間に感化されたのと、そこに留学出来る
チャンスがあったから。入学した頃は、自分は留学とは無縁だと思って
いた。

②準備期間で一番大変だったことはなんですか？
　ビザ取得など、出国直前の渡航準備。経験したことのないことばかりで、
時間に追われていた。ちなみに出国の二日前まで大学の期末テストを受
けていた。

③現地の生活で一番印象に残ったことはなんですか？
　現地で出来た友人と一緒に時間を過ごしたこと。頻繁に会っていたこ
ともあって、今後も続いていく関係を築くことが出来た。

④TOEFL や TOEIC のスコア、その他の資格を教えてください。
　留学前のもので、TOEFL72 点、TOEIC850 点。特にリスニングとスピー
キングに苦手意識があった。

と現実のギャップに苦しんで、自分の欠点ばかりに目がいってしまっ

ていたのだった。一方で、私がそれまで積み重ねてきたものは、人

に自信を持ってもらえるほどのものだったのだと気付かされた。それ

からは出来るだけ色々なことに挑戦するようになった。成長を期待し

つつ、自分のその時々に持ち合わせている力を発揮出来るよう努め

続けたことで、留学生活が充実するようになっていった。結果として、

やりきったと言える9ヶ月にすることが出来たと感じている。

　私にとって世界はまだ、コンビニなどと言えるほど近い存在には

なっていないが、思っていたほどに遠い存在でもないのだと気付け

たことは大きい。だからこそ、留学も手の届くところにあると感じさ

せてくれた国際の仲間に改めて感謝したい。そして、いつか世界が

コンビニと同じくらい身近に感じられる時が来たとしたら、その時は

今回の留学を振り返りながらまた笑っているのだと思う。

⑤留学をして得たものはなんですか？
　たくさんの気付き。自分の内面的なものから、日本を離れて気付いた
こと、偏見を持ってしまっていたものなど、今後に向けて意義ある気付き
が得られたと思う。

⑥留学をする一番のメリットを教えてください。
　視野が広がること。より多くの色んな人、ものに出会うことで、見えな
かったものが見えるようになり、自身の可能性が広がるのを感じられる。

⑦国際総合を受験しようとしている受験生に向けてのメッセージを
お願いします。
　魅力的な仲間が集まる国際総合学類では、多くの良い刺激をもらいな
がら大学生活を送ることが出来ます。私もそんな刺激を受けて留学を決
意しました。皆さんにも是非、国際でそんな素晴らしい仲間と出会って
欲しいと思います。

世界はそう遠くない

近藤友樹　国際総合学類 29期
モナシュ大学　オーストラリア

留学Q&A！

留学Q&A！

留学体験記
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　議員インターンシップ。私がそれに出会ったのは 1 年生の 11 月

でした。夏休みの短期留学を終えて日本のことをほとんど知らない

自分に絶望していたところに、NPO法人ドットジェイピーが主催する、

春休みの 2 か月間を使って議員のもとでインターンシップをするプロ

グラムを紹介されたのです。日本の政治、特に地域政治について自

分がほとんど知らないのを実感したばかりだったので、自分の目で

見てみたいと思い参加を決めました。

　せっかくだから自分に全く関係のない地域の政治を見てみたい、

と思い、千葉県議会議員のもとでインターンをさせていただくことに

なりました。インターンシップで体験したことは普段は絶対に見るこ

ともできず、今まで興味も持ってこなかった地方政治の裏側でした。

議会や予算委員会を傍聴しに行ったり、千葉県内での地域のイベン

トを手伝いに行ったり、他の地域の視察に行って自分の地域に生か

せることは何かないか考えたり…。毎日様々な体験をすることができ

ました。

　その中でも私にとって特に印象に残った体験が、市民から議員へ

の要望に議員が対処している場面でした。日々、千葉に住んでいる

住民から道路や公園についてなど、生活に根差した要望が議員に寄

　インターン先はシンガポールのコンサルティングを行う会社でし

た。夏の短期留学を終えて「将来国際公務員として働きたい」とい

う７年目の自分自身の夢に疑問を持ち始め、就職活動を心に決めた

頃でした。海外で働きたいという自分の言葉に責任が伴っていない

と感じた事をきっかけに、３年の春の就職活動中の１週間を使って、

インターンを経験しました。

　内容は短期間であったため、営業・コンサルタントの補助でした。

大量の過去の資料を、取引先の方にいかに読みやすく作り上げるか

というようなことをしました。しかし、そのような仕事の中でも責任

は重大であり、とにかく時間が惜しいと感じていました。インターン

に参加して痛感したのは、自分の思っている夢を実現するには、自

分の足を動かすことが必要であるということと、自分の言葉の責任感

の２点でした。１点目は、仕事という想像できていると思いがちな

ことに対して、実際に経験を積むことは重要ということです。海外で

働くというイメージと実際に海外で働く事は全く異なっていました。

せられます。私のインターン先の議員は、その要望ひとつひとつに

ついて現場に調査に行き、県庁に行って担当の職員と話し合いをし、

全力で対処していました。それらについていけたことで、議員がそ

の地域を良くするためにいかに頑張っているか、そして社会にどれ

ほどの価値を生み出しているかを知ることができました。

　議員インターンシップに参加して、私が自分にとって一番財産に

なったと思うことがあります。それは、他人のために動く、というこ

とを実感を持って知ることができたことです。今までの私は、その活

動がどれだけ自分の役に立つかという観点で入るサークルなども決

めてきましたが、そうではなく、自分がどれだけ他人のために動け

るか、役に立てるかを考えるという視点を議員インターンで学ぶこと

ができました。

　国際総合学類では、留学やインターン、ボランティアなど、いろ

いろ体験することができます。パッと見て自分の将来の役に立つか

わからなくても、ぜひ様々なことにチャレンジしてみるといいのかな

と思います。

２点目は、自分の「やる」や「わからない」という言葉は責任が大

きいという事です。仕事とは学生生活とは違いプロセスを見てくれ

ないということです。当たり前のようですが、本当に体感しないと感

じられないものであったと思います。

　中学時代から国際公務員を目指し、大学院進学を想定して入学し

た現在の大学でしたが、このようにインターンに行く事ができたこと

で、自分の進路の変更に役に立ちました。インターンに行こうと決

心したのは、何年経ってもどん欲に成長を追い求める周りの仲間が

いたからだと思います。是非４年間、どん欲に得られるものを吸収

して卒業してもらえたらと思います。

社会に価値を生み出すために。
篠木菜月　国際総合学類 30期
千葉県議会議員のもとでのインターン

滝沢真央　国際総合学類 29期
シンガポールのコンサルティング会社でのインターン

　ボランティアのきっかけは、自分も一度実際に途上国に行ってみ

たい、興味のある東南アジアで教育に関わるボランティアを経験し

たいという思いからでした。そこで、私は大学1年の夏休みに2週間、

タイのワットサケオという村にある学校でのボランティアに参加しま

した。その学校は保育園から高校生まで約 1000 人の生徒がいる大

きな学校で、その多くの生徒が山間部の少数民族の出身で地元に学

校がなかったり親が貧しかったり亡くなっていたりするために、併設

されている寮で暮らしながら学校に通っていました。そこで私は寮で

のご飯の配膳の手伝いをしたり子供と一緒に遊んだり、タイの学生

へ英語の授業や日本文化の授業を行ったりしました。

　ボランティアをする中で一番強く感じたのは、自分から動き、うま

くいかないことがあっても柔軟に対応することの重要さでした。事前

に英語で高校生に授業をすることができると聞いていたため、せっ

かく行くなら日本文化を紹介する授業をしようと思い、日本でタイの

高校生に向けて日本文化を英語で教える授業を考えていきました。

しかし現地で先生に交渉したところ、ボランティアは 9 歳以下の小学

生にしか教えられないとのこと。もちろん私はタイ語が話せず、教え

ることになった小学生は英語がわからないので、仲良くなったタイ

　きっかけは授業中配られたチラシだった。外務省のプログラム、

Kakehashi Project だった。「日本の魅力を世界へ伝える」という言

葉に惹かれ応募した。高校の時留学していたカナダで語学力と表現

力の欠如から、日本のファンを作れず後悔していたからだ。今なら

伝えるだけの英語力がある、今がまさにそのチャンスだと思ってい

た。2014 年初春、私は晴れて一員に選ばれアメリカへ飛び立った。

グループに分かれて日本文化のプレゼンテーションをした。ニュー

ヨーク、ウィスコンシン、ロサンゼルスを訪問し、私のグループは煎

茶について発表した。特に現地の高校生・大学生からの反応は何よ

りも刺激的だった。例えば陸軍士官学校 West Point Academy で交

流した学生は日本の煎茶の味に驚いていた。アメリカの煎茶は加糖

でフレーバー付きだから、こんなにも濃い味がすると予想していな

かったようだ。また、ウィスコンシンでは、ある生徒に日本から持参

した煎茶を分けると、「水みたいだね」とソムリエよろしく批評した

のには笑った。緑色なのに水の味がするのが不思議だったようだ。

私は逆に面白い観点をもらった、と感動した。

　今回のプログラムで一番の収穫は日本文化の伝え手の中身がスパ

イスなのだ、という発見だ。平凡な日本の紹介なら誰がやっても同

の高校生に、まず私が

授業で使う文章を英語

で書き、その文章を英

語からタイ語に訳しても

らって声に出してもら

い、その音をカタカナ

で書きとるなど、なんと

かして授業の準備を行

いました。授業後に生

徒から日本についてもっ

と知りたいと興味を持っ

てもらえた時はとても嬉しかったです。

　また、自分が大学で勉強したいことも見つかるきっかけになりまし

た。私がいた学校は寺院に併設されていたのもあり、様々な寄付や

物資が届けられていました。しかし、すべての学校がそのような支

援を受けられるとは限らないし、支援がないところはどうやって運営

しているのだろうか、本当に必要なところに必要なものを配分する

にはどうしたらよいのだろうかという思いが生まれ、それまで数学が

苦手だからと避けていた経済にも興味を持ち、ゼミで開発経済学を

選ぶきっかけにもなりました。

　国際総合学類は、様々な分野の先生や刺激的な仲間とともに学べ

る素敵なところだと思います。様々な人との出会いや機会を大切に

して大学生活を楽しんでほしいです。

じである。何が決

め手かといえば、

媒体の人間性、個

性だと思った。個

性と個性のぶつか

り合いで新しい発

見がある。自分ら

しさ、つまり素の自

分がスパイスなら

ば、そのためには知性の積み重ねが欠かせない。これは単なる教

科書の丸暗記で得られるほど単純なものではない。知性とはおそら

く、知識にプラスして「経験」の中で伴う苦悩や感動から得るもの

であると思う。積み重ねの中では、自分に何が足りないのかという

謙虚な姿勢が求められる。

　高校生の未来の後輩たちへ。自分が将来何をやりたいか、思い

浮かべているでしょうか。私は小さい頃から世界平和に貢献したい

と考えています。高校生の時は、世界で起こっている貧困や紛争問

題について簡単にまとめ自分なりの考えをまとめていました。考える

訓練になり、自ら問題意識を持つ習慣につながりました。大切なの

は「自分で考えること」です。一生懸命出した答えに不正解なんて

ありません。国際総合学類は、自分のこだわりを貫いて極めること

に寛容なところです。等身大の自分でいられるこんな素敵な空間、

日本中探してもそうそうないと思います。ぜひ挑戦しに来てください。

タイで感じたこと
桑原未来　国際総合学類 30期
タイの孤児スクール

“Action Is Character.”
米沼詩音　国際総合学類 30期
West Point Academy(NY) にてプレゼンテーション
University of Wisconsin にてプレゼンテーション

自分の夢をより具体的に
　　　　　　　　　思い描くこと

海外ボランティア・インタ
ーンシップ
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　「国際総合学類出身なのに、なぜ厚労省を選んだのですか。」イ
ンターンや採用面接で厚労省の門戸を叩いた時、そして入省後の今
も、度々聞かれることがあります。読者の皆様の中にも、そのように
思われた方がいらっしゃるかと思いますが、私にとって日本の社会保
障制度を創る仕事は、国際総合学類で学んだ５年間の延長線上に、
自然にある選択肢でした。
　入省以来、様々な分野の政策立案などに携わって感じたことは、
日本が抱える問題の大きさと、それに対する自分の無力さです。新
しい難病対策を創るチームにいた時には、多くの難病患者さんから
日々の生活や将来の不安についてお話をうかがいましたし、難病患
者さんと日々接している自治体職員の方々と意見交換をする機会もあ
りました。労働者の安全と健康を守る部署で法改正チームの一員と
して過ごした１年では、日本中の 500 万を超える事業場、5000 万
を超える労働者に影響を与える改正であることを意識しながら、チー
ム総動員で綿密に検討と調整を進めました。どちらも日本社会が抱
える問題のごく一部を切りとり、解決していく仕事でしたが、その中
で自分にできることは小さく、制度改正という巨大なジグソーパズル
に、数億分の一の微小なピースを一つ一つはめていく作業でした。
　日本の少子高齢化も同様に、簡単に止められるものではありませ

　私は 2011 年から、ICRC の国際救援職員として、パレスチナのヨ
ルダン川西岸地区、スーダンの北ダルフールを経て、現在、ラオス
のビエンチャンで働いています。ICRC は、戦争や武力紛争の犠牲を
強いられた人々に対して保護と支援を行う、公平にして中立、かつ
独立した機関です。
　北ダルフールに赴任したときは、反政府武装勢力に捕らえられた
政府軍兵士の引き渡しの仲介と釈放前後の支援を行っていました。
あるオペレーションで、8 名の政府軍兵士の釈放に立ち会うため、
反政府勢力の支配地域へ向かったときのことでした。治安上の理由
から、20 分間に規定されていた引き渡し時間内に最後の 1 名の身
元の確認ができませんでした。チームリーダーを任された私が、身
元の確認をしないまま、兵士を政府軍側に引き渡すかどうかの判断
を迫られました。苦渋の決断の末、彼一人を反政府軍のもとに残す
ことになりました。
　ICRC の保護活動のルールは、捕えられた兵士の引き渡しを行う際
に、政府・反政府の双方の同意を得ることを求めています。私は、
このルールを守ることで政府軍と反政府軍の関係を保ち、義務を果
たそうと考えたのです。関係が悪化すれば、今後の活動に影響を及
ぼしかねません。しかし、紛争地では、ルールを守ったからといって、
次に引き渡しに応じてくれるとは限りません。残された一人の政府軍

ん。日本の年金財政が一晩
で劇的に改善することもあり
ません。日本の長時間労働
の慣行をなくすことも、日本
経済を急成長させることも、
容易なことではありません。
国家公務員として解決すべき
課題を考えた時、無力な自
分との間にとてつもなく大き
な壁を感じます。
　核軍縮、温室効果ガスの
排出規制などの国際社会が
直面する多くの課題は、様々な利害関係を巻き込む複雑な問題であ
ることを国際総合学類で学びました。それらの課題に対して解決策
を提示していく責務が私たち若い世代にはあるということも、学生時
代に教えられました。実際に、世界のそれぞれのフィールドで、情
熱をもって課題の解決に尽力している同級生がたくさんいます。厚
労省に入省して４年が経った今、日本社会が抱える諸問題も同じこ
とが言えるということを実感しています。複雑で、容易に解決できる
ものではないけれど、私たちが解決していかなければならない、と
いうことです。だから私は、広い世界の中で「日本の社会保障」を
自分のフィールドとして選びましたし、これからも、他のフィールド
で活躍する同級生から刺激をもらいながら、正解のない問に対して
少しずつ答えを出し続けていきたいと思います。

兵士は家族のもと
に帰る機会を失っ
てしまっただけで
なく、生きては帰
れないかもしれな
いのです。「ルー
ルを守る」「相手
の顔を立てる」と
いう価値観を優先
させたために、人間の命と尊厳を守るという人道支援の原点がおざ
なりになってしまいした。上司から叱咤された "rules are for the 
obedience of fools and the guidance of wise"　( ルールとは、愚者
が従うべきもので、賢者には指針となるものである ) という言葉は、
心に刻まれています。
　国際社会で働くことは、多様な価値観を持った人たちとコミュニ
ケーションを図り、共通の目標に向かって活動をすることです。正念
場のとき、自分の持っている価値観が判断基準になります。しかし、
常識や価値観にとらわれすぎると大きな過ちや誤解につながること
があります。自分が培ってきた価値観が正しいとは限りません。日々、
ICRC で働く中で、日本の常識や価値観は、通用しないと痛感してい
ます。
　筑波大学の国際総合学類では、今まで育んできた常識や価値観
を、一度、破壊し、創生する学問の探究と経験を模索できる環境が
整っています。机上の勉強だけでなく、知識の裏打ちとなる経験を
重ね、新しい価値観を手に、世界に羽ばたくことを願ってやみません。

「社会保障」というフィールド

伊神春奈　国際総合学類第 24期（2010 年度卒業）
厚生労働省大臣官房国際課

価値観の破壊と創生
保田文子　国際総合学類第 20期（2006 年度卒業）
赤十字国際委員会
　　　　　（International Committee of the Red Cross/ICRC）

　2012 年 10 月一つの夢が叶った。憧れであった駐在員として私は
UAE のドバイでの勤務を始めた。総合商社の金属部門に所属する
私は、中東産油国の石油・ガス開発の関連設備（洋上油田プラット
フォーム、パイプライン、石油貯蔵タンク etc）向けの鉄鋼製品を販
売している。インド人、エジプト人、イギリス人、イラン人、シリア人、
フィリピン人 etc、毎日様々な人種との交流・折衝の連続で苦労は
多いが充実している。殊に中東＆MENA地域は情勢が不安定である。
日々状況が変化し間接・直接的に自分のビジネスに影響する。例え
ばイランの核協議。5＋1 カ国とイランが包括合意に至れば之迄制
裁により取引が出来なかった同国企業との契約が解禁となり大きな
商機となる。合意はいつか？各国の思惑の中で合意の内容は？それ
を見越して今・中期・長期で何をするのか？こうして情勢推移や当
該国のカントリーリスクを分析しビジネスを組み立てる事は立派な
マーケティングであり、人やお金という経営資源の投下を決定する
にあたって重要な要素を占める。これは商社に限定した話でなく、
グローバル経済に組み込まれた多くの日本企業は日本の外で起こる
物事に無関心では居られない。
　国際情勢を読み解く事は国際総合学類を卒業した者であれば真骨
頂・お手の物であるはずだが勉学を多少（？）疎かにしてしまった
私は今更ながらに勉強したりもする。そうして思う。“せっかくの機
会だったのにもっと勉強しておけば” と。従い、この明日の
Executive の読者の多数であろう在学生や受験生の皆さんが羨まし
い。皆さんには「筑波大学国際総合学類で学べる」機会が目の前

にある。改めて国際総合学類での学業・キャンパスライフの特徴は
なんだろうかと思い返すに、答えは様々あろうが、“豊富な英語環境”
はその特徴の一つであろう。英語での授業・教科書・レポート・ディ
スカッション、多数の帰国子女・留学生、交換留学、グローバルに
活躍する OB・OG 達 etc、英語での授業は高校卒業まで留学や海
外での生活経験がない私にとっては衝撃だった。今思えば英語で読
み書きしそして思考する事は忍耐によって慣れる物であり、また（国
際的な業務に従事する）社会人になると当たり前の事だったりする。
能動的にそして欲張りになりさえすれば、幾らでもそうした機会が得
られるのが国際総合学類だろう。また、バラエティに富んだ人材と
の交流も見逃せない。国際公務員、NGO、外交官など皆国際的な
活躍を志にして集まり、紆余曲折を経て様々な進路に進む。或る者
は初志貫徹で外務省や JICA へ、或る者はテレビ局や音楽業界に飛
び込んだりと。仲間たちは其々の第一線で一旗揚げようといつも自
分の将来を真剣に考えている。いつまでも刺激を与えてくれる一生
ものの仲間が出来る事も国際総合の特徴であろう。

あなたたちが羨ましいです

若山孝弘　国際総合学類 17期（2002 年度卒業）
現：住友商事㈱ 在ドバイ Summit Steel（M.E.）FZCO 出向中

OB・OGからのメッセ
ージ

主な就職先一覧 （平成 18-25 年度）
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　公務員・独立行政法人・NPO
防衛省　経済産業省　農林水産省　外務省　厚生労働省
警察庁　自衛隊　東京国税局　東京簡易裁判所
日本政策金融公庫　日本国際協力センター
JICA 青年海外協力隊　東京外国語大学
東京都庁　茨城県庁　宮城県庁　長野県庁
つくば市役所　貝塚市役所

　商社
丸紅　三井物産　三菱商事　伊藤忠商事　住友商事　JFE 商事

　マスコミ・広告
ＮＨＫ　共同通信社　日本経済新聞社　朝日新聞社
読売新聞社　北海道新聞社　中日新聞社　秋田魁新報社
電通　リクルート　KADOKAWA　セプテーニ

　金融・保険
三井住友銀行　三菱東京UFJ 銀行
みずほフィナンシャルグループ　モルガン・スタンレー
シティ・グループ　野村證券　SMBC 日興證券　東京証券取引所
みずほ銀行　群馬銀行　山口銀行　常陽銀行　大和証券
琉球銀行　信金中央金庫　東京海上日動火災保険
あんしん生命保険　ジェー・シー・ビー

　製造・建設
日立製作所　パナソニック　キヤノン　三菱重工業　川崎重工業
神戸製鋼　島津製作所　日産自動車　本田技研工業　マツダ
ヤマハ　ボッシュ　デンソー　日本 IBM　NEC　東芝　インテル
富士通　武田薬品工業　三菱化学　資生堂　花王　Ｐ＆Ｇ
久光製薬　新日鉄エンジニアリング　NOK　TOTO　ウシオ電機
ヒガシマルインターナショナル　日立化成工業　鹿島建設
モリタホールディングス　アジア共同設計コンサルタント

　流通・運輸・通信・情報・エネルギー・不動産・人材
日本航空　日本通運　日本郵船　商船三井　ＮＴＴ東日本
ＮＴＴ西日本　ＮＴＴデータ　リクルート　ベネッセ
セブン -イレブン・ジャパン　楽天　野村総合研究所
デロイト トーマツ コンサルティング　アクセンチュア
ＪＲ東日本　ＪＲ西日本国際物流事業本部　東京電力　関西電力
中部電力　東北電力　国際興業　東興海運　近鉄エクスプレス
鈴与　ドウシシャ　JX 日鉱日石エネルギー　JALUX　日立物流
東日本高速道路　旅工房　伊藤忠テクノソリューションズ
近畿日本ツーリスト　エイチ・アイ・エス　JTB 首都圏　SHIFT
メンバーズ　ワークスアプリケーションズ　オロ
大京リアルド　パソナキャリア
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②潘ゼミ・日本外交
③人生一発逆転への道はこれし
か残ってないと思う。
④すしざんまい

学生紹介　20

夢はおっきく
　　　　　Ｊリーガー

②中野ゼミ・開発経済学
③大好きな日本をもっと輝か
せたい！この大きな世界に影
響を与えたい！
④じゆうきまま。

為せば成る

②奥島ゼミ・環境経済学
③世界中にフェアトレードが広
まっていつかそれがあたりまえ
になってほしい。
④愉快で大好きな仲間に囲まれ
て毎日しあわせです（＾Ｏ＾）

笑顔は無敵！

②中野ゼミ・開発経済学
③地元を愛する心はいつまで
も忘れないようにしたい。
④夢に向かって日々努力して
いる。

約束は守る

②吉田ゼミ・国際法
③たくさん勉強して、自分の
軸をしっかり持ってる素敵女
子になりたいです。
④たくさんの素敵な人たちに
支えられつつ、幸せな時間を
過ごせました (^^)

人生で大切なことって
大抵めんどくさい
( 宮崎駿さんより )

②首藤ゼミ・アジア政治
③なんにも決まってない
です、強いて言うなら日
本にずっといたいです。
④特筆するようなことは

ないです。起きて寝て、のんびりと過ごしてます。

明日は明日の
　　　　風が吹く

②関根ゼミ・文化人類学
③サッカーに関わる人に
なりたいです。最悪テレ
ビで試合観れればいいで
す。

④良い友達に囲まれて楽しく生活しています。

時は金なり。

②大友ゼミ・国際政治学
③美味しい空気・太陽の
光・波の音・新鮮な魚…
最高！憧れです。

④勉学に挫けそうな時はいつも、友人と 3K 棟と大量のお菓子に救わ
れました！

人生には何一つ
無駄なものはない

②中野ゼミ・開発経済学
③仕事も結婚生活も、どっちも
完璧にこなせる人になりたいで
す！
④周りの皆から刺激をもらっ
て、常に前向きでいられる！

何か成し遂げたいなら
人に頼まず自分でやれ！

②Tkach-Kawasaki ゼミ・メディ
アと政治
③嘘です。
④影がフグの刺身くらいの薄さ
です。

無いですね。考え方な
んか変わるし。

②前川ゼミ・文化人類学
③できる男でいたい。あらゆる
面で。そんで退屈しない人生を。
④写真撮影の時にものもらいに
なるなんて…なんだかなー

生きてるだけで丸儲け

②関根ゼミ・開発人類学
③防音仕様の地下室付き。
雰囲気のある書斎も欲しい。
④北緯 35 度 58 分 45 秒東経
140 度 13 分 3秒が定位置です。

仏の顔も三度まで

②前川ゼミ・文化人類学
③誰かのために一生懸命になれ
る、誰かに必要とされる人間に
なりたいです。
④温かい仲間に囲まれて幸せで
す。毎日感謝することばかり。

一期一会

②高橋ゼミ・情報工学
③人の夢のサポートをする、そ
んな “人助け” の仕事が出来れ
ば本望です。
④そうですね。日々、読書と詩
を書くことに明け暮れています
かね。

敷かれたレールの
上だけを歩こう

②大友ゼミ・国際政治学
③心の優しい、周りに人
が集まってくるような男
になりたいから。
④尊敬できてかっこよす

ぎる仲間たちに高めてもらっている自分。

物事は本気でやる
からこそ面白い

②関根ゼミ・開発人類学
③多くの人に優しくして
もらえたのでこれからの
人生は自分がその分返し
たいです。

④面白い友人と過ごしながらパンクロックとライブ（あと野球）中
心生活です！

迷惑かけるつもりな
いけど、好きにやら
せてもらうわ！！
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②前川ゼミ・開発人類学
③太陽が輝く青い空の下で、き
れいな海を見ながら風を感じ
る。夏、最高！
④大好きなバスケをして、マラ
ソンを走り、旅行して、友達と
しゃべる。幸せ！

楽しいから笑顔になるん
じゃなくて、笑顔になる
から楽しくなる！

②吉田ゼミ・国際法
③平日は自分の興味分野に携
われる仕事、休日はサッカー
観戦をする事
④決めたことはとことんやり
きる

forever challenge

②前川ゼミ・文化人類学
③色々あってもちゃんと
笑って幸せって言える人
生にしたい。
④いつも充実しておりま
す、おかげさまで。

大事なのは、
素直さ 謙虚さ 愛嬌。

②関根ゼミ・文化人類学
③Active に異なる
Background の中でも適
応できるってこと！

④ありのままで～♪　自然体です。自由です。のんびりしてます。

今、この一瞬を
　　　　　大切に

②松原ゼミ・都市計画
③色々な世界の空港に
行ってみたいです。ビジ
ネスクラスで。
④みんなと切磋琢磨し合

い、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長していますたぶん。

能ある鷹は
　　　　爪を隠す

②毛利ゼミ・東アジア政
治
③常に新しいこと、変化
を求めて動き続ける人生
にしたいね

④都会の喧噪に憧れながら気の赴くままに生きてます。

迷ったときは
　　直感を信じる

②田中ゼミ・国際経済学
③世界中を旅して空気を
吸って、刺激を受けたい
です。
④音楽、旅に浸る日々。

夏から 1年間のアメリカンライフ！ ( ´ ▽ ` )

周りに流されず自分
だけの人生を生きる

②中野ゼミ・開発経済学
③笑顔を忘れずに、自分をもち
つつ年を重ねていきたいから。
④たくさんの素敵で尊敬できる
人々とつくばでの生活を楽しん
でいます♪

おもしろがる実力があれば、 
世界中どこでもおもしろい。 
実力がない人は、 変わったも
のでないとよく見えない。

②高橋ゼミ・情報工学
③遊んで暮らしたいです。二十
代は頑張ります。
④フリスビーを追いかけてま
す。

後悔先に立たず

②前川ゼミ・文化人類学
③世界各地で仕事をしながら、
毎朝苦手なドリブルを練習しま
す。
④本当に良い友達に囲まれてい
ます。

スフレは温め直せない

②吉田ゼミ・国際法
③世界中の人が自らのやりたい
ことに挑戦できる、平和な環境
作りに貢献する
④おっちょこちょいすぎて、い
ろんなところで人に助けても
らっております。

Today I will do what others 
won't, so tomorrow I can 
accomplish what others can't.

②大友ゼミ・安全保障学
③社会の一員として！色々なこ
とを知って、考え、実行できる
人間になりたい。
④勉強にサークルに遊びに特に
課題に充実した楽しい生活を
送ってます！

生きているということは
知ることである

②井出ゼミ・言語人類学
③自分の決断を自分が信じられ
るようになりたい
④新しいものだらけで毎日どき
どき。

案ずるより
　　　　産むが易し

②黒川ゼミ・国際経済学
③どんなことにも挑戦的
に、行動力のある人間に
なる！

④つくばでの残りの時間を大事にします！！思い出いっぱいつく
る！楽しむ！

なんとかなる

②松原ゼミ・都市計画
③なんか素敵じゃないで
すか。
④自由気ままにやりたい
ことやってます。

計画通りいかないか
ら人生なんだ、よく
覚えておきやがれ！

②遅野井ゼミ・ラテンア
メリカ政治
③世界で困ってる子ども
の力になる仕事に就きた
い

④夢を現実に近づかせている。はず。

なんとかする
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②赤根谷ゼミ・安全保障学
③ゆっくりしたい
④眠い _(:3」∠)_

go hard or go home

②大友ゼミ・国際政治学
③本当に難しいことで、だから
こそかけがえのないものだなー
と最近感じます。
④東京や筑波の学生から刺激を
受け、自分らしく挑戦と前進を
続けています。

その罪を憎んで、
　　　その人を憎まず

②毛利ゼミ・東アジア政治
③選択肢をなるべく全て理
解した上で判断や問題解決

をできるように
④音楽に没頭しています。これからも趣味でありつづけると思います。

座右の銘というほど立
派なものはありません
が、なるべく多くの視
点をもつことを意識し
ています。

②中村ゼミ・ロシア政治
③ハーレー乗ってルート
66 でアメリカ横断したい
です。
④バイクに出会って新し
い世界が開けました。

明日は明日の
　　　　風が吹く

②前川ゼミ・文化人類学
③いろんな地域に行って
いろんな人と出会う！夢
はデカく！楽しく！

④自由奔放！でも目標を見つけてちゃんと頑張れてる！何でも楽し
めれば最強笑

考えは深く、そして
シンプルに謙虚に

②白川ゼミ・河川環境工
学
③幸せとは人それぞれな
ので自分は自分の幸せを
追求していきたいです

④いろんな人に出会ってなんだかんだ楽しんでます

捉え方次第

②岩崎ゼミ・比較政治学
③ファースト•ビジネスク
ラスでも恥ずかしくない
大人でありたいもので
す。

④フルネームをフルネームとして認識されません、短いから笑。

何処までも
positive thinking

②東野ゼミ・ヨーロッパ
の国際関係
③政治家だけでなく、み
んなで政治を考えられる

国にしたいです。
④つくばの素敵な人、場所、団体と関わってこられて幸せです！

No guts, no glory.

②内藤ゼミ・計量経済学
③自分のしたい仕事をしてお金
貰って自由気ままに暮らそう
④麻雀サークル作ったら 50 人
規模の巨大サークル化してビビ
りました。

なんとかなる

②井出ゼミ・言語人類学
③理想に近い自分でいられる
と、心が穏やかになって、人に
優しくなれるー！
④がむしゃらだったりのんびり
だったり、気分屋だけどそれな
りに頑張る私

塵も積もれば山となる

②井出ゼミ・言語人類学 
/ 大友ゼミ・国際政治学
③器もでっかく、キャパ
もでかく、交友関係もで
かい人間になりたいで
す。

④美味しいモノを食べ、たくさんお勉強して、たくさんお仕事をし
ました。

なうおあねばー

②吉田ゼミ・国際法
③何事も嘆かず、感謝し
て毎日を大切にしたい
④いっぱい映画見て、

いっぱい食べて、いっぱい太りました。

人の世には道は一つ
ということはない。
道は百も千もある。

②赤根谷ゼミ・国際政治
学
③世界を愛と幸せで満た
すために、まずは自分か
ら発信していきたい♪

④CLOVER 大好き人間 気ままにマイペース

一期一会

②白川ゼミ・環境工学
③人間らしさと程よいお
かしみが肝心だと思いま
す。
④色々吸収して生きてま
す。

笑門来福

②内藤ゼミ・経済学
③いろんな仕事をこなさ
せる万能マンになれるよ
うに努力したい

④たくさん遊んだり、勉強したり、将来のために切磋琢磨してます

献金力行

②毛利ゼミ・中国政治
③運動不足で失ったパワフルさ
を取り戻して、心も体もパワフ
ルに生活したい♪
④毎日楽しく過ごしています♪
野球部のマネとしては好きなこ
とができて幸せ！

為せば成る



Question & more → 座右の銘 ①出身地・出身校②ゼミ・専攻③夢について（スケッチブック：夢）④つくばでの自分

25　学生紹介

学生紹介

学生紹介　26  

②大友ゼミ・国際政治学
③時間にも精神的にも余裕を
持った大人になりたい。
④多くの新しい出会いに恵まれ、
周りの人々に感謝をする毎日で
す。

終わりは始まり

②毛利ゼミ・中国政治、東アジ
ア国際政治
③楽しんで働いて、と同時に周
りも幸せにできたら素敵だなっ
て思います。
④周りの人に支えられながら楽
しい毎日を送っています。感謝
感激雨霰！

のんびり

②関根ゼミ・開発人類学
③どんな状況下でも試行錯誤し
続けて周りの人を豊かにできる
人間でありたい。
④様々な価値観の人と関わりな
がら、自分なりのペースで楽し
く過ごしてます。

好きこそ物の上手なれ

②井出ゼミ・言語人類学
③自分が困った時、気持ちを分
かってくれる人の存在がとても
大きかったから。
④自分の強いところも弱いとこ
ろも全部受け入れてくれる仲間
が最高の宝物！

ゆいまーる

②潘ゼミ・日本外交史
③おばあちゃんになっ
て、家庭のなかで笑顔で
楽しくすごしたいです！
④自由に！開放的に！

七転び八起き

②松原ゼミ・都市計画
③きれいなものをたくさ
ん見て、美味しいものを
たくさん食べる＆のむ！
④毎日、たくさんの人に

支えられて、素敵な日々を過ごしています！

明日は明日の
　　　　風が吹く

②前川ゼミ・文化人類学
③人の良い所を探して優
しいことだけを話して広
い心を持った女性になり
たい

④喜びと悲しみをシェアできる仲間がいて自分がいる。みんなあり
がとう♡

Everyone 
happens for a 
reason

②松原ゼミ・都市計画
③自分が作るもので誰か
を笑顔にできる人生って
素敵。
④浮いたり沈んだりしな

がら、気付けばちょっと前に進んでるんですよね。

君の喜ぶ顔が見た
い！

②黒川ゼミ・国際経済学
③おばあちゃんになっても好奇
心旺盛にたくさんのことに挑戦
していきたい
④軸がぶれぶれの 2 年間。最近
固まってきた～と思いきややっ
ぱりぶれぶれ

そのままでいいがな。
　　　　　　　みつを

②田中ゼミ・グローバル経済史
③踊ることや音楽、表現は何歳
になってもやめたくないしたぶ
んやめられない。
④友人や素晴らしい仲間に恵ま
れ、サークルに勉強に必死にう
ちこむ日々です！

踊って歌えば人生は最
高！

②黒川ゼミ・国際経済学
③自分も周りも幸せな気持ちに
なれる笑顔は無敵！
④迷って螺旋階段をぐるぐる。
でもつまり昇ってるんだから大
丈夫だよね♪

頑張るんじゃなくて
　　　楽しむんだよ！

②柴田ゼミ・比較教育
③死ぬまでには戦争がな
くなってるといいな
④走りまくりです

直感に従え。

②前川ゼミ・文化人類学
③いなくなって初めて存
在価値がわかるような人
間になれればなと思いま
す。

④そこそこ勉強、いっぱい遊び、様々な素晴らしい人と経験に巡り
会いました。

人にやさしく

②大友ゼミ・国際政治学
③停戦調停や平和構築を
適切に。少しずつ戦争の
ない世界へ
④考えて、読み、書きを
するだけです

志なくして
学問の完成はない

②松原ゼミ・都市計画
③オッサンにはならざるを得な
いので、せめて賢くなりたいで
す
④一喜一憂

人生は一局の将棋なり、
　　　指し直す能わず

②毛利ゼミ　国際関係
③日本の未来は僕たちにかかっ
ているかもしれないしそうでも
ないかもしれない
④やるときはやるぞと思いなが
らだらだら生きています

未来は僕らの手の中
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②潘ゼミ・日本政治外交
③周りの支えてくれる人を大切
にして自分のやりたい事を目一
杯やる！
④大学と友達に支えられながら、
やりたい事ができて毎日が充実
しています！

悩んだらやってみる！

②Leslie Tkach-Kawasaki ゼ ミ・
New Media & Politics
③世界のどこに住んでいようが、
気楽に今を生きている人であり
たい。
④ゆる～く、マイペースにやっ
ております :D

It is important in life not 
to be strong, but to feel 
strong

②岩崎ゼミ･比較政治学
③人生を最後に振り返ったとき、
幸せだったと思える人生は、最
強だと思うから
④自分の面倒を見るのすら大仕
事で、ここまで育ててくれた親
に改めて感謝です

なんとかなる！
楽しんだもん勝ち :)

②毛利ゼミ・現代中国政治
③知識を切り売りしてさくっと
豊かになる。老後は北欧でのん
びり暮らしたい。
④強くて弱い人間。つくばに来
て人の痛みが分かるようになり
ました。

明日の俺にやらせよう。

②吉田ゼミ・国際法
③誰もに誇りをもって語
れるような人生を選択し
たい。
④学類の代表として学生

と大学の橋渡しに走り回っていました。

生きることは
　　　　　戦いだ

②内藤ゼミ・国際経済学
③自分だから任せたいと
思ってもらえるような仕
事をする大人になりたい
です
④タフに生きる！

やってみないと
はじまらない

②東野ゼミ・ヨーロッパ
政治
③常 に う ま ず た ゆ ま ず
passion を持って走り続
け、生きた証を残したい！

④お茶、フラメンコ、読書と趣味に耽りつつ、好きにやらせてもらっ
てます！

人生は集めたもので
はなく、散らしたも
のである。

②井出ゼミ・社会言語学
③周りの人にこいつ、面白い奴
だなって思われるような人間に
なりたいです。
④念願の本屋でバイトしてま
す。大量の本に囲まれてとても
幸せです。

自分とは探すものでは
なく作るもの

②金山ゼミ 暗号・情報セキュリ
ティ
③いつか音楽とデザインとプロ
グラミングのマルチ人間になり
たい
④つくばに限らずマイペースで
す

今この時間を
　　　　精一杯楽しむ

②井出ゼミ・言語人類学
③些細な勘違いや無知などに
よって生まれた誤解を少しでも
なくしたいです
④個性が強く刺激的で、また優
しく親切な方々に囲まれ、幸せ
に暮らしてます

笑顔と感謝で生きる

②黒川ゼミ・国際貿易
③自分が開拓した新たな
分野に君臨したい笑
④少しでも自分の関心に
触れたものをかき集めて
ます。

人生一度きり、
全てにチャレンジ

②首藤ゼミ・アジアの国
際関係
③人と出会い、自分がど
う行動するか。現在進行
中の目標です。

④迷いながら 信じながら 走ってゆく

不言実行
(Actions speak louder 
than words.)

②内藤ゼミ・国際経済学
③人のために尽くすよう
な仕事に就きたいです。
④大切な人がいっぱいで
きました

一期一会

②奥島ゼミ・環境経済学
③人生が終わるときに、
微笑んでいられたら幸せ
だったってことだと思い
ます。

④一部の層からは癒し系 ?? 距離が縮まるとときにやりすぎるのはご
愛嬌で笑

一視同仁

②岩崎ゼミ・比較政治学
③「無知は罪なり。」世界を関心
の波で巻き込むと、きっとより
良くなるはず！
④自分は自分、と割り切って好
きなことばかりしています。い
いの、いいの。

あなたはいつもゴール
手前で諦めてしまう。

②前川ゼミ・文化・開発学
③他の人とは違った視点を持
つ、そんなクリエイティブな存
在で常にありたい。
④学業以外でもインターン、
サークルなど自分を高める場に
恵まれています。

当たり前の一歩先へ



４月
入学式
新入生歓迎会

５月
やどかり祭（宿舎祭）

春季スポーツ・デー

11 月
雙峰祭（学園祭）
秋季スポーツ・デー

12 月
秋 AB モジュール
　　　　　　テスト

１月
卒業論文・独立論文
　　　  提出

２月　春休み
秋 C モジュール
　　　　　テスト
ゼミ選考会

３月
卒業式

６月
春 AB モジュール
　　　　　テスト

７月
オープンキャンパス

８月  夏休み

春 C モジュール
　　　　　テスト
ゼミ合宿
短期インターン
短期留学
海外旅行
免許合宿

９月

Campus Life
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