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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
再生産され続けます。2018年1月以降の数ヶ月だけを
みても、イラク、アフガニスタン、リビア、ナイジェ
リア、イエメン、ロシアなどでテロ組織による襲撃
事件が頻発し、中東、東南アジア、アフリカ大陸の
多くの国々において内戦や民族紛争などがなお進行
しています。それらの事件や紛争は数多くの犠牲者
を出しているのみならず、難民の流出を誘発し、国
際社会における更なる対立につながっています。現
に難民の受け入れ問題をめぐってヨーロッパ諸国の
間で大きな亀裂を生じています。難民問題と並んで、
いわゆる不法移民の問題も国際関係における新たな
対立要因として台頭しています。米国による厳格な
移民政策の実施とそれに対する隣国メキシコの猛反
発はこの種の紛争の難しさを物語っています。他方、
長年続く紛争に転機が訪れる場面も見られています。
二転三転の末、実現された米朝首脳会談はその一例
でした。ただ、こうした外交的な努力は問題解決の
カギになるか、それとも単に混迷を深めるだけなの
か、事態はまだ流動的です。翻って経済分野におい
ても政治や安全保障面に負けないほど重大な国際紛
争の連鎖反応が発生しています。通商政策をめぐっ
て米国は中国をはじめ、ＥＵやカナダなど主要な貿易
相手国と激突しています。これらの当事国のすべて
と密接な貿易関係を有している日本も事態の推移如
何によって深刻な影響を受ける可能性があります。
また、テロ問題から貿易摩擦に至る各事案の進展は
関係国の国内情勢とも連動しております。交通輸送
や情報伝達の技術の向上は国境を超える人、モノ、
そして金の移動を容易にさせる効果をもたらす反面、
国際問題と国内問題の境界を曖昧にさせ、国際紛争
をより複雑化させる一因になっています。
　これらの情勢に直面しつつ、私たちはどのように
対処したらよいのでしょうか。グローバル世界及び
それと表裏一体になっている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、自由貿
易、規制緩和、氾濫する情報など、昨今の国際社会
の諸問題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
される現代的諸問題に対し、グローバル、ローカル

双方の視点から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して先見性と独自性
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、経済学、文化・社会開発、情報・
環境という、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見に
つ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、またはそ
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見に
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。
（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は卒業論文（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。

　国際総合学類は独創性と洞察力を有し、国際社会
及びそれと連動するローカル社会の繁栄と発展に寄
与できる人材の育成を目指しているが、それを実現
するには教員側の努力はもちろんのこと、学生自身
の主動的な取り組みも不可欠です。国際社会の諸問
題をどう見るのか、それらの問題の解決に向けて現
在の自分はなにをすべきかを真剣に考えながら、学
問に精進し、その上、国内外において実践的な活動
に励む、それが国際総合学類生（「国際生」）の姿です。
このような国際生（3年生）たちによって企画・編集
されている本誌をぜひ紐解いていただきたいと思い
ます。
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国際関係学主専攻

専門ゼミナール

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
スポーツ文化論
国際開発協力論

（国際関係学主専攻）
国際貿易論
国際金融論
公共政策分析
公共経済学
ヨーロッパ社会経済史
ミクロ経済学
マクロ経済学
ジャパニーズ・エコノミー
国際政治経済学
基礎経済数学
経済数学
世界経済史
Comparative Economics
Mathematical Economics
History of Economic Thought
 

文化・社会開発分野

情報・環境分野

専門基礎科目（選択）

専門基礎科目（必修）

経済学分野

国際開発計画論
開発人類学
地域開発論
教育開発論
途上国の教育と国際協力
産業組織心理学

International Education
Outline of Japanese Education
Population and Development
Population and History in 
　Japanese Perspective
Social Anthropology
Personal Computer and 
　Japanese Word Processing

（国際開発学主専攻）
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
開発と金融
都市経済学
開発経済学
International Financial 
　Institutions and Economic 
Development in Emerging 
　Economies in Southest Asia
Introduction into General 
　Management
Human Resource Management
Health Economics

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
国際組織法
国際法Ⅰ
国際経済法
国際労働法
国際政治学

国際機構論
国際相互依存論
政治思想史
国際通商論
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
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
中央アジアの国家と社会
外交法政策論
Public Policy
Transnational Social Policy
Comparative Society

教育援助政策論
音声聴覚情報処理
パターン認識
コンピューター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
信号処理概論
ヒューマンインタフェース

都市計画実習
都市計画原論
都市計画の思想史
都市計画の歴史
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

応用数学
情報科学Ⅱ
Cプログラミング
データ解析
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

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  

行動調査法
統計科学
Media Politics   
English Discussion Seminar
English Debate 

国際学 I
国際学 II

国際学 III
国際学 IV

国際政治・国際法分野

専門科目 専門科目

国際開発学主専攻
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環境保全、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・文化・社会開発の授業科目領域および情報・
環境分野の授業科目領域が設定されています。

国際関係学主専攻では、現代の国際問題に対する理解を社会科学を中心に学際的な観
点から深め、ガバナンス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。

カリキュラム　0403

カリキュラム紹介02

国際学ゼミナールⅠ
国際学ゼミナールⅡ
独立論文

インターンシップⅠ
インターンシップⅡ
海外研修Ⅰ
海外研修Ⅱ

インターンシップ

卒業
論文

専門ゼミナール・
インターンシップ

専門科目

専門基礎科目（選択）

専門基礎科目（必修）



回答者：清水 龍洋

1. どうして国際総合学類を選んだのですか？　
　学類の｢教育の概要・理念・目標｣に感動して選びまし
た（ホームページにあるので是非読んでみてください）。
受験生の時は希望の専門分野が決まっていなかったので、
幅広く学んだあと専門分野を選べるのも魅力的でした。
大学の魅力（広さ、自然など）も忘れてはいけませんね！笑

2. なぜこの分野に進んだのですか？　
　様々な分野の授業を受けていくなかで一番興味深
かったのが国際政治・国際法分野でした（その分成績
も良かったです笑）。中国政治のゼミに所属していま
すが、第二外国語や留学、海外旅行などを通じて中国
に興味を持ちました。ゼミ選択に悩む人もいましたが、
僕はすんなり決まりました。

3. ゼミではどのようなことに取り組んでいますか？　
　春学期は中国現代史の教科書を輪読し、論文とは何
かについても学びました。また、首都圏の 7 大学が集
まる合同ゼミに参加しプレゼンや討論を行いました。
夏期休暇にはゼミ合宿を行い、秋学期は独立論文や卒
業論文を執筆します。

経済分野
Econom

ics 回答者：寺島 菜生

1. どうして国際総合学類を選んだのですか？　
　アフリカの人々の笑顔に魅せられ、多くの人を笑顔
にしたいという思いがあったことと、社会の不平等さ
に疑問をもっていたことから国際を選びました。また、
興味関心の幅が広かったので、専門分野を決める前に
幅広く学べることを魅力に感じました。

2. なぜこの分野に進んだのですか？　
　もともと方程式やグラフが好きだったこともあり、
社会的・経済的現象を数式で表し、データと理論から
分析できることにおもしろさを感じました。また、デー
タを使って政策を分析し、よりよい政策を考えること
で日本の経済力向上に貢献したいと思ったからです。

3. ゼミではどのようなことに取り組んでいますか？　
　統計学、計量経済学の分析の手法、マクロ経済学
の理論を学ぶと同時に、HIVや租税政策、経済開発な
どに関する論文を読み、どのような研究がなされて
いるか学んでいます。最終的には、興味のある社会・
経済現象について、データを用いて自ら実証分析を
行います。

回答者：村松 翼

1. どうして国際総合学類を選んだのですか？　
　高校 2 年生の頃から漠然と国際系の学部で学びたい
と考えていました。そして高校 3 年生の部活引退後に
志望校を決める際、当時の私が精いっぱい努力して入
れそうなレベルにあった筑波大学の国際総合学類を選
びました。

2. なぜこの分野に進んだのですか？　
　私は、インドのハンセン病コロニーでワークキャン
プという手法を用いて課題解決を目指す団体に所属し
ています。現地に深く入り、現地住民の視点で考えよ
うとする視点が、ワークキャンプと文化人類学に共通
していたので、この分野のゼミに入りました。

3. ゼミではどのようなことに取り組んでいますか？　
　世界の諸問題を文化という視点から捉えることを学
んでいます。どの社会課題にも共通するのは、人が苦
しんでいるということです。そして、人が集まればそ
こには文化が生じます。それゆえ、その集団特有の文
化を尊重した課題解決の方法を探ることは重要だと考
えています。

文化・社会開発分野

Culture and Social Development

情報・環境分野

Information and Environment 
回答者：坂崎 寛子

1. どうして国際総合学類を選んだのですか？　
　途上国支援に興味があったからというのが一番の理
由です。将来人助けがしたいという理由から医学部志
望でしたが、数Ⅲが思ったより難しかったので文転し
て国際総合学類を受験しました。都会より田舎の方が
好きっていうのもあります。

2. なぜこの分野に進んだのですか？　
　プログラミングの授業を受けた時に面白いなと感じ
たのが、情報系を視野に入れ始めた理由です。元々パ
ソコンを触ってるのが好きだったし、開発分野より自
分に合ってると感じました。国際では結構マイナーな
分野だったので、内心わくわくしていました。

3. ゼミではどのようなことに取り組んでいますか？　
　最初にCHIなどの論文をたくさん読んで、どういう研
究が現在行われているのか理解した上で、自分の興味
分野の論文を調べて発表したりしていました。今は先行
研究を参考にしながら独立論文の準備を進めています。
最 近は4 年生の先輩の研究の参 考として、Nintendo 
Laboを一緒に作らせてもらったのが楽しかったです。

経済分野

文化・社会開発分野

情報・環境分野

国際政治・国際法分野

Politics and International Law

分野紹介　0605

分野紹介03

国際政治・国際法分野



国際政治
・国際法

分野

良書との出会いは、人の一生を左右します。しかし、世界に
無数の書籍が氾濫するなかで、実際に巡り合い、読むこと
のできる良書はごく限られています。一冊の良書との出会
いを特別の「縁」と考え、大切にしたいと思っています。
①研究分野は「国際関係論」で、中でも「安全保障論」や「国際政治経

済学」「国際レジーム論」といったテーマを探求しています。「国際関
係論」は、「社会システム」のなかでも最も巨大な「国際システム」の
探求から、それを構成する国家や社会の基本単位である人間の探
求まで、研究する対象の射程が幅広い点が魅力です。

②機会があれば、国際色豊かな筑波大学のキャンパスで、国際問題に
ついて一緒に考え、語り合ってみませんか。

Tatsuo Akaneya
赤根谷 達雄

Itsuro Nakamura
中村 逸郎

①現代ヨーロッパの国際関係
　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、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。

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。

Atsuko Higashino
東野 篤子

①現代中国研究、アジア太平洋の国際関係
　対外行動と国内政治がどう連動しているのかを解き明かすこと。
②歴史と古典を学び、生涯の道しるべにして下さい。

Aki Mori
毛利 亜樹

①国際関係学、国際政治、中央ユーラシアの国際関係
　本分野は政府間の関係のみならず、様々な地域機構の世界各地の

地域としてのアイデンティティを研究し政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。

Timur DADABAEV

①東南アジア政治
　とくにインドネシア政治を中心に研究しています。体制変動や

民主化に伴う地域独自のダイナミズムの究明に研究の面白さが
あります。

②積極的に海外に出て多様な価値観を学んでください。 

茅根 由佳

Political Communication, New Media and Politics, 
Website Analysis, E-science, Research Methods in 
Internet Studies
①Political Communication, New Media and Politics, Website 

Analysis, E-science, Research Methods in Internet Studies
　My 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!!

Leslie Tkach-Kawasaki
レスリー タック川﨑

塞翁が馬
①国際政治理論、国際安全保障、アメリカ、日米関係
②Critical thinkingを大切に

Takafumi Ohtomo
大友 貴史　

Cast a cold eye
On life, on death.
Horseman, pass by! (W.B. Yeats)
①Jurisprudence/Political Philosophy; Comparative Public 

Administration.
　I conduct research and publish in the area of law and politics, 

and with my four main subjects of research being as follows: 1. 
International Law and Political Thought; 2. General 
Jurisprudence; 3. Law and Politics in Reform-era China; 4. Law, 
Politics and Literature. I am at present fully committed to, and 
active in, research with all of these subjects, and I expect to 
continue to be so in the future. Even so, I am now particularly 
excited with my studies to do with law and politics in relation to 
literature, as this is providing me with the stimulus to begin 
some major writing projects on subjects that I have not hitherto 
addressed with my published work.

②The world today is experiencing change and upheaval on a scale 
unprecedented in the more than 61 years of my lifetime. This 
situation is such that young people can expect to gain vast 
riches in intellectual terms through study at university: provided, 
that is, that they understand from the beginning that these 
riches will come only as the reward for hard work and serious 
endeavour. 

Charles Edward COVELL

己の欲せざるところは人に施すことなかれ
①日本外交史
　一枚一枚の史料を通して遠い過去と遠い将来の間に位置する現在

の国際社会の諸問題とその意義をじっくりと観察・思索しながら、時
代の躍動感を「静かに」満喫する機会に恵まれる分野です。

②大学を、単なる問題解決の方法を習得するための場所としてでは
なく、問題を発見する方法、そして問題に立ち向う姿勢を学ぶ場所
として活用していただきたいと思います。

Liang Pan
潘 亮

①比較政治学　連邦制　二院制議会カナダ政治
②大学は専属的に「知」の訓練ができる最後の場所です。

Mikiko Iwasaki
岩崎 美紀子

Kayane Yuka
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政治系と国際法学系の科目を中心に、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養成を目的
としています。

International Politics and International Laws
国際政治・国際法分野

国際政治・国際法分野

Politics and International Law
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変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、先進国で急激に進む高齢
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。

Economics
経済学分野

①開発経済学　中東・北アフリカ地域
　現代中東・北アフリカ経済における制度やシステムを歴史的背

景と地政学的特性を踏まえて分析し、産業発展や雇用創出に生
かそうと考えています。

②幅の広い視野を持ち、知的好奇心を常に磨きましょう。

Kenichi Kashiwagi

柏木 健一

Yuko Nakano
中野 優子

「念願は人格を決定す　継続は力なり」
①国際貿易論、産業組織論、マクロ経済学、日本経済論
　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）から来た誰々さん」というだけの裸の
自分になれて楽になれます。

Cherish meaningful life.
①My research interest is economic policy and reforms. Besides the 

active debates regarding the different aspects of economic policy 
issues and their implications, the central effort of economic 
researchers is to change life for the better. It is therefore both 
exciting and challenging field of research endeavor.

②To prospective students: Learning in a university is both 
challenging and interesting. Be ready to be surprised and 
intellectually challenged.

Yoshinori Kurokawa

迷ったらドキドキする方を選ぶ
①開発経済学
　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々と共有で
きることがやりがいです。

②大学では論理的な思考能力と、自らが生きる社会を相対視する力
を養ってもらいたいと思っています。大学の勉強は「知的などき
どき」に満ち溢れています。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。

不動心
①公共経済学、実証経済学
　第一に、社会の様々な事の原因には経済的背景があることだと思

います。第二に、常識的にはそのような事がありえないのではな
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
に挑戦する仮説を立て、データでそれを証明して、これまでの常
識を覆すことができる点だと思います。

②よく学んで、いろいろな話をして、いろいろな本を読んで、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。

Hisahiro Naito
内藤 久裕

黒川 義教

Abu Girma MOGES

現場から理論へ
①企業・労働史、グローバル経済史、比較労働政策
　研究対象：日本、世界、ドイツ
　消費者として店で買い物をしたり、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そう変わ
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
とって貴重な財産となるでしょう。

Yoko Tanaka
田中 洋子

①During 18 years’ research and teaching career with the 
Universities/ think tanks, INGO and Government, I have gained a 
diverse perspective on international development and dedicated 
myself to test acceptability and adoptability of different 
technological and institutional innovations of the contemporary 
needs.

②To me, smart high school students who like to contribute to the 
future policy reforms in his/her country, region and international 
level, I like to recommend them to study economics/international 
development at University of Tsukuba. I am excited to teach and 
supervise students on Development Economics and Southeast 
Asian Studies/Economies.

Mohammad Abdul Malek

Zhengfei YU

A man can enlarge the principles which he follows; those 
principles do not enlarge the man.
①My research field is Econometrics. It focuses on the methodology 

of recognizing spurious relationships and uncovering true 
causality from data. For example, in data we observe that college 
graduates usually earn more than high school graduates. Is it 
because education enhances labor productivity? Or is it simply 
because smarter people are more likely to go to college? 
Econometrics provides methods to answer such questions.

②Good luck in discovering and following your passion.

Never too late to start
①言語人類学、語用論、社会言語学
　ことばと文化からひもとく人間社会の理解
地域：アメリカと日本、過去には韓国も
②勇気と好奇心を胸に、色々な人と出会い、様々な景色を見て、複

眼思考を身につけて下さい。

Risako Ide
井出 里咲子

感謝・寛容・謙虚 
①文化人類学・地域開発論・オセアニア島嶼研究。あたり前を疑

い、現象の内側に隠れている意味を明らかにすること。
②大学受験や将来の進路など、悩ましいことばかりの日々かもしれ

ません。多少遠回りになっても、自分にはハードルが高いと思っ
てしまうようなことであっても、後悔しない挑戦をしてくださ
い。それはきっと、あとになって何ものにも代え難い財産となっ
て返ってくるはずです。

Hisao Sekine
関根 久雄

経済分野
Econom

ics
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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。

Culture and Social Development
文化・社会開発分野

文化・社会開発分野

Culture and Social 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。

Information and Environment 
情報・環境分野

情報・環
境分野

文化・社会
開発分野経済分野

Information and Environment 

Shinichiro Okushima Taizo Suzuki

The greatest barrier to success is fear of failure. 
①Computer science / Software engineering 
　Computers 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 
work for us is interesting and cool! 

②Do not be afraid to follow your dreams, to try new things. This is 
the time to find out what you love and pursue your passion, no 
matter what! Study hard, learn about the world around you, 
travel, read many books and make many friends!

奥島 真一郎

学問の道は山の如し。愈々登れば愈々高し。
①環境経済学、エネルギー経済学、政策分析
　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、日々考えています。

②大学生になったら、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」を是非身につけてください。

Shin Takahashi
高橋 伸

Honesty is the best policy.
②ヒューマンコンピュータインタラクション（ＨＣＩ）
　コンピュータと人との関わり合いという面から、より良いコン

ピュータシステムを探っています。情報科学、数学、社会学、心
理学、人類学、哲学など理系文系にわたって多くの分野に関わる
学際的な研究分野です。

②国際総合学類はいろいろな分野の教員がいて、幅広いものの見方
を学べる学類です。情報科学や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。

鈴木 大三

独立自尊
①メディア信号処理
　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。

百聞は一見にしかず
①多文化共生の都市計画
　中東・北アフリカ地域の都市計画
②留学を通じて心身ともに鍛えましょう！

Simona VASILACHE

Kosuke Matsubara
松原 康介

多くの人が死に際して後悔することは、「人生に
おいてチャレンジしなかったことだ」ということだ。
①文化人類学、開発の人類学、観光による地域づくり
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。

Keiji Maegawa
前川 啓治

Things outside the schools matter even more 
than the things inside the schools. 
①教育社会史、歴史教育、比較教育
　比較教育学:国際的な視点で、社会が変化する過程で教育が果た

す役割を考えること。 
②夢を追ってください。

Masako Shibata
柴田 政子

Keisuke Kameyama
亀山 啓輔

Seize the day for what it is. Seize the day for 
what you can get from it.
①情報工学、特にパターン認識とメディア処理
　五感から入ってくる刺激を学習に基づきカテゴリ分けし、更なる

状況判断に活用する、人間がもつ知的能力をコンピュータで実現
することをめざす研究分野です。昨今、いくつかの応用に対して
はコンピュータが人間を越えたとも言われますが、まだまだ人間
をはじめとする生物、自然に学ぶことは少なくありません。

②自分が思い描いているゴールを実現するためには、自分にどのよ
うな能力が必要なのかを真剣に考え、時間を無駄にせず着実に前
進してください。

Dong-Sheng Cai
蔡 東生

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、打ち上げ予定のの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。そこで太陽、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。

Naoki Shirakawa
白川 直樹

萬象ニ天意ヲ覚ル者ハ幸ナリ 
①河川環境工学
　自然の精妙さと人類の英知を共に学び、未来への希望を語れると

ころ。 
②目的と手段をよく見分けること、自由な発想を大事にすること。

教員紹介　12
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僕のインドネシアで
過ごした半年間はまさ
に新しい自分に出会う
旅でした。ちょっとキ
ザすぎるかもしれない
で す が、本 当 に そ う
だったんだろうと思い
ます。

「なんでこんなところ
に来てしまったんだろ
う、帰りたい」。ジョグ

ジャカルタに到着したその夜、僕はベッドの中でこう思いました。とにか
く暑い気温、交通ルールを無視して縦横無尽に走り回るバイクや車、鳴り
響くアザーンの音、壊れかけのトイレ、クーラーもテレビも冷蔵庫もない
部屋。留学にキラキラしたイメージしか持たず、期待に胸を膨らませてい
た僕にとって、異国の現実はあまりにも想像と違いすぎました。そして、
何よりも自分にとって辛かったのは言語の壁でした。留学前は英語に対す
る劣等感はあまりなかったのですが、相手の言ったことが聞き取れない、
自分の言いたいことが上手く言葉にできないという事実は初日にして僕の
心をいとも簡単にへし折りました。

最初のうちは本当にすべてが大変で、日本に帰りたいという気持ちが消
えることはありませんでした。文化の違いにうまく適応できなかったのは

もちろん、街ではインドネシア語しか通じないという言語の壁にぶち当
たったのも大きな要因でした。それでも、ある一つの出来事をきっかけに
僕の留学生活は大きく変わりました。それは、僕が通っていた大学で日本
語を教えていた日本人の教授に、うまくインドネシアになじめないという
悩みを相談した時のことでした。その時彼はこういったのです。「今自分
がやりたいと思うことをやりなさい。悩んでいる時間がもったいない」と。
日本から遠く離れた異国の地で日本人からもらったこの言葉は皮肉にも自
分の価値観を広げる契機となりました。この言葉のおかげで、僕は自分の
現実と真摯に向き合い、様々な活動、学習、遊びに精一杯取り組めるよう
になったのです。そうこうするうちに、僕の留学はあっという間に終わり
を迎えてしまいました。

「日本には帰りたいけど、インドネシアを去りたくない」。半年の留学を
終え帰国する日、僕はこう思いました。留学した直後のようなネガティブ
な思いではなく、ポジティブな思いが沸いたことに、自分で自分の成長を
感じたのを覚えています。半年で文化の壁、言語の壁を完全に乗り越える
ことはできませんでしたが、理解することはできるようになったと思って
います。そして、素晴らしい仲間と出会い、インドネシアという国を大好
きになることができました。文化も言語も宗教も何もかもが日本とは違う
インドネシアという国での生活は、想像もしていなかったことだらけでし
た。しかし、この経験をしたからこそ自分は新しい自分に出会うことがで
きました。そして、前より一回りも二回りも成長できたのではないかと感
じています。

新しい自分とのエンカウント
西　聖（インドネシア  ガジャマダ大学）　

二年次の秋から三
年次の夏にかけて10
か月間ほどカナダの
サスカチュワン大学に
交換留学をしました。
サスカチュワン大学は
カナダの内陸にある
サスカチュワン州の中
のサスカトゥーンとい
う町にあります。サス

カチュワン州では有数の都市ではあるものの人口規模も町の規模も非常に小
さく、隣町まで車で2時間から4時間はかかるという途方もない田舎です。私
自身カナダに対する漠然とした憧れはあったものの、留学に応募する前はサ
スカチェワンという地名すら聞いたこともなく、誰に留学先を言っても「・・・
どこそれ？」というのが定番の反応でした。留学先でもことあるごとに、「な
ぜここを選んだのか？」という風に聞かれましたが、一言でいえば「縁」、さ
らに言うなら「たまたま」「なんとなく」「流れで」です。そのおかげか日本
人自体非常に少なく、筑波大学との交換留学協定も私の年が初めてというこ
とで、特殊な環境で過ごすことができました。留学の目的には様々なものが
あると思います。確かに何か明確な目的を持っていたほうが得られるものが
多いのは事実ですが、私のように「とりあえず行ってみる」「とりあえずやっ
てみる」「日本から逃げたい笑」というのでも、何から何まで違う環境で過ご
すということはかけがえのない経験になるはずです。

私の中で、これはいい経験になったなという一番の出来事は、日本人とし
てのアイデンティティを強く意識させられたということです。黙っていれば中
国人と間違えられますが、ひとたび日本人だと言うことでたちまち質問が飛ん
できたり、日本にいては感じることのできない、「外国人」としての「日本人」
を意識させられました。日本では当たり前だと感じていたことを聞かれる、
または他国と違うとは思ってもみなかったことを日本は面白いと言われる、さ
らに「日本ってここがすごいよね！」と嬉しそうに言われると、日本人であるこ
とを誇りに感じました。その一方で、日本の事を聞かれても意識してこなかっ
たため答えられない、むしろほかの人の方が知っているということもたくさん
ありました。また正反対に、世界中が知っているだろうと思っていた日本の
事を知らない人もいるということにも驚かされました。

そんな環境下で大学内には日本人団体というものがないのですが、向こう
で出会った「縁」から30もの学生団体が参加する学内最大の文化交流イベ
ントGlobal Villageに日本人として参加させてもらう機会を得ました。日本を
もっとプッシュしていこうという思いから、他の日本人留学生4人とともに、企
画からブースの設置運営までに携わることができました。人数が少なすぎて、
思う様に準備が進まなかったり、当日は他国のブースを楽しむ余裕もなかっ
たのですが、提供したちらし寿司やお菓子、日本を紹介するパネルなどを大
勢の人に楽しんでもらうことができました。

こういった経験はやはり日本から出ないと体験できないものですし、何より
そこで得たひととのつながりが今後に大きくつながっていくと思います。どん
な理由でも飛び出す、やってみるということからつながっていくものなんだな
と感じました。サスカチェワン大学に興味があればぜひ行ってみてください。

「なんとなく」からつながる「縁」
福原 英里子 （カナダ  サスカチュワン大学）　

　大学二年次の9月
から10か月間モスク
ワ国立大学へ留学し
た。私 は 安 全 保 障
学に興味があり筑波
大へ入学した。しか
し、安全保障学を学
んでいくうちに、現
在のアメリカナイズ
された日本の社会、
報道に段々と疑問を
持ち、冷戦時代唯一
ともいえるアメリカと
肩を並べ対立してい
た大国であり、現在
も安全保障学におい

て重要なアクターであるロシアという国に興味を持った。その国の本質を知るため
にはロシア語を勉強する必要があるだろうと思ったのが留学を決意した理由だ。

上記の目的で留学に行ったものの、ロシア語力はというと、一つの単語が文の
流れによって変化していくためとても難しいうえに、その文法を基に会話をすると
なると困難を極めるものだった。しかしながら、語学を学ぶ傍ら、私はもう一つ大
事なことを学んだ。

私は留学中、日本人駐在員が運営しているスポーツチームに入り、週三回はそ
の環境の中で運動をしていた。語学習得の為留学し、最高の環境で勉強できるに
も関わらず、なぜ日本人と一緒にいるのだろうと思う方もいらっしゃるだろう。

確かに、勉強の時間とスポーツをする時間を両立させることは難しかった。今
振り返ると日本人コミュニティにいることの方が多かったように思う。だからと言っ
て、本来の語学習得を疎かにしていたわけではないし、この時間の使い方には後
悔はしていない。なぜなら、コミュニケーションという点で確実に日本では得られ
ないものを体験したからだ。具体的には、学生と関わるのに必要なコミュニケー
ション能力とは別のコミュニケーション能力、つまり、世界を相手に仕事をしてい
る現役社会人の方々と話す力を身につけることができた。社会人の方々の生活や、
各々の分野から見ている社会に対する視点などから、社会で生きるうえで必要なコ

ミュニケーション能力等をいち早く学べたと思っているからだ。また、日本にいて
は不可能に近いほど多くの大手企業の方と親しくさせていただいた。その数10人
や20人どころではない。

さて、モスクワで生活をしている日本人の数は約2000人弱と言われている。そ
の数が、多くの企業の人と知り合うにはベストな環境だった。日本企業が重点を
置くデュッセルドルフやロンドンでは在留邦人の数は数万人に上る。そういった環
境だと、同業者の人と会うことはほぼほぼ無いそうだ。何をするにしても自社で人
数が足り、他企業との関りも契約先の企業だけ。それに比べてモスクワは、何を
するにしても人数が足りないことが多い。その分、いろいろな企業の方々が企業同
士の垣根を越えて、イベントやスポーツに参加することが多かった。日本人コミュ
ニティにはいろいろな会が存在し、いくつか面白い会もあり、名前だけ紹介すると、
丑の会（丑年生まれの方々が集まる会）や中国会（中国に住んでいた方々が集ま
る会）、九州男児会（もはや九州好きな人誰でも参加可能な会）などもあった。

私がなぜこのような話をしたかというと、留学と一括りにしてみたところで、語
学以外でも色々な経験や学習ができるということだ。語学を学ぶだけの留学にな
るだろうと考えていた私は、モスクワでの留学が、このような形になるとは一ミリ
も想像していなかった。他の留学生とは若干異なる生活をしていたとは思うが、そ
の中で一つ言えるのは何事も前向きに取り組むことである。無駄なことは何一つな
い。私はこれから必要となり大事になるであろうとって社会性と、人との繋がりを
得ることができた。留学目的であった、堅苦しい内容とはかけ離れた留学生活に
なってはしまったが、他の人にはできなかったであろう経験をした。

国際総合学類を目指している高校生の皆様へ。人生いろんなことが起こります。
思ってもみない方向に物事が進むときもあります。この文章を読んでいる全員が国
際総合学類に進学できるとも限らないでしょう。しかし、置かれた状況を全力で楽
しめば何とかなります。何か得られます。私は、反省はどんどんしますが、後悔だ
けはしない人生にしようと心掛けています。私のモスクワ生活も反省すべきことは
たくさんありますが、後悔はしていません。なので皆さんも後悔しないように一日
一日を楽しんでください。

そして、私はこの9月から国立台湾大学へ10カ月の留学へ再び飛び立ちます。台
湾大学への留学目的もモスクワと同じように堅苦しいものではありますが、帰って
来た後、何を思っているのか、どれだけ今の私が持っている台湾留学のイメージ
とかけ離れたことをしているのか、台湾留学が楽しみでなりません。最大謳歌の最
大幸福。まずは自分自身が楽しむこと。それが幸福への近道だと思います。

The Greatest Happiness of the Greatest Fun
橋本 美樹 （ロシア  モスクワ国立大学）　

 

▶留学・研修プログラム
•ASIP（地域研究イノベーション学位プログラム）
　新興国を対象とした地域専門家を育成するプログラム。学士課程後期
と博士課程前期の一貫制教育コース（５年制）で、新興国における１年
間の留学と海外インターンシップの実施を義務付けている。

•国連ユースボランティアプログラム
　国連ボランティア計画との協定に参加する日本のコンソーシアム大
学が連携し、学生を開発途上国へボランティアとして派遣するプログ
ラム。

•Campus-in-Campus
　CiC協定校との間で授業科目を共有するための科目ジュークボックス
が設置されており、その中の科目は単位互換がしやすい。国境や機関の
壁を越えた教育研究交流を実現するためのプログラム。

•Ge-NISプログラム（ロシア語圏）
　日本とロシア語圏で活躍できるマルチリンガル能力と実務能力、さら
にグローバルマインド、国際対話能力を兼ね備えた人材を育成するプロ
グラム。

•持続的な社会の安全・安心に貢献するトランスパシフィック協
働人材育成プログラム（中南米）

　地球規模課題の解決に向けて広く社会の安定に貢献できる中核的な実
務人材の育成を目的とした中南米への海外留学派遣プログラム。

•AIMSプログラム（ASEAN諸国）
　ASEAN諸国および日本間の学生交流を活発にし、ASEANコミュニティー
を形成することを目的としているプログラム。

▶奨学金（平成30年度）
•官民協働海外留学支援制度トビタテ！留学JAPAN
　文部科学省など、官民協働で2014年から実施している海外留学支援制
度。返済不要の奨学金や事前事後研修等の支援で、意欲ある学生の海外
チャレンジを応援するプログラム。

•筑波大学基金「開学40+101周年記念募金」海外留学支援事業
　開学40+101周年記念事業として学生の海外留学等支援を実施し，グ
ローバル人材の育成を推進するプログラム。学生の短期留学，海外キャン
パスの充実・整備及び附属学校の国際交流事業の支援を行う。

•JASSO海外留学支援制度（協定派遣）
　日本学生支援機構による奨学金。海外の大学との学生交流に関する協
定等に基づいて留学プログラムを支援し、資格・要件を満たす学生に奨
学金を支援する制度。

留学プロ
グラム

●奨学
金紹介

Global Villageの代表者ミーティングでの様子

友達とパインツリーの森にて（右端が筆者）

モスクワソフトボール大会にてメンバーと
（最前列右から3番目が筆者）
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大学に入ったらサークルでス
ポーツを頑張りながら、「学生団
体」のような場所で大学生だか
らこそできる活動をしてみたい
な、と思っていました。1年生の
春、た く さ ん の 学 生 団 体 に 出
会った中で、ついて行きたいと
思える先輩が多く、1年生を対等

に見てくれて活躍できそうといった印象を受け、入会したのが「CLOVER
～難民と共に歩むユース団体～」でした。

茨城県牛久市に東日本入国管理センターという法務省の施設等機関があ
ります。母国での政治的・宗教的な理由による迫害から逃れるために来日
したものの、在留資格を得られらなかった難民申請者を含め、さまざまな
理由で正規の在留資格を持たない外国人が300人ほど収容されていますが、
収容者の人権が脅かされていることが問題となっています。CLOVER～難
民と共に歩むユース団体～は団体名に「難民」とありますが、主にこのよ
うな入国管理センターで心身共に大きなストレスを抱えている「難民申請
者」等の外国人が未来に希望を持って生きられるよう寄り添う
ことを目指しています。具体的には大きく分けて2つの活動があ
ります。1つ目は東日本入国管理センターを定期的に訪問し収容
者と話したり、言語習得のニーズに辞書や教材の差し入れを通
して応える支援をしたりする活動です。2つ目はイベント開催で
す。彼らを取り巻く状況を良くするため、社会の認知度や関心
が依然として低い入国管理センターや日本に暮らす難民、日本
の入国管理の現状について市民や学生にイベントを通して伝え、

考えるきっかけを提供しています。
私たちは大学生であり、豊富な資金があるわけではありません。社会や

国に対する大きな影響力を持っているわけでもありません。そのため大き
く複雑な問題の根本的な解決に挑戦することが難しく、もどかしく思うこ
とがありました。入国管理センターの収容者と面会し、認知を広めるため
のイベントを開催するといった地道な活動を続けて、本当に彼らの役に立
てているのだろうか、と悩むこともありました。それでも、これらの活動
によって今目の前で困っている彼らが少しでも笑顔になり、前向きに生き
ていけることに直接的あるいは間接的に貢献できていると思います。その
実感が私の原動力になっています。数年前までは難民問題に特別な関心を
抱いていたわけではなく軽い気持ちでこの団体に入った私でしたが、本気
で取り組むうちに、気づけば団体の活動はそれ抜きで私の大学生活を語る
ことができない程大きな存在となりましたし、難民問題を自分と関係のな
い問題ではなく身近な問題として真剣に考えることができるようになりま
した。これから大学生になるみなさんはぜひ、どのようなきっかけであれ
本気で取り組めることを見つけてほしいです。1人ひとり違った「充実」
が大学生活で必ず得られると思います。

見つけた場所で本気になること
国際総合学類 3 年次　木間 香苗

私は昨年の9月に、外務省アジア大洋州局南部アジア部南東アジア第二
課でのインターンシップに参加させて頂きました。南東アジア第二課は主
にインドネシア、シンガポール、フィリピン、ブルネイ、マレーシアを担
当し、外交関係の強化のための政策立案等の業務を行なっています。私は
そこで「日尼EPA、日比EPA、日越EPAに係るインドネシア、フィリピン及
びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れ」業務に携わ
りました。具体的には、候補者が日本語の授業を受けている様子を視察し、
彼らに聞き取りを行うことで、日本語研修がどの程度の効果があって、課
題はどこなのかをまとめ、報告するというものです。また、過去に候補者
として来日し、現在は実際に日本の介護現場で働く外国人介護福祉士を訪
ね、彼らの仕事ぶりや成果を記録にまとめるといったことも経験しました。
情報漏洩の観点から限られた範囲での業務であったものの、充実した期間
を過ごすことができました。

そんな数ある貴重な経験の中でも最も印象に残っているのは、「外交は
一本のメール、一本の電話、一人の外交官から成る」という省員の方の言
葉です。歴史的な会談も、その裏では地味な調整を重ね、深夜まで文書を
作成している人がいる。まさに外交はたゆまぬ努力の賜物であることを実
感しました。

かくいう私も、もともと「世界」や「国際」にゆかりある学生ではあり
ませんでした。地方の公立中学、公立高校で海外とは無縁の環境で育ち、
何がしたいのか分からないまま入学した国際総合学類。ここでの仲間との
出会いが大きく自分を変えました。本学類には諸外国からの留学生や海外
経験を積んできた日本人学生が多く集まります。私自身も彼らに触発され

て、将来は日本と世界との架け橋になれたらと考えるようになりました。
その思いが、今まで想像したこともなかった留学へと自分を駆り立て、さ
らに留学先での出会いが今回のインターンへ繋がり、インターンが卒業後
の進路へと繋がっていったのだと思います。もとを辿れば素晴らしい仲間
との出会いが全ての始まりでした。

高校生の皆さん、先入観を捨て、価値観の多様性を受け入れてみてくだ
さい。国際総合学類にはあなたをもっと成長させてくれる素晴らしい仲間
がいます。ぜひ、素敵な四年間を過ごしてください。

外務省インターンシップ体験記
国際総合学類 4 年次　荻島 寛法

　私が日本人であると分かる
と、コンニチハではなくアジ
ノモト！と返ってくる国、カ
ンボジアで、１年次の夏休み
の６週間を、ボランティアを
し て 過 ご し た。3歳 か ら18歳
の子どもが通う英語学校で一
日 ６ コ マ(7:00~19:00)の 授 業

を担当し、教科書はなく、授業の仕方や内容全てを任された。私は英語を
「教える」よりも、子どもたちと、異なったバックグラウンドを持った私

とがお互いの理解を深めることを通して、子どもたちがより英語や異文化、
世界に興味を持ち、英語を学ぶ意欲を高めることができるようなクラス作
りを意識した。

このボランティアのきっかけは、高校時代に訪れたアメリカやオースト
ラリアの学校での経験だ。教授方法や授業形態など海外との教育の違いを
肌で感じ、日本の教育を客観的に見ることができた。それと同時に、私は
世界中に山積する教育課題、特にそれまで私が目を向けて来なかった
発展途上国における教育に関心を持つようになったのだ。　

滞在中、バケツに溜まった雨水で体を洗ったり、毎朝起きた時に今
まで見たことのないような大きさのゴキブリと格闘したり、一人乗り
のバイクに4人で乗って通学したり、私は現地の生活スタイルや環境
に馴染むことは6週間では足りないと感じた。体調も崩したことで、
楽しい思い出以上に苦労したことの方が多かったが、それでも毎日休
まずに子どもたちと共に学ぶことを楽しみ、再びカンボジアに行きた
いと思えるのは、現地語も話せない、突然外国から来た私を先生と呼

び、スカイプを通じて今も近況を報告してくれる子どもたちの笑顔や、ホ
ストファミリーと他の先生のおかげだ。時間をかけてその異文化を受け入
れられるようになりたいと思っている。

私は、異文化をすぐに受け入れることができなくても、好きにならなく
てもいいと感じる。ボランティアをしたということ自体に満足して、その
異文化を理解した気になることが最も避けるべきことであり、理解しよう
とする姿勢を持ち続けることこそが異文化理解では重要なことだと考える
からだ。

情報がすぐに手に入る今、理解した気になったり、この道に進めばこう
なるというリスクまで想像できてしまうために、小さな一歩を踏み出すこ
とを躊躇したりしてしまうことがある。しかし、それでは勿体無い。国際
総合学類には高校までにはなかった様々な学問分野に出会い、たくさん悩
み、そして最終的に本当に自分のやりたいことを見つけられる環境がある。
大学時代は自由に使える時間も多くあるからこそ、高校生のみなさんには、
この国際総合学類で冒険や未知なる世界に出会うチャンスを積極的に掴み
取って頂きたいと思う。

AJINOMOTO!!
国際総合学類 3 年次　金泉 愛

ボーイスカウトという団体をご存知ですか。野外活動を通じて青少年
を育成する世界規模の団体です。私はそこに幼少期から所属し、大学２
年の６月から３カ月間、スイスにあるスカウトセンターでボランティア
ス タ ッ フ と し て 働 き ま し た。そ の セ ン タ ー はKISC（Kandersteg 
Internat ional  Scout  Center）と呼ばれており、ボーイスカウトの世
界機構がもつ唯一のスカウトセンターです。運営は世界中のスカウトに
よって行われており、給料はお小遣い程度です。私が所属したボランティ
アチームSummer2017のスタッフは21 ヵ国から37人が集まりました。
主な業務内容はキャンプサイトの整備、宿泊施設の掃除、洗濯などのハ
ウスキーピング、調理、スカウトが参加するプログラムの運営です。1日
の労働時間は約8時間で週に5.5日働きます。休みの日は友人と一緒に国内
を旅行したり、周囲の山に登ったり、プールで遊んだりしました。日常
生活は3人ずつのルームシェアで共同生活、食事はゲストと同じものが提
供されます。

私がKISCのスタッフに応募した理由は、様々な背景を持った人々が集
まり、ともに働きともに生活する、ということに強く惹かれたからです。
海外派遣で一緒に活動した経験からもっと長い時間一緒に活動してみた
いと思いました。また、一緒に生活することで異文化交流もでき、自分
の人生が豊かになることにも期待をしていました。

KISCでの3カ月はとても充実していて、でも一瞬で終わってしまい、今
になって振り返ると夢のような時間でした。最初の2.3週間は英語に苦し
みました。朝から晩まで、仕事だけでなく、友人との雑談も英語でした。
ジョークが拾えなかったり、大人数の会話についていけなかったりした
りとしんどい思いもしました。しかし、ゆっくり何度も話してくれたの
で疎外感を感じることはありませんでした。みんなが発音を直してくれ

たり、よりネイティブっぽい言い回しを教えてくれたおかげで英語力が
とてもつきました。1年生のころは苦手だった英語での講義も帰国後は難
なくこなせるようになりました。志望動機の１つでもある異文化交流も
存分に行うことができましたが、私がこの派遣で一番感じたことは、国
籍や自文化はその人の重要な構成要素ではないということです。どの国
の友人とも一番盛り上がる話はゴシップであり、夜に冷蔵庫から余りの
ご飯を持ってきてパーティーしたり、とやることは日本の友人と変わら
ないな、と強く感じました。そういう意味で私の世界との距離がとても
近づいた派遣だったと思います。KISCのBig Familyの一員になれたこと
をとても誇らしく思います。

KISC 活動報告書
国際総合学類 3 年次　船引萌生
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国際総合学類でよかった
荒井 貴大　27 期（2013 年度卒業）
東興海運株式会社 営業第二部 アジア不定期船チーム

 

▶公務員・独立行政法人・NPO
国土交通省　茨城県庁　栃木県庁　群馬県庁　つくば市役所
東京入国管理局　国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
独立行政法人国際協力機構（JICA）　独立行政法人日本貿易振興機構

▶商社
長瀬産業

▶マスコミ・広告
電通　毎日新聞社　日本放送協会（NHK）　時事通信社

▶金融・保険
日新火災海上保険　アメリカンファミリー生命保険会社
野村證券　常陽銀行　八十二銀行

▶製造・建設
日立製作所　大林組　日産自動車　日本金属　ぺんてる
スチールプランテック　豊田自動織機　オリンパス

▶流通・運輸・通信・情報・エネルギー・不動産・
人材等
SHIFT　電通デジタル　キャップジェミニ
アビームコンサルティング　成田国際空港　ビズリーチ　日立物流
フィードフォース　紀伊国屋書店　有限責任監査法人トーマツ
クボタアグリサービス　テプコシステムズ　野村不動産　
近畿日本ツーリスト　バップ　アクセンチュア　日本郵便　
フューチャーアーキテクト　アシックス　リクルートキャリア
プロシップ　青年海外協力協会　野村総合研究所　ノバレーゼ
いい生活　商船三井ロジスティクス　日本ペットフード　大和総研
グリッドグループホールディングス　デザインワン・ジャパン
BLAM　医療法人竹園ファミリークリニック　ナビタイムジャパン
シグマクシス　LIFULL　NTTコミュニケーションズ
農林中金ファシリティーズ　ワークポート　杏林大学
リバティーインターナショナルスクール

▶進学先
筑波大学大学院人文社会科学研究科
筑波大学大学院システム情報科学研究科
タリン工科大学大学院電子政府学科
コロンビア大学ティーチャーズカレッジ
オックスフォード大学　トロント大学

中国、北東アジア、東南アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカ、日本。
これらはすべて、私が仕事で関わっている世界の国と地域です。私は現在、
家電メーカーの一員として、世界中の忙しい女性たちの生活に寄り添う美
容家電のマーケティング、商品企画を担当しています。

数年前まではタイ・バンコクに駐在し、販売会社の仲間と共に、美容家
電と調理家電のサブブランドの立ち上げとマーケティングを担当していま
した。毎日の生活に密に関わる商品だからこそ、女性の美意識や食生活、
流行にも敏感に、異文化に入り込んで理解し、商品仕様やマーケティング
施策に反映することが私の仕事です。髪ケアするドライヤー、タイ料理特
有のスパイスを砕く多機能ミキサーなど、それまでタイには無かった商品
を市場に導入し、マーケティング・営業・プロモーションチーム一丸となっ
て、ヒット商品を育てました。タイにいるからには現地のメンバーの一員
として、現地の言葉で共に悩み、共に語らう。そんな、「現地に、異文化に、
溶け込みもっともっと理解したい！」という、仕事の土台になっている想
いを自然に持てるのは、大学時代の経験があったからだと思います。

思い返すと、大学入学までの8年間を親の仕事の都合でヨーロッパで過
ごしていた私は、入学当初は「また海外に行こう」などという発想は微塵
も持っていませんでした。そんな中、出会った個性的な国際生は、みんな
がそれぞれの形で海外、世界を肌で感じて自分を磨こうとしていました。
中でも、私にとって衝撃だったのは、バックパック一つを背負って自分の
足で異国の地を旅するということ。授業で聞いたことや文献に書いてある
ことを自らの目で確かめに行く。そんな友人の姿に揺さぶられ、私自身も

バックパックを背負って中国へ一歩踏み出した事が、後に留学までする
きっかけとなりました。自分の意思で異文化へ一人で飛び込み、そこに仲
間を作って一緒に大きな仕事を共に成し遂げる。そんな、他のどこでも教
えてくれないスキルこそが、国際総合学類で私が一番磨いてもらったもの
だと思っています。

みなさんもそれぞれの形で、新しい一歩を踏み出し、世界に羽ばたいて
行かれることと思います。大学時代にしか身につけられないスキルを模索
し、自分のものにしていける舞台がここにはごく当たり前のように用意さ
れていますので、ぜひ充実した大学生活を過ごしてください。

　　　　　 タイ販売会社メンバーと（左から2番目が筆者）

大学時代の経験が未来の自分をつくる
辻 恵実　20 期（2006 年度卒業）
パナソニック株式会社 アプライアンス社 ビューティ・リビング事業部 商品企画部 スタイラ・アイロン商品企画課

　私は日本エネルギー経済研究所で研究員として働いています。エネル
ギー需給に関わる現在の動向や将来の見通しの分析、そのベースとなるエネ
ルギー関連の統計を作成し、日本のエネルギー政策の実現や提言をしてい
ます。エネルギー問題は政治、経済、資源、技術、社会、環境など色々な
動向を踏まえて、きれいごとでなく現実的に考える必要があり、世の中の情
勢が変わるたびに勉強の毎日です。

国際2年の終わりから内山洋司教授（現名誉教授）の研究室（いわゆるゼ
ミ）に所属し、大学院に進学して合計７年弱お世話になり、博士（工学）の
学位を取得しました。今の研究所の研究は卒業論文で参考にし、同じ研究
室の人に「まだそんなことをやっているのか」と笑われるくらい専門をその
まま活かして働いています。

私は高校で1年留学したため日本の高校に2年間しか通っておらず、文系入
試でも理系の科目を受けられる国際を選びました。文系入試で博士（工学）
という模範がいない道を選択しましたが、振り返ると周囲の人に恵まれて道
を歩めました。入学時は井の中の蛙で、大海を見ようと国際の同級生や先
輩、他学類の人から教えてもらった多分野の有意義な授業や外部の講演を
つまみ食いし、国際の先輩の影響で長期休暇は海外旅行に行き、大学内、
大学外での学びや経験、出会った人たちの何気ない本音に影響を受けてい
ました。結果、大海ではなく1つ1つの井の中にある「世界」を知り、自分の
井に収まる範囲にその「世界」を切り貼りする必要があることを学び、色々
な分野が少しずつ必要なエネルギーという井の中の蛙になりました。

大学院では博士（工学）という学位を得るためより、その肩書きを得た時

に恥ずかしくない自分になることがモチベーションでした。大学院卒業後に
今の仕事に就く時は大きな目標がなくなり虚無感に襲われ、目標が学生生活
の手持ち無沙汰や孤独から逃れる手段となっていたことも事実です。でも、
学類時など過去に勉強したことが今の仕事や生活で活きると「生きている意
味や目的」をより感じられます。

学生の方には、月並みですが何かぼんやりとでもやりたいことがあるなら、
怖がらなくても良いところで怖がらずに積極的に行動することを勧めます。
特にないなら、恥ずかしくない自分を目指したら良いと思います。恥ずかし
いという感情は理想と実際の自分のギャップから生まれますから。途中で苦
しみや別の何かを諦める葛藤も受け入れることになると思いますが、1人で
考え込まず世代、国籍、性別関係なく色々な人と本音で話したり、甘えた
りしてほしいと思います。国際での楽しみが将来の糧になることを願ってい
ます。

自分の井に収まる範囲に「世界」を切り貼りすること
江藤 諒　22 期（2007 年度卒業）
一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　計量分析ユニット 主な就職・進学先一覧

 （平成29年度）

私は現在、都内にある海運会社でオペレーション業務（= 船舶運航管理）
を担当しています。オペレーションの仕事は荷主からお預かりした貨物を
揚げ地まで安全・スムーズに届けることであり、今の部署では主に東南ア
ジアから日本向けの紙パルプ、木材チップ、国内の火力発電所に使用され
るPKS（椰子殻）や木質ペレットといったバイオマス関連貨物などを取り
扱っています。

東南アジアを相手に仕事をするのは色々な意味で大変です。日本人同士
であれば「暗黙の了解」・「阿吽の呼吸」で進められることが、外国を相手
にすると先ずはその国民性を理解しなければなりません。その上で、自分
の主張を情報の過不足なくシンプルに伝えることが重要となります。これ
はとても工夫が求められる作業だったりしますが、その環境下でどれだけ
高いレベルの仕事を達成できるかがオペレーターとしての腕の見せ所であ
り遣り甲斐につながる部分でもあります。

国際総合学類で過ごした5年間を振り返ると、そこに自分の身を置くこ
とができたことは私にとって大きな誇りであり、代えがたい財産です。自
然豊かなキャンパスに個性豊かな教授陣、国際性に富んだカリキュラム。
そして何よりもチャレンジ精神に溢れた仲間たち。こんなにも恵まれた環
境で学問をすることが出来たことはとても幸せでしたし、ここで培った経
験が今の仕事にも存分に活かされていると実感しています。

学生時代にはキャンパスライフとは別にクルーズ船の通訳ボランティア
スタッフとして世界一周を2回しました。これをしようと思い立ったのも、
周りの仲間が次々と留学していくなかで彼らに刺激を受け、自分も世界に

出て力試しをしてみたいと思ったからに他なりません。このときの決断を
後押ししてくれたのもゼミの先生始め、学類の仲間でした。その後押しが
無ければこのクルーズ船の寄港地の一つだったキューバで故フィデル・カ
ストロ議長の同時通訳を行う機会には恵まれていませんでしたし、今の妻
に出会うこともなかったでしょう。（おそらく海運業界に入ることもな
かったでしょう）

学生の皆様。国際総合学
類には自分の視野を存分に
広げ、世界に羽ばたく力を
身につけるための最適な環
境が整っています。失敗を
恐れることなく興味のある
ことに積極的に挑戦してみ
てください。そのとき必ず
背中を押してくれる仲間と
温かく見守ってくださる先
生がいるでしょう。学生生
活を通して皆様が培われた
経験が世界で活かされる日
が来ることを楽しみにして
お り ま す。応 援 し て い ま
す！！！　 ベトナムでの港湾視察の様子（右から2番目が筆者）

発展途上国の政府関係者にエネルギーについて講義する筆者
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学生紹介08 座右の銘　①出身地　②出身校　③ゼミ・専攻　④将来の夢　⑤国際総合学類で得たもの

①兵庫県
②大阪教育大学附属高等学校天王寺校

舎
③井出ゼミ・言語人類学
④犬か猫を飼って幸せに暮らす
⑤一生の友・行動力

今を生きる

①山梨県
②山梨県立甲府西高校 
③松原ゼミ・都市計画
④遊んで暮らす
⑤多角的な視点で観る力

 

一進一退

①千葉県
②千葉県立安房高校
③井出ゼミ・言語人類学
④海のある街に小さなカフェをひらく
⑤大切な友達、違いを楽しむこと

なんでもチャレンジ！

①北海道
②私立藤女子高校
③奥島ゼミ・環境政策、環境経済学
④様々なバックグラウンドを持つ人と関

わる仕事をする
⑤多角的に物事を見る視点

普通がいちばん

①鹿児島県
②茨城県立牛久栄進高校
③大友ゼミ・国際政治 
④自分が好きなことをやる！
⑤かわいい友達

 

something new

①山形県
②神奈川県立横浜翠嵐高校
③白川ゼミ・水環境
④田舎でのんびり暮らすこと
⑤柔軟性、友達

以和為貴 言葉よりも実践

①埼玉県
②埼玉県立不動岡高校
③前川ゼミ・文化人類学
④のんびり暮らす
⑤多様な価値観

健康を大事に

①東京都
②東京都立国立高校
③前川ゼミ・文化人類学
④世界平和
⑤問題と答えは環境ではなくいつも自分

の中にある 

①千葉県
②千葉県立千葉高校
③内藤ゼミ・公共政策分析
④死ぬ瞬間に後悔のない人生を送る
⑤いろんな価値観と、それを受け入れる

ための知識や心 

 

人生は死ぬまでの暇つぶし

①宮城県
②宮城県宮城第一高校
③関根ゼミ・文化人類学
④旅行をいっぱいする
⑤友達・刺激

笑顔

①千葉県
②東京都立新宿山吹高校
③毛利ゼミ・東アジアの国際関係
④１日8848m up
⑤素晴らしい友だち

はっきりしゃべる

①愛知県
②愛知県立旭丘高校
③白川ゼミ・環境と防災の経済評価
④思うままに生きること
⑤クールな人間関係

タフな大人になりましょう

①東京都
②私立巣鴨高校
③毛利ゼミ・東アジアの国際関係
④のどかな家庭
⑤世間の無常

当たり前のことを当たり前のように

①富山県
②富山県立高岡高校
③白川ゼミ・水環境
④ニュージーランドでカフェ
⑤友

Be myself 

①東京都
②私立富士見高校
③柴田ゼミ・比較国際教育学 
④いじめや虐待で亡くなる子どもを0にす

ることに貢献する 
⑤冒険に出る時間

自分の歩む道は自分で作る

①長崎県
②長崎県立佐世保北高校
③前川ゼミ・人類学
④佐世保に帰りたい
⑤たくさんの友達

なるようになる

①茨城県
②茨城県立水戸第一高校
③中野ゼミ・開発経済学
④開発に関わる仕事がしたいです
⑤しっかりしてるけどおもしろくて優しい

友達

好きなことを好きなだけ

①兵庫県
②私立三田学園高校
③前川ゼミ・文化人類学
④常に笑って生きる
⑤多様な人や文化との出会い

人生なんでも意味がある！
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①香川県
②香川県立高松高校
③柴田ゼミ・比較国際教育
④「死ぬまでにしたいことリスト」を実現

すること
⑤自分と全く異なる価値観の友達、しぶ

とく生きる力

心配しすぎるな、楽しすぎるな

①沖縄県
②沖縄県立開邦高校
③白川ゼミ・まちづくり
④お店開いてのんびり暮らす。 
⑤個性溢れる友達、刺激たくさんの大学

生活

何事も楽しく！

①愛知県
②愛知県立岡崎北高校
③柏木ゼミ・開発経済学
④笑って死ぬ！ 
⑤変な人たちとの出会い(笑)

生涯現役

①千葉県
②私立市川高校
③毛利ゼミ・東アジアの国際関係
④日本で稼ぐ
⑤最後の青春

強くあれ

①静岡県
②静岡県立浜松北高校
③高橋ゼミ・ヒューマンインターフェース
④自分じゃなきゃできないことを仕事に

すること
⑤良い意味での焦燥感

For better for worse.

①群馬県
②群馬県立太田高校
③赤根谷ゼミ・安全保障
④涅槃
⑤ともだち

座右の銘を決めずに暮らす

①千葉県
②千葉県立薬園台高校
③前川ゼミ・開発人類学
④かわいい犬と子どもに囲まれて暮らす
⑤大好きな友達。あと度胸。

我が道を往く

①群馬県
②群馬県立桐生高校
③白川ゼミ・河川環境
④おとうさん
⑤モラトリアム 

中庸

①青森県
②青森県立青森高校
③関根ゼミ・開発人類学
④信仰と希望と愛に満ちた人生を送る
⑤やりたいことを実現する力、君たちに

できないことなんて1つもないぞ！

今を善く生きる

①静岡県
②静岡県立韮山高校
③柏木ゼミ・開発経済学
④人の役に立つ仕事がしたい
⑤広い視野

明日は明日の風が吹く

①愛知県
②愛知県立旭丘高校
③高橋ゼミ・ヒューマンインターフェース
④親と海外旅行に行く
⑤他人は他人、自分は自分という考え方

やりたくないことはやらない

①福島県
②福島県立磐城高校
③前川ゼミ・人類学
④旅行に携わる
⑤模索中

ひとに優しく自分に甘く

①千葉県
②私立芝浦工業大学柏高校
③毛利ゼミ・現代中国研究
④幸せになりたい
⑤誇り

プログラムcontinued

①山口県
②徳島県立徳島北高校
③関根ゼミ・開発人類学
④楽しい時に死にたい
⑤酒飲んでも飲まなくても楽しめる人た

ち

食わず嫌いはしない！

①富山県
②富山国際大学付属高等学校
③毛利ゼミ・東アジアの国際関係
④アホなことを永遠にできる大人になる！
⑤様々な出会いと機会

なんとかなるさ！ 

①千葉県
②私立東邦大付属東邦高校
③大友ゼミ・国際関係 
④面白いおじさんになる
⑤色々な人がいて、それだけ考え方があ

ること   

明日は明日の風が吹く

①神奈川県
②神奈川県立湘南高校
③前川ゼミ・文化人類学
④良い母親になる
⑤モラトリアム  

自由とは責任である

①千葉県
②千葉県立東葛飾高校
③赤根谷ゼミ・国際政治学
④やり残したことなどない、と言いたい。

いつの日にか
⑤自分が自分であろうとする力

何か掴みたい、という気持ちが
道を作る

座右の銘　①出身地　②出身校　③ゼミ・専攻　④将来の夢　⑤国際総合学類で得たもの
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①岐阜県
②岐阜県立大垣北高校
③柏木ゼミ・計量経済学
④サッカー、スポーツに関わる仕事
⑤様々な視点から視る力

一日百笑

①東京都
②東京都立青山高校
③柴田ゼミ・国際教育
④日本脱出
⑤人生への希望

電光石火

①埼玉県
②埼玉県立浦和高校
③白川ゼミ・水環境
④特になし
⑤海外がより身近になったこと

マイペース

①熊本県
②熊本県立人吉高校
③前川ゼミ・文化人類学
④健康に楽しく過ごす
⑤優しい友達

あせらない

①千葉県
②千葉県立船橋高校
③柴田ゼミ・比較教育
④広瀬すずと結婚する
⑤自分とは違う価値観

一笑懸命

①富山県
②富山県立富山高校
③奥島ゼミ・環境政策
④一流（？）ビジネスマン
⑤夢や理想を持つ大切さ

若くして流さぬ汗は、年老いて
涙となる

①埼玉県
②私立淑徳高校
③赤根谷ゼミ・安全保障学
④好きなことをやる
⑤チャンス

 

金を残して死ぬ者は下  
仕事を残して死ぬ者は中  
人を残して死ぬ者は上

①北海道
②北海道紋別高校
③潘ゼミ・日本外交ゼミ
④穏やかに暮らす。
⑤なんかおもしろい友達笑

ゆーていける！

①福岡県
②福岡県立久留米高校
③前川ゼミ・文化人類学
④スポーツ文化の発展
⑤物事を様々な視点から捉える

一石二鳥

①東京都
②私立女子聖学院高校
③関根ゼミ・文化と開発
④自分の人生を生かすこと
⑤素直な友達

心の平和を届け続ける

①茨城県
②茨城県立水戸桜ノ牧高校
③赤根谷ゼミ・国際関係
④腹筋を割る
⑤友達

早寝早起

①東京都
②東京都立竹早高校
③奥島ゼミ・環境経済学
④長寿
⑤まぶだち

Stay hungry, Stay foolish

①大阪府
②大阪府立千里高校
③前川ゼミ・文化人類学
④のんびり暮らす
⑤刺激をくれる人々

やらずに悟るな やって悟れ

①愛知県
②愛知県立岡崎高校
③井出ゼミ・言語人類学
④周りから頼られる人になる
⑤たくさんの刺激 

悔しいなら努力しろ

①茨城県
②私立土浦日本大学高校
③潘ゼミ・日本外交
④探し中
⑤自分が何を目指したいのかを考えさせ

られた。

とりあえず続けてみる

①神奈川県
②私立芝高校
③中野ゼミ・開発経済学
④世界を旅する作家 / 生き方がかっこい

い人
⑤魅力的な人達との出会い

直感・探検

①石川県
②金沢市立二水高校
③内藤ゼミ・公共政策分析
④家族みんなを幸せにする！！
⑤多様な価値観を認める力

自分に克つ

①新潟県
②新潟県立国際情報高校
③松原ゼミ・戦災復興都市計画
④そのときの自分がやりたいことをやる
⑤精神力

no day but today

座右の銘　①出身地　②出身校　③ゼミ・専攻　④将来の夢　⑤国際総合学類で得たもの
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①兵庫県
②西宮市立西宮高校
③白川ゼミ・水環境
④日本一周
⑤様々な経験

知らぬが仏

①埼玉県
②埼玉県立川越高校
③赤根谷ゼミ・国際関係学
④いろんなところに行ってみたい
⑤主体性

迷ったときは、前へ出ろ

①長崎
②長崎県立長崎東高校
③大友ゼミ・国際政治学
④おじいちゃんになって二度目の大学生

活を謳歌する
⑤まだわかりませんがいまは楽しい学生

生活を送っています

企つ者は立たず、跨ぐ者は行かず

①神奈川県
②私立横浜雙葉高校
③関根ゼミ・開発人類学
④いつか海外で働きたい
⑤チャンスと経験 

What goes around comes around

①福岡県
②私立明治学園高校
③大友ゼミ・国際関係
④経営者
⑤異文化理解

Laugh Louder, Live Longer

①東京都
②東京都立立川高校
③内藤ゼミ・経済学
④幸せなおばあちゃんになる！
⑤面白い友人

人生楽しんだもん勝ち

①茨城県
②茨城県立竹園高校
③東野ゼミ・ヨーロッパ国際政治
④仕事でも家庭でも輝くキャリア美人！
⑤信頼できる大切な仲間、自分を高めら

れる環境

真の美しさは内面から生まれてくる

①長野県
②長野県長野高校
③潘ゼミ・日本外交
④かわいい孫の顔をみること！笑
⑤友達と三ヶ月の夏休み

自炊

①千葉県
②千葉県立佐倉高校
③白川ゼミ・国際開発学(環境経済評価)
④万能人間！
⑤人脈、知識、冒険の楽しさ

自ら反みて縮くんば 千万人と雖も
吾往かん

①青森県
②青森県立三沢高校
③レスリータック川﨑ゼミ・Media 

Politics
④話してみれば実は面白い、くらいの人
⑤尊敬できる人たちとの関わり

幸福は一夜おくれて来る。

①愛知県
②愛知県立岡崎西高校
③白川ゼミ・水環境
④ミニブタを飼う！
⑤自信

いい加減が良い加減

①東京都
②東京都立青山高校
③毛利ゼミ・東アジアの国際関係
④強くなる
⑤最低限の単位

不断の努力

①福井県
②福井県立武生高校
③中野ゼミ・開発経済学
④晴耕雨読
⑤優秀な友達

逃げるが勝ち

①熊本県
②熊本県立宇土高校
③柴田ゼミ・国際教育
④しあわせなおばあちゃんになって、孫

を3歳まで可愛がって死ぬ。
⑤恵まれた人間関係

経験は宝

①静岡県
②静岡市立高校
③関根ゼミ・文化人類学/「開発と文化」論
③子供とキャッチボールする。
④くだらないことを楽しむこと。

想いと人の輪は移動距離に比例する

①静岡県
②静岡県立吉原高校
③関根ゼミ・開発人類学
④自分のやりたいことをする！
⑤友達からの刺激！

やらない後悔よりやる後悔

①長野県
②長野県長野吉田高校
③白川ゼミ・川まちづくり
④世界一周
⑤グリーンカレーの作り方

雨垂れ石を穿つ

①沖縄県
②沖縄県立球陽高校
③赤根谷ゼミ・国際関係
④南米に住む
⑤友

脅されるな踊れ

座右の銘　①出身地　②出身校　③ゼミ・専攻　④将来の夢　⑤国際総合学類で得たもの
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欧州
フランス、スペイン、ベルギー、フィンランド、
イギリス、スイス、ラトビア

アジア
マレーシア、タイ、シンガポール、
台湾、フィリピン、キルギス、トルコ、
インド、アラブ首長国連邦

アフリカ
　マラウイ

南米
　ペルー

北米
　アメリカ（ハワイ）、カナダ

国際34期が在学中に訪れた国・地域

①愛媛県
②愛媛県立八幡浜高校
③前川ゼミ・文化人類学
④世界で活躍するディベロッパー！
⑤マブダチ！！！ 

自分の機嫌は自分で取る 

①長野県
②長野県立野沢北高校
③井出ゼミ・言語人類学
④｢人｣と｢空間｣との出会いを生み続ける！
⑤皆違うけど皆同じという視点と、パン

チのきいたともだち   

Play my role

①神奈川県
②インドネシア・Australian 

International School Indonesia
③井出ゼミ・言語人類学
④バリ島移住
⑤個性豊かで尊敬できる友人

思い立ったが吉日

①福岡県
②福岡県立修猷館高校
③関根ゼミ・開発人類学
④CA
⑤みんないろんな考え方を持っている

こと

満足は衰退の始まり

①鳥取県
②鳥取県立鳥取西高校
③大友ゼミ・国際政治学
④たくさんの人に貢献できる人になる。
⑤旅を楽しむ！ 広い視野と探究心

真心を尽くす

①福島県
②福島県立会津高校
③前川ゼミ・文化人類学
④最期に良い人生だったと思えるように

生きる
⑤いろいろなことを語り合える友人

明日は明日の風が吹く

①大阪府
②大阪府立寝屋川高校
③赤根谷ゼミ・国際安全保障、国際政

治理論
④研究者
⑤努力する大切さ

真摯に頑張る

①韓国・釜山
②韓国・釜山外国語高校
③井出ゼミ・言語人類学
④いいお母さん
⑤自立心   

 
Carpe diem

①東京都
②アメリカ・Miami Palmetto Senior 

High School
③柴田ゼミ・国際教育
④世界を飛び回る・老後は海辺で暮らす
⑤一生物の仲間・宅通への忍耐力・次

へ進むための意思決定力

Where there is a will, there is a way

①愛知県
②ベ ル ギ ー・The International School 

of Brussels
③大友ゼミ・国際政治学
④平和構築に携わること
⑤興味分野の似ている仲間

明日は明日の風が吹く

①北海道/秋田県
②カナダ・NorKam Senior Secondary 

School
③前川ゼミ・社会開発
④世界中飛び回る
⑤前向きさと最高の仲間

考えるな！ 感じろ！！

①兵庫県
②マレーシア・International School of 

Kuala Lumpur
③中野ゼミ・開発経済学
④家族で阪神を応援する
⑤忍耐・経験

努力無限

①千葉県
②アメリカ・Stratford high school
③赤根谷ゼミ・国際関係学
④大きい家に住む
⑤知識

No one has ever drowned in sweat

①千葉県
②千葉県立東葛飾高校
③松原ゼミ・都市計画
④生きている間に人の役に立つ仕事をする
⑤自分と似ている友達と、全然違う友達。

どっちも大切！   

どうせやるなら楽しく

座右の銘　①出身地　②出身校　③ゼミ・専攻　④将来の夢　⑤国際総合学類で得たもの

①徳島県
②徳島県立徳島北高校
③柴田ゼミ・道徳教育
④毎日TVみて過ごせる生活！
⑤自分の限界

好きなもんは好き、嫌いなもんは
嫌い
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BOARD

国際34期生の声


