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平成 29年度埼玉県オハイオ州スカラシップ 

機械工学インターンシップコース 最終レポート 

雨野 暉 

変われますか？変われません。でも、私は変わりました。 

 

はじめに 

 平成 30年 5月 6日、私はアメリカでの活動を終え、日本に帰国しました。帰

国から現在二ヶ月ほどになりますが、日本でこのような言葉に気を取られます。 

「自分を変えよう！」 

この言葉はどのような場面に使われているのか注意して探してみると、特に中

高生向けの応援メッセージに活用されている模様です。しかし、大学という教

育機関に所属していている私も、学内でこの言葉をちらほら耳にします。一体

「自分を変える」とは何でしょうか。解釈は様々だと思います。しかし、この

漠然としすぎた言葉には、何処か、くすぐったい魅力を感じてしまします。中

高生は特に魅力を感じるのではないでしょうか。私も魅力を感じた者の一人で

す。しかも大学三年生、21歳の時です。 

 大学三年生の当時、私の思考の幅は限界を迎えていました。大学で新しい学

問を学んでも、その学びを解釈するプロセスや、応用するやり方に多様性が見

受けられなくなりました。つまり、私は一辺倒な学生に落ち着いていました。

そんな思考パターンが固まりきった自分自身に嫌気がさし、自分の思考パター

ンを変えよう、と思うに至りました。私の「自分を変えよう」とは、自分の思

考パターンを変える事、加えてその幅の拡大を狙ったものでした。しかし、こ

れまで築いてきた思考パターンは、容易に変えられませんでした。何故ならば、

私は、周りの人物や自然環境、地域性に大きく影響を受けていた為、「自分を変

える」と願っただけでは、それは土台無理な話でした。 

そこで私は留学の道を選んだのです。これまで 21年間過ごしてきた祖国から

一歩踏み出し、全く知らない国、環境、国籍の異なる人物らと共に時間を過ご

そうと思いました。「自分を変える」為には、自分自身では制御しきれない「大

きな力」に影響されなければいけません。私にとってそれが留学でした。文化

や言語はもちろんのこと、そこからもたらされる国民性の違いに触れることで、

これまでの自分自身の価値観を再考しようと試みたのです。 

この最終レポートでは、私のアメリカ・オハイオ州での体験報告を通して、

どのように私が変わったのか、そのプロセスを読者の皆様と共有し、今後日本

から世界に飛躍する方々へのご参考になることを願い、記すものとします。 
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第一章：ニッシン・ブレーキ・オハイオの体験報告 

 

 この埼玉県オハイオ州スカラシップ「機械工学インターンシップコース」の

最大の目玉がアメリカの現地企業（ニッシン・ブレーキ・オハイオ）でのイン

ターンシップです。数多く存在する日本の留学制度の中でも、実際に現地の企

業のインターンシップ生として、長期間働く留学プログラムは珍しいです。工

学部の学生である私にとって、現場経験をアメリカで積むことが出来るこの留

学制度は願ってもないものでした。現地のエンジニアと共に働くことの厳しさ

や難しさ、会社に貢献することの意味を模索しながら活動した 9ヵ月は何にも

代え難いものです。そこで、このインターンシップの活動を通して私が感じた

事や、会社の売り上げ向上の為に工夫した点、それによって学んだ事を報告し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターンシップの概要 

 アメリカでの留学期間、私は火曜日と木曜日の週 2回のインターンシップに 9

ヵ月取り組みました。これまでの各月の報告書にも記してきたように、私のイ

ンターンシップ先であるニッシン・ブレーキ・オハイオ（NBO）は、日本の日信

工業株式会社を親会社に持つ日系企業です。メインはアルミ鋳造技術を用いた

ブレーキ製品の製作です。私の派遣先のフィンドレー工場にも、アルミを鋳造

しブレーキを製作する一連の行程が配置されていました。NBOのブレーキ製作工

程は大きく分けて 4つです。先ずはアルミをブレーキの形に模(かたど)る「鋳

造部門」、次に模ったブレーキの面取りをする「機械切削部門」、更にブレーキ

に必要な部品を取り付け、仕上げ作業をする「組み立て部門」、最後に完成した

上司のアンディー（Andy）さんと一緒に 
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ブレーキ製品を出荷する「輸出部門」です。私は、機械切削部門でインターン

シップに取り組みました。 

 

 

断腸の思いで過ごした日々 

 インターンシップの日々は「苦行」という言葉によって、全てを綴ることが

出来ます。その理由は、現場でのスラング英語の難しさや、工場で働くことの

厳しさ等様々ありましたが、その最たる理由は、会社への貢献度の不透明さで

した。私と同奨学生である浅海さんとのメインプロジェクトは、GoPro を使い、

切削機械（マシニングセンタ）の運転プログラムを記録・解析し、切削時間を

減少させることでした。その為、無駄なプログラムをエンジニアの方に報告す

ることがプロジェクトのメインの課題でした。切削機械の運転プロセスは、エ

ンジニアによる数値制御（プログラミング）によって管理されています。我々

はプログラミングが出来なかった為、プロジェクトに取り組むためには、エン

ジニアの方々の助けが必要不可欠でした。エンジニアの一人であるマイケル

（Michael）さんに手伝って頂きながら、8月の下旬、我々は切削機械の内部に

GoProを設置し、初めて運転の様子を記録しました。しかし、取り付け場所が不

適切であったため、切削機械のドリルと GoProが接触してしまい、破損してし

まいました。当時は「反省しよう。次はこのようなことがないように努めよう。」

と安易に考えていましたが、この GoPro破壊事件によって、エンジニアの方々

からの信頼は失われました。 

 「信頼を失う」ということから、どのような結果がもたらされるのでしょう

か。私の場合、信頼を失った結果、NBOでの仕事が無くなりました。本当に何も

することが無くなりました。というのも、我々が派遣された切削部門内では、

日本からのインターンシップ生の立場や仕事内容は、明確に確立されておらず、

インターンシップ生自らで仕事を見つける“習わし”がありました。日本の初

任者研修に見られる手厚い支援を想像していた私は、この NBOにおける自分の

機械切削部門のエンジニアの方々 
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立場に酷く困惑しました。カメラを破壊してしまったことで、我々の唯一の

GoProプロジェクトに取り組めなくなり、信頼のおけない我々に仕事を与えてく

れる方はいませんでした。加えて「自分の仕事は自分で見つけ出す」というス

タンスに打ちのめされ、断腸の思いでした。 

私にとって最も苦しかったことは、会社への貢献度の不透明さです。仕事が

無くなり、エンジニアの方々との会話も減っていくにつれて、「私は会社にとっ

て必要なのだろうか」と考え始めました。プロジェクトも出来ない、英語もろ

くに喋ることができない、NBOにとって役に立ちそうな技術的スキルも持ち合わ

せていない自分は、会社に貢献しているのだろうか、と思いました。やがてこ

の思いは大きな不安となり、「会社へ行きたくない」と思うまでに至りました。 

 

需要と供給、その均衡点に迫る 

 9月の中旬、やっとの思いで新しい GoProを購入して頂き、我々のプロジェク

トは再開しました。12月の下旬まで必死になって働き、工場の中にある切削機

械全 65台の内、約半分の切削機械のサイクルタイムを記録し終えました。その

中で、実際にターゲットの切削工程で無駄な運転プロセスを発見し、サイクル

タイムを減少させることに成功しました。ただ、信頼の回復にはまだ至らず、

更なる結果を出す必要があると感じていました。 

 そんなある日、機械切削部門のオフィスで技術アドバイザーであるアンディ

ー（Andy）さんと話していた際に重要なことに気づきました。私は、これまで

記録した切削機械のビデオをアンディーさんに報告する為、ビデオを保存して

あるファイルをご自身のパソコンで開いてほしいとお願いしました。すると、

アンディーさんは「どのファイルだ？」と尋ねてきました。アンディーさんへ

は、以前にビデオの保存ファイルの場所を伝えてありましたが、その場所は覚

えられていませんでした。私は、他のエンジニアの方々にもビデオの保存ファ

イルの場所を尋ねてみました。するとファイルの場所を知っている方は誰一人

いませんでした。この時、自分のプロジェクトが他の仕事の組織から孤立して

いると思いました。仕事とは、様々な仕事と折り重なって初めて結果をもたら

してくれるものです。その為、孤立した私のプロジェクトはエンジニアの方々

にとって、必要とされていないのではないか、と気づきました。この状態を続

けていては、「自分のプロジェクトを達成する」ことに目がくらみ、「会社の利

益を上げる」という当初の目的を果たせません。私は、真っ先に仕事の方向性

を再考しました。 

 それまでは自分のプロジェクトを達成することを第一目的としていましたが、

方向性を変え、会社の利益を上げることを第一目的としました。その結果取り

組み始めたことが、3月のレポートで報告した「切削機械の運転担当」です。そ
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れは、会社が利益を上げるために求めている需要と、私が取り組むことが出来

る供給が重なり合った仕事でした。つまり、この重なり合った均衡点こそが会

社の利益を上げることが出来る仕事でした。 

平成 30年からは積極的に切削機械の運転の担当をし、プロジェクト終盤には

4列にかけて設置してある切削機械の全 65台の内、7台を一人で担当していま

した。直接、会社の売り上げに貢献することが出来る取り組みにより、エンジ

ニアからの信頼も少しずつ回復していきました。そして感謝の気持ちを多く伝

えられたことで、初めて NBOに貢献することが出来たと感じました。 

 私のインターンシップは、平成 29年 8月から 12月までを第一期、平成 30年

1月から 4月までを第二期と分けることが出来ます。第一期では、アメリカの企

業方針に悩み、自分のプロジェクトを達成することに気を取られ、一方的に、

自分の意見を主張していた時期でした。しかし第二期では、会社の売り上げを

第一目的に考え、それに準ずる取り組みをしました。その結果、直接、会社の

売り上げに関わる仕事を担当し、感謝の気持ちをエンジニアの方々から頂きま

した。 

 私は、このインターンシップを通して、会社に貢献する方法を学びました。

一方的な自分のアイディアを押し付けるのではなく、会社が何を求めているの

かを考え、自分の能力の範囲内でその需要に応えることです。我々は会社に貢

献する為に、会社の需要と自分の供給との均衡点である仕事を見つけ出し、提

案し、取り組んでいかなければならないのです。 
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第二章：学校教育機関の体験報告 

 

 私の夢は中学校教師になることです。しかし、留学以前、日本の教育機関し

か体験したことがなかった私は、日本と異なる国の教育事情について心から耳

を傾けることはありませんでした。このような姿勢では、今後より国際化が進

む日本の教育について、日本以外の国の立場に立って考察することが出来ない、

と危機感を抱いていました。そのためアメリカ留学を決意した理由の一つには、

アメリカの学校教育機関の視察が挙げられます。実際にアメリカの教育機関を

視察することで、日本との違いを学び、「他国の立場から日本教育について考察

することが出来るようになる」という目標を掲げました。 

 アメリカでの学校視察は多岐にわたりました。小学校、中学校、高等学校、

大学、日本人補習校等です。第 2章では、アメリカの中学校と日本人補習校に

ついて報告します。 

 

① Glenwood Middle School（グレンウッド中学校） 

 教育機関を視察する上で重要なことは、長期にわたり継続して取り組むこと

です。短期間では生徒の学習の進捗状況は捉えられません。私は 4 月のレポー

トで報告したように、グレンウッド中学校のリンドル先生（Mr. Lindhal）の授

業を視察しました。特に、日本の中学 2 年生に相当する学年の数学の授業が印

象的で、日本の教育スタイルと大きく異なる「生徒が主体となって取り組むグ

ループ学習」に驚きました。そして、解の公式を使い様々な二次方程式の解き

方をクラスメイトにプレゼンテーションを使って説明する、「解の公式プロジェ

クト」には衝撃を受けました。アメリカでは、幼い頃から他者に自分の考えを

説明する教育を施す事が一般的であり、このプロジェクトに取り組んでいる生

徒たちも、堂々と自分の意見をクラスメイトに説明していました。一体どのよ

うにして、或いは何故このような教育スタイルがアメリカでは根付いているの

か疑問に思い、4月のレポートにて考察しました。そのレポートでは、その国の

文化的背景に影響を受ける教育機関は、その国の国民性を持った児童・生徒の

育成を行うものであるからと結論付けました。つまり、アメリカの教育スタイ

ルが日本と異なるのは、アメリカが求める生徒像に沿った児童・生徒の育成を

試みている為です。 
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リンドル先生へのインタビュー 

グレンウッド中学校での最終視察日、授業を公開して頂いたリンドル先生に

インタビューを行いました。それまで私がアメリカの教育について疑問に思っ

ていたことを約 1 時間かけて質問しました。この最終レポートでは、そのイン

タビューの内容を記し、4月のレポートでは書けなかった、アメリカ人の教諭か

らの貴重な意見を報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リンドル先生の授業風景 

リンドル先生（左）へのインタビューの様子 
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① 教科指導について 

Q1：リンドル先生の教育観はどのようなものですか？ 

私の担当教科は数学（代数学）です。数学において重要なことは「発

見（Discovery）」です。数学は生徒が発見学習をすることに適した教科

だと私は考えています。例えば、πを 3.14とただ暗記させるのではなく、

何故 3.14 になるのかを生徒と共に紐解いていきます。つまり、私の教

育観は、代数学における式の成り立ちや解き方を生徒に見つけ出させる

事です。 

 

Q2：どのように生徒たちを励ましていますか？その理由は何故ですか？ 

雨野さんがご覧になった 8年生（日本の中学 2年生に相当）の生徒た

ちは、私が励ましの言葉をかけなくても学ぶことに意欲的です。ただ、

問題の解答を間違えた時、ポジティブな言葉をかけるように心掛けてい

ます。例えば、ある生徒が間違えた解答をしていても褒めるようにして

います。生徒が問題に向き合い真剣に取り組もうとした、その姿勢を褒

めるのです。なぜなら、励ましの言葉をかけることで生徒に問題の再考

をさせる機会を確保することが出来るからです。 

 

Q3：授業でどのようなプロジェクトに取り組んでいますか？ 

私は生徒たちにとって有益な授業を展開するように心掛けています。

指導する内容によって異なりますが、単に数学の問題を卓上で解かせる

だけではなく、「解の公式プロジェクト（4月レポート参照）」のように、

生徒を主体にして授業を組み立てます。生徒たちはプロジェクトが本当

に大好きですから。 

 

Q4：どのような種類の教育資材を使っていますか？ 

私は教科書やホワイトボードはあまり使いません。生徒を主体とした

授業づくりのため、生徒の解答をホワイトボードに映すプロジェクター、

コンピュータを用いて前回の授業の復習に取り組んでいます。復習をさ

せる際にはグーグルクラスルームを使って、プリントをクラウドからダ

ウンロードさせ工夫して取り組んでいます。 

 

② 教育システムについて 

Q5：目指す生徒像は何ですか？ 

数学に興味をもって意欲的に取り組む生徒です。また、問題を自分自

身で考え取り組むことが出来る生徒の育成を目指しています。生徒は本
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来学ぶことに意欲的です。難しい難易度にレベルアップしたいと思って

くれるように指導することが私の仕事です。 

 

Q6：アメリカの教育環境はいかがですか？ 

私は、現在勤務しているグレンウッド中学校やフィンドレーの教育環

境に満足しています。整った学校施設や同僚にも恵まれています。しか

し、アメリカの先生全員が教育環境に満足しているわけではありません。

例えば、給与の問題があります。アメリカの学校では夏季休業中、学校

で勤務する必要はありません。その期間は、教員も校務分掌がない為給

与は発生しません。このような問題もありますね。ただ長期休暇をとれ

るため、心身のリフレッシュをすることが出来ます。 

 

Q7：銃についてどのようにお考えですか？ 

銃は非常に危険です。恐怖すら感じます。しかし、残念なことに近頃

のニュースでは学校の先生が将来銃を持つ可能性について論じられて

います。私は学校の先生が銃を持つことは賢明な判断だと思いません。

警官は、毎月拳銃を扱う訓練を受けています。しかし、教員はそのよう

な訓練を受けていません。そのような状態で拳銃を扱うことは危険です。

もし学校に銃が必要であれば、守衛室を設けるべきです。そこに銃を扱

える方を配置するべきだと思います。私は将来学校の先生が銃を持ちな

がら授業をしている光景は見たくありません。 

 

③ 日本の学校教育について 

Q8：日本の学校教育についてどのようなイメージを持たれていますか？ 

これまで日本の教育について聞いたことはなかったのですが、あまり

良いイメージを持っていません。私の印象としては、授業中にノートを

取ることに重きを置いている教育だと思います。そのような教授法では

創造性や自由さがないと思います。 

 

④ その他 

Q9：教師として念頭に置かなければいけないことは何ですか？ 

初めて務めた学校での経験を忘れないことです。そして、生徒理解に

努めることです。本当の生徒の様子を見ることが出来るのは、教室では

なく学校の外の世界です。生徒一人一人に異なる背景があります。例え

ばこの生徒の家は裕福だが、隣の生徒は家がないかもしれない。この生

徒は、家はあるが親はいないかもしれない。教育の基本は生徒理解です。
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今、生徒がどのような状況か理解することが教師として忘れてはいけな

いことです。 

 

② トリド日本人補習校 

 私は平成 29年 12月から平成 30年 3月までの間、トリド日本人補習校にて数

学教師（中学部）として働きました。1月のレポートにて報告したように、アメ

リカで暮らしている日本人に日本の教育を施すことは容易なことではなく、苦

労が絶えませんでした。しかし日本人学校、或いは日本人補習校で授業をする

機会は滅多にありません。この貴重な経験は、将来の私の教育観や指導観に大

きく影響してくるでしょう。そして、その貴重な経験を得ることが出来た「日

本人補習校」の実態や生徒の様子を読者の皆様と共有したいです。 

 

「みんなで築こう勇気あふれる手づくり学校」 

 トリド日本人補習校は、土曜日の週一回にアメリカの現地校に通う日本人の

子どもたちを対象に日本の教育を補完する教育機関です。学校のスローガンも

「みんなで築こう勇気あふれる手づくり学校」と謳っているため、学校を生徒

一人一人で築き上げます。具体的に説明すると、トリド日本人補習校は小規模

校な為、施設はトリドという町にある幼稚園を借りて週一回の土曜日のみ運営

しています。土曜日に生徒が登校してくると、先ず教室作りから始まります。

体育館の一室に設けられた部屋に、補習校専用のホワイトボードや机がありま

す。生徒たちはそれらを各教室に運び、勉強する環境を整えます。 

 小学部、中学部、高等部が設けられており、私が担当した中学部の生徒たち

は、国語、社会、数学の 3 教科を 2 時間ずつ勉強していました。授業の内容は

日本の文部科学省が指定した検定教科書を使用し、日本の学校教育に準ずる内

容を展開します。例えば数学であれば、文字式の利用、比例・反比例、立体の

体積と表面積、連立方程式、合同と証明、因数分解、円周角の定理、三平方の

定理などを日本語で学びます。生徒数も少ないため、生徒一人一人に手厚く指

導をすることが出来ました。 

補習校では家庭学習を重要視しています。アメリカの学校では宿題を提出す

ることが大きく成績に反映されます。そのため、生徒たちは必死に毎時間出さ

れる宿題に向き合うことになります。トリド日本人補習校でも必ず生徒たちに

宿題を出しました。週一回の授業では、学習の定着は望みにくいため、授業の

復習をさせるために必ず宿題を出します。例えば、「ノート学習」があります。

アメリカの授業では日本の授業ほどノートをとることは重要視されていないた

め、補習校に通う生徒たちの中にも、ノートをとることを苦手とする者もいま

す。しかし、日本の教育を理解してもらうため、また、家庭学習での授業の復
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習の為に、自作ノートをとらせています。 

生徒は、月曜日から金曜日までアメリカの学校で勉強をしています。そのた

め、英語と日本語の乖離が生じてしまうこともしばしば見受けられますが、意

欲的に日本語で授業に取り組んでいます。生徒の学習意欲は尊敬に値します。

彼らは月曜日から金曜日の間アメリカの現地校で英語を使って勉強し、土曜日

は補習校に来て日本語を使って勉強しています。このように言語を使い分けて

学ぶことだけでも大変ですが、各学校組織、人種の異なる友達関係の中で懸命

に生きている姿には脱帽でした。 

 アメリカで日本の教育を受ける生徒たちは、アメリカと日本の 2 つの文化の

中で育っています。補習校でも、運動会や習字、かるた、羽子板、餅つきや豆

まき等日本の文化を学校行事として取り入れています。アメリカと日本双方の

文化を学ぶことで、それぞれの良い面や改善しなければいけない面が見えてき

ます。そのような貴重な経験をしている子どもたちが日本以外の国で学んでい

るのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学部の生徒と一緒に 
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第三章：フィンドレー大学の体験報告 

 

 埼玉県オハイオ州スカラシップ「機械工学インターンシップコース」では、

フィンドレー大学での勉強が義務付けられています。私は、月曜日と水曜日と

金曜日にフィンドレー大学の大学生として授業を受講しました。留学生として

過ごした 9 ヶ月間は、日本では決して経験することが出来ない時間となりまし

た。第三章では、アメリカの留学生として感じた事や、考察したことを報告し

ます。 

 

① 語学学校 

8月のレポートでも報告したように、フィンドレー大学では留学生に対して 2

つの学習ルートが設けられています。一つ目は、語学学校にて英語教育を受け、

アメリカの学部の授業を理解することが出来る十分な英語力を身に付けてから、

学部に入り、講義を受けるルート。二つ目は、アメリカの学部の授業を理解す

ることが出来ると判断された者に限り、ストレートで学部の授業を受けるルー

トです。これらは、留学当初に開始される英語能力試験の結果によって大学側

が判断します。私は試験の結果、語学学校に所属することになりました。私は、

この 9ヶ月間、必死に英語を勉強しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多国籍なクラスメイト 
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苦心惨憺した英語学習 

 語学学校では、英語のスキル向上を目指して学習します。授業内容は、英会

話、英文法、英文組み立て等が設けられていました。私は留学前、英語に集中

して取り組む機会が少なかったため、この機会を逃さないように必死に勉強し

ました。私が必死に英語を勉強した理由は、主に 2つ挙げられます。一つ目は、

インターンシップ先での英語能力不足を痛感したからです。留学当初、インタ

ーンシップ先のエンジニアの方が仰っている事を全く理解することが出来ず、

仕事になりませんでした。スラングを大量に混ぜて話すエンジニアの方々の会

話は、私にとって非常に理解することが難しかったのです。そのため、仕事を

円滑に進めるために必死に英語を勉強しました。二つ目の理由は、会話表現の

幅の拡大です。アメリカでは、自分の意見を述べる機会が多いです。それは、

教育機関のみならず、私生活に至るまで様々です。例えば、近くのスーパーに

行っても、レジ係の方から「今日の調子はどうだ？」等の会話が不意に発生し

ます。留学当初は、このような時でも、簡単な挨拶を返せませんでした。これ

ら二つの理由から、私は徹底して英会話の練習に取り組みました。授業への積

極的な参加もさることながら、フィンドレー大学の英語学習施設にも足繁く通

い詰めました。 

 フィンドレー大学の特徴は、世界各国から学生を受け入れている点です。語

学学校では、これまで話したことがなかった国の方と共に勉強しました。自分

とは異なる文化や思想、宗教観を持った方々と意見交換をすることは刺激的で

した。そして様々な国の方とディスカッションをすることが楽しく、私の英会

話レベルもそれに伴い向上していきました。 

 

② 異文化交流 

英会話能力が向上すれば、自ずと喋ることに自信が付きます。私はより会話

することに積極的になり、多くの国籍の方と話しました。アメリカ、カナダ、

メキシコ、ザンビア、ポーランド、サウジアラビア、ジョーダン、ネパール、

ベトナム、コロンビア、中国、台湾出身の方々と会話をする機会に恵まれまし

た。お互い母国語は異なりますが、共通言語である英語を使って会話すること

は、何物にも代えがたい貴重な時間でした。 

 

我々は日本代表 

フィンドレー大学には International Night と呼ばれる世界各国からの学生

による「自国の文化紹介イベント」があります。このイベントは一年間に一回

だけの一大イベントで、私も日本チームの一員として参加しました。世界各国

のチームが自国の文化を紹介するこのイベントは、歌を歌うもよし、ダンスを
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披露するのもよし、国民食を振る舞うもよしの一大祭りでした。我々日本チー

ムは、日本食としてうどんを提供し、夏祭りをイメージした輪投げや、ヨーヨ

ーを用意し、ソーラン節を踊って披露しました。 

日本チームとして、日本の文化をお客さんに紹介するにつれ、あることに気

が付きました。それは我々一人一人が日本代表であることです。イベント中、

片やこれまで日本に興味があった方、片や日本人と初めて喋ったという方まで、

様々なお客さんから日本の文化について質問を受けました。その受け答え一つ

一つに日本代表としての責任を感じました。異文化交流を図る上で、自国の文

化を紹介することは、避けて通れません。この International Night をきっか

けに、日本代表として襟を正し、日本文化を改めて勉強しなければいけないと

思いました。 

 

 

 

 

 

 

日本代表チーム 
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③ 親友との出会い 

我々は、異文化間コミュニケーションの中で、お互いの繋がりを尊重し合い、

歩み寄り、文化の違いを越えた絆をどうやって築いていけば良いのでしょうか。

或いは、どの程度その絆を深め合えるのでしょうか。 

1月のレポートで私は、自分と繋がりのある個人や集団との関係性を、正確に

見極められる目の獲得について述べました。この目は、自分自身と、他者との

繋がりを改め、それぞれの関係性に適した行動を執るように手助けしてくれる

ものです。ただ、お互いの関係性を改めるだけでは、コミュニケーションの深

化は図れません。実際に相手の気持ちや、立場を配慮した行動を執る必要があ

るのです。私は、この留学で様々な方とコミュニケーションを図ることを通じ

て親友が出来ました。 

 

文化を越えた絆 

皆さんは異なる文化の人々と、どれ程コミュニケーションを取ったことがあ

りますか。私が初めて日本人ではない方とコミュニケーションを取ったのは、

大学 3年の 20歳の時でした。ニューヨークに一人旅をする為、英語力を身に付

けようと大学付属の英語学習施設に足を運びました。そこで、ニュージーラン

ド人、アフリカ人の先生方と英語を練習しました。それまで日本人としか接し

てこなかった私は、その時、ほぼ初めて日本人ではない方々とコミュニケーシ

ョンを取りました。額から汗を大量に流して話していたことを覚えています。

ただその時は、基本的な英会話表現を学習しようとしていただけなので異文化

コミュニケーションを意識して接してはいませんでした。話し相手の文化背景

を考慮した言葉選びや、話の組み立て方を全く意識していませんでした。しか

し、留学した現在では「異文化」という言葉を身を持って学ぶことが出来たと

感じています。21 年間を日本で暮らしていた私にとってアメリカという国は間

違いなく異国の地であり、そこで暮らす人々もまた、私にとっては異なる文化

を持つ人々でした。あの異国の地で、アメリカ人をはじめとする異なる文化を

持つ人々と接することで、日本では経験することが出来なかった「異文化間コ

ミュニケーション」を学びました。 

12月のレポートで紹介したモリ（Molliey）さんとの交友は、以前よりも更に

親密になりました。日本語が話せるモリさんと初めて出会ったとき、私は留学

先で日本語を使いたくなかったためなるべく英語で話すようにしていました。

しかし徐々に仲が良くなり、二人の絆が深くなっていくにつれて、英語のみで

交友を深めなくても良いのではないかと感じました。日本語や英語の勉強を、

お互いに補完し合ったりすることはありましたが、お互いの勉強の為に彼女と

接しているわけではなく、普通の友達として接していました。アメリカ人の彼
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女が日本語を使いたいときは、私も日本語を使いました。逆に日本人である私

が英語を使いたいときは、彼女も英語を使いました。英語と日本語のどちらを

使っても、お互いの「友達」という絆を深めることができることに気づきまし

た。 

そして更に絆を深めるためには、相手の気持ちや立場を配慮した言葉選びは

もちろんのこと、それに準ずる行動を執らなければいけないことに気づきまし

た。留学前は、コミュニケーションとは言葉のみで取り合うものだと思ってい

ました。しかし様々な体験から、言葉で取り合うコミュニケーション方法の他

にも、自分では気づけない非言語を使ったコミュニケーション方法を知ること

が出来ました。これは英語を勉強するだけでは得られないことです。留学先で

様々な経験をし、悩み、失敗したからこそ得られた体験です。 

 異文化間コミュニケーションの中で、お互いに歩み寄るためには、一方的に

自分の意見だけを主張していてはいけません。相手の異文化や立場を考慮した

言葉や態度が大切です。そして、その事を心掛けた先に文化を越えた絆は築か

れるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モリさんと私 
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最終章：アメリカ留学を終えて 

 

 私はアメリカ留学で三つの組織に所属し、それぞれの組織に合わせた行動を

取るように心掛けました。組織の一つ目は NBO でインターンシップ生として、

二つ目は教育機関で教師として、三つ目はフィンドレー大学で留学生として行

動しました。各組織には、それぞれ異なった目的があります。良いコミュニケ

ーションを取るということは、自分の所属している組織の目的に合わせた行動

を取るということです。インターンシップに取り組み始めた頃の私は、自分の

プロジェクトを達成する事ばかり気にかけていました。その結果、会社の需要

と噛み合わず失敗しました。しかし、組織の目的に合った行動をする、つまり

会社の利益を上げる為の行動をしたことで、直接会社の売り上げに貢献するこ

とが出来たのです。我々は、組織の中でコミュニケーションを図る為に、自分

に求められているモノを考え、それに応じた行動をしなければいけません。私

はアメリカ留学を通してこのコミュニケーションの基本概念に気づき、他者と

の関わり方を変えることが出来ました。 

 

読者の皆様へ 

 「自分を変える」ことは容易なことではありません。もし、あなたが自分を

変えたいと思っているのであれば、厳しい環境に身を置く必要があります。楽

をして手に入れたモノ程、軽く、身にならないものはありません。私は自分を

変える為に、留学という道を選びましました。厳しい環境に飛び込み、自分自

身を見つめ直し、「自分を変える」ことが出来ました。 

 もし、この報告書を読んでいる方の中に、「留学をしたいが勇気がなく、あと

一歩が踏み出せない」と思っている方がいましたら、もう一度、何故留学した

いのかを振り返ってみてください。留学したい目的が海外でしか達成すること

が出来ないのであれば、あなたは迷うことなく一歩踏み出せるはずです。必ず。

あなたが悩んでいる時に助けてくれるのは、あなたの将来の夢、その希望に満

ちた輝かしさです。人生は一度きりです。決して後悔しないよう、あなたの将

来にとってベストな道を選択なさることを私は望んでいます。 

 最後に、私がトリド日本人補習校の卒業式にて、卒業生に送った言葉を記し

ます。 

 

旅立ちの日。それぞれの道で志を高く抱き、夢を持って生きていきなさい。 
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またどこかでお会いしましょう 


