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⽇英学⽣会議の理念�
⽇英学⽣会議は、⽇本と英国の将来の担い⼿である学⽣同⼠の交流と議論の場を
提供することで、両国の学⽣が社会で活躍する際に礎となる⼈脈形成を⽀え、⽇
英間の交流を活性化させることを⽬的としています。⼀期⼀会の出会いを⼤切に
し、学⽣時代に築いた絆は、将来に渡る宝です。そのような交友関係は、⼈⽣や
価値観に⼤きな影響を与える可能性を秘めています。⽇英学⽣会議は、⽇本や英
国というそれぞれ内部で完結してしまうことが多いコミュニティーを繋ぎ、こう
した「出会い」の架け橋としての役割を担っています。
�
私たちは、異なるバックグラウンドを持つ学⽣同⼠が議論することを通じて、潜
在意識に眠る⾃分の先⼊観や偏⾒を問い、多⾓的なアプローチに気づく、という
体験を重視しています。この体験は、国境を超えた舞台で幅広い視野を持って議
論できる個⼈の形成にとって、かけがえのないものです。⾃由闊達にとことん語
り合うという⽇英学⽣会議の⾵⼟を、会議期間・会議場内に終わらせず、是⾮と
も学⽣各⼈に⾃国のコミュニティーに持ち帰ってもらい、こうした「気づき」の
体験を⽇英学⽣会議の外に伝えていきたいと考えています。私たちは、「⾃由闊
達な議論」→「気づき」→「アウトプット」というプロセスのモデルとして、⽇
英学⽣会議を位置付けることを志しています。
�
⽇英学⽣会議は、⽇本と英国における、グローバルな視点を持ち、政治や社会へ
の関⼼が⾼い学⽣が⼀所に集う、希少な機会を創出します。⽇本、英国という⼤
国の将来を担う学⽣たちが、アイデアを共有し、持続的な社会の実現に向けての
ビジョンを提⾔するという営みは、それにより得られる知⾒や、次世代のリーダ
ー育成において、両国の将来にとって貴重なものです。⽇英両国の学⽣という、
これまでなかった視点を開拓することは、次世代を⾒据えた政策や取り組みの構
想が芽⽣える⼟壌となり得ます。この新たな価値を⼗分に活かすべく、私たちは
学⽣会議の成果を公表し、フィードバックを通して、社会に還元いたします。私
たちは、⽇英学⽣会議が、⽇英間の豊かな交流と議論の源泉となることを願って
います。
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市⺠社会や公共空間の未来についての議論は無関⼼、不信感や不安感に⽀配され
ることが多いです。このようなネガティブな感情は個⼈が⾊々な社会問題を解決
することはできないという無⼒感からきています。本年度の⽇英学⽣会議は、
「共に、未来を創る」というテーマのもと、このような感情に対して答えを出
し、参加者を勇気づけます。会議の⽬的はそのような感情に⽴ち向かい、社会的
課題や可能性に出会うことで、未来に向かって進んでいくことです。

また⽇英学⽣会議は理想の社会とは全ての⼈の価値が認められ、誰も取り残され
ない社会を指すと考えます。私たちの社会は、⼈それぞれの違いが有意義である
と認識される瞬間さらに強固になります。そして、⼈々がその個性はそれぞれの
社会参加を阻むものではないと感じることができた時、⼈々はコミュニティに属
していると思うことができます。むしろその所属意識こそが、コミュニティの未
来に貢献したいと思う気持ちを搔き⽴てるのです。

第７回⽬となる本年度の⽇英学⽣会議は、私たちが住むイギリスと⽇本、そして
世界がどのような未来を持つか探究しました。2022年8⽉22⽇から28⽇の間、英
国ロンドンRavensbourne�Houseにて移⺠政策、脳のインターフェース技術、教育
など社会開発においての平等、正義やインクルーシビティを専⾨とする様々な講
演者をお招きし、参加者の間では活発な議論が⾏われました。

本年度のテーマ「共に、未来を創る」
(Building�the�Future,�Together)

https://docs.google.com/document/d/13uWW9_LzWl8bYLndtV3ZtqoZ2xsj0Z08llSpTAtY31E/edit#heading=h.vjkmddmvztfa
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ロンドンイベント
�

⽇英学⽣会議はイギリスにおける広報活動の⼀環として、弊団体に関⼼のある応
募者に対し、会議に対する情報提供や我々のイベントの周知を⽬的とした、英語
による質疑応答を開催しました。

本イベントはzoomを介し、イギリス時間2022年4⽉30⽇午前11時30分より⾏われ
ました。⽇英学⽣会議の紹介から始め、次に実⾏委員への質疑応答へとうつりま
した。特に⽇英学⽣会議の歴史と理念に焦点を当て、今年のテーマや詳しい応募
⽅法などについて紹介しました。

イギリスにおける広報活動においては、⽇本語でのイベントと同時にフェイスブ
ックを始めとしたSNSを使⽤しました。これにより、関⼼を抱いた応募者に様々
な⽅法で⽇英学⽣会議について学ぶ機会を提供することが出来ました。また、こ
のようなイベントは⽇英学⽣会議を多くの⼈に知ってもらううえで重要な役割を
果たしています。２年間続いたオンライン開催から、対⾯へと会議の実施が戻る
にあたり、よりその規模を拡⼤していきたいと考えています。
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東京イベント
�

2022年、⽇英学⽣会議はUT-BASE、⽇英学⽣会議イベント、⼤学Twitterの3種類
の⽅法で広報活動を⾏いました。

UT-BASEは東京⼤学の情報メディアです。UT-BASEのイベントは私たちの募集
開始時期とほぼ同じ時期に⾏われることもあり、理想的なものでした。同時にこ
れらのイベントは新⼊⽣歓迎会の時期となるので多くのサークルを探している新
⼊⽣に情報を届けることもできます。参加したイベントは国際系のサークルや学
⽣団体を対象としたもので、3⽉27⽇午後8時から9時半に⾏われました。ここで
はプレゼンテーションと学⽣たちが実⾏委員に会議に関する質問をすることので
きるQ&Aを実施しました。プレゼンテーションにおいては、⽇英学⽣会議のミッ
ション、新型コロナウイルスへの対応、対⾯にて広島で開催された2019年の第4
回会議、オンラインで⾏った2021年第6回会議、さらにコロナ後初の対⾯開催と
なる今年度第7回会議について話しました。また、テーマである「共に、未来を創
る」の紹介、そして応募⽅法について説明しました。

また、今年初めて⽇英学⽣会議独⾃のイベントを開催しました。UT-BASEイベン
トが東京⼤学の学⽣中⼼を対象として⾏われるため、より多くの⼤学の⽣徒に興
味を持ってもらうことを⽬的としています。私たちはイベントを4⽉の10⽇、12
⽇の⼆⽇間午後7時から8時にかけて、プレゼンテーションとQ&Aセッションで構
成された本イベントを実施しました。Q&Aでは、実⾏委員が参加者の視点から情
報を共有したことで、興味を持って下さった学⽣の理解を促進し、多くの参加者
にとって有益な時間を提供することができました。

加えて、Twitterを活⽤し、早稲⽥⼤学と慶応⼤学の学⽣へサークル情報を紹介し
ているアカウントに⽇英学⽣会議について広報していただきました。両⼤学とも
留学⽣を含め学⽣数が多いこれらの⼤学においてはサークルや学⽣団体による活
動が盛んであり、より効果的に認知度を⾼めることができました。

全体として、私たちはこれらのイベントを通して⽇英学⽣会議が国際交流の機会
に興味のある⽇本の学⽣に適した学⽣団体であることをより多くの⼈々に知って
いただくことに貢献したと考えています。これらの広報の成果もあり、今年は⽇
本から多くの応募を頂きました。⽇本の⼤学⽣間における知名度のある学⽣団体
になるために、今後とも多くの⽇本の⼤学で活動することを計画しています。
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会議プログラム構成
⽇英学⽣会議は、異なるバックグラウンドを持つ両国の⼤学⽣または⼤学院⽣が
多⾓的なアプローチから意⾒やアイディアを共有し、幅広い視野を持って思考⼒
を⾼めることを⽬的としています。この過程で⾃由闊達な議論は極めて重要で
す。そのため、我々は、参加者全員が積極的に議論に参加し、セミナーやワーク
ショップ等を通して得た学びを発信できる環境づくりに努めました。

事前学習セミナー�
参加者全員がテーマに関わる現状に対する⼀定の理解⼒、積極的に議論に参加す
る⼒、論理的に物事を考える⼒、そして⾃分の意⾒を構成する⼒を育むことを⽬
的としています。本会議前に事前学習会を実施しました。
�
セミナー�
学術的な視点からインプットを⾏うことがセミナーの⽬的です。セミナーで得た
知識や⾒解は他のアクティビティでも基礎知識として⾮常に⽣かされ、現状に対
するより現実的な対策を考える上でも参考になります。参加者によるディスカッ
ションやプレゼンテーションの構成要素として機能する重要な場を提供します。
各セミナーの後は質疑応答の時間を設け、対話形式で⾏いました。

⽂化交流
⽇英学⽣会議は、参加者が⻑期的な関係を築くのに役⽴つ相互理解によって、学
術的経験をサポートします。⽂化交流では、お互いの背景を学ぶ上で⾮常に重要
な役割を果たします。

フィールドワーク
フィールドワークはセミナーや講義で得た学びを、実際に開催都市の街に出て深
める役割を果たします。それまでのインプットで知識を得た社会問題を、その⼟
地のコンテクストにおいて学ぶことができます。また、講義で学んだ抽象的な理
論をより具体化して考えることを助ける働きもあります。
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政策⽴案
政策⽴案はテーマに関わる現状を分析し、その結果として新しい政策を専⾨家以
外にもわかりやすく提案するアクティビティです。政策⽴案では4つの項⽬（現状
と問題、解決策の機能性と必要性�、適応性�、まとめ）に分けて⾏います。参加者
各⾃は会議を通しての学びを深め、主要な論点と解決法を引き出すことに挑戦し
ます。�

プレゼンテーション�
プレゼンテーションは、本会議での学びのアウトプットを試み、会議を締めくく
ります。セミナーやワークショップで形成された⾒解や意⾒を発⾔し、問題提を
し、その問題に対する実⾏可能な解決策を提案します。�今年度は、⽇本の公⽴学
校での多様な背景を持つ⽣徒に対しての⽀援や英国の学校での避難⺠の⼦どもの
⽀援、⽇本の少数⺠族出⾝者のための労働環境改善などについて、1週間の学びを
⽣かした画期的な政策の発表が⾏われました。
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事前学習
�

毎年私たちは会議のプログラムを事前学習から始めます。このアクティビティ
は、実際の会議が始まる前にお互いのことを知ることに繋がります。それだけに
留まらず、会議に重要なコンセプトへの導⼊にもなり、⾼い知的な厳密さを確保
し、実際の会議中のディスカッションをより活発なものとします。⼆か国の地理
的な差を埋めるために、これらのディスカッションはzoomにより⾏われました。

初回のディスカッションにおいて我々は、インターセクショナリティという概念
について多様性と平等性という観点から学びました。この概念は、私たちが⽣き
る社会やその⽣活に影響を及ぼす様々な政策について評価する上で役⽴つ分析枠
組みです。「共に、未来を創る」ために、私たちは「誰」が「共に」に含まれて
いるのか、そしてどのように表⾯的な差異を乗り越え全ての⼈を受け⼊れること
が出来るかを考えなければなりません。参加者はこのような概念の強みと限界
を、⽂献や英国及び⽇本社会にどれほど応⽤できるかという観点において評価
し、他参加者と意⾒を共有するよう求められました。

第⼆回の事前学習では、私たちはテーマを教育における技術利⽤に移し、会議全
体においても特に深く関係したテーマとして位置づけました。⼦どもたちは未来
と深くかかわっています。同時にあっと驚くような技術⾰新は未来を創る重要な
⼿段であるとみなされています。よって、私たちはこれらが重なるテーマを吟味
することが義務だと感じ、アメリカと中国の教育政策について⽐較・検討しまし
た。参加者は技術中⼼主義と無技術主義の教育⽅法について⽐較を⾏い、利点や
⽋点について話し合いました。加えて⾃らの受けてきた教育に関する経験を共有
することで、これらの政策をどのように合わせることが出来るかについて追究し
ました。
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本会議講義・プログラム内容
����

Dr�Misako�Nukaga
�������������������������������������

⽇本の⼈⼝約1億2500万⼈のうち、約260万⼈は外国⼈です。⼈⼝のわずか2％と
いう数字は⼀⾒低いように思われるかもしれませんが、⽇本に住む外国⼈の数は
着実に増えています。「⽇本⼈だけの⽇本社会」という⼀部の⼈々の理解が変化
し始め、2022年の⽇本はこれまで以上に多様な⼈種が混在しています。移⺠の割
合が増え、その⼦どもたちが成⻑して社会に参加するようになれば、政策もそれ
に適応していくべきでしょう。しかし、政策が変化しないために、政策と多⽂化
の現実との間のギャップに取り残されている⼈々がでてきていると額賀美紗⼦教
授は⾔います。政府が政治的なレベルで「移⺠」という⾔葉を使うことを拒否し
ているため、移⺠とその家族が政治の場から排除されているのです。⼀⽅、外国
⼈住⺠に関するデータ収集が限られているため、統計によって描かれるイメージ
は現状を正確に反映することができず、彼らは「⾒えない」ままになっているの
です。講演で教授は⾃⾝の研究をもとに、移⺠が直⾯する問題と、それを解決す
るために何ができるかを明らかにしました。

⽇本における移⺠や外国⼈住⺠に関するデータは⼗分にないものの、彼らが苦難
に直⾯していることは明らかです。例えば、フィリピンやブラジルにルーツを持
つ⼦どもたちの⾼校への出席率は、他の⼦どもたちと⽐べて著しく低く、⽇本語
のサポートを必要とする⽣徒の数もこの20年間で⼤幅に増加しています。なぜこ
のようなバックグラウンドを持つ⽣徒は、韓国や中国にルーツを持つ学⽣に⽐べ
て、⾼校への進学率が低いのでしょうか？特別なサポートが必要な⽣徒をどのよ
うに⽀援すればいいのでしょうか？移⺠とその家族が直⾯する障壁や課題を明ら
かにするにはどうすればいいのでしょうか？額賀教授は私たちに核⼼に迫る問い
を投げかけました。

額賀美紗⼦教授は東京⼤学⼤学院教育学研究科准教授で
す。�彼⼥は、ホスト社会の⽂化的および構造的⽂脈の
影響に焦点を当てて、⽇本と⽶国における移⺠の⼦ども
たちの異⽂化への順応を研究しています。�彼⼥の最近
の研究では、移⺠第⼆世代のアイデンティティ形成と教
育的成果に注⽬し、⽇本のマイノリティ学⽣の⽂化的に
関連した実践について考察しています。
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⼀例として、⾔葉や⽂化の壁が保護者に対して問題を引き起こしているケースも
あります。⽇本語が⼗分に理解できないことで、配布される資料がわからず、学
校とのコミュニケーションが難しくなり、⼦どもの教育に関わりにくくなるそう
です。⽂化の壁の例として、額賀教授は、あるフィリピン⼈の⺟親が、⽇本の⺟
親のようにきれいなお弁当を作ることができず、落ち込んでしまったという実話
を紹介しました。

また、移⺠の⼦どもたちが⽇本の学校⽣活に順応するパターンは⼤きく⼆つに分
かれることも学びました。異なる⺠族的背景を持つ⼦どもたちは、学校で同調圧
⼒を感じることが多く、その結果、⾃⾝の⺠族に対する否定的な感情を内⾯化
し、⽇本語に関して助けを求めにくいという特徴があります。⼦どもたちは、そ
の際、同化して⽇本の規範に合わせようとするか、あるいはこの圧⼒を拒否して
⾃⼰防衛し、社会から孤⽴することで、⾃らを⽬⽴たないようにしていくので
す。これでは、助けを求めるどころか、受けることもできません。

講演を通して、移⺠が直⾯する問題がいかに複雑で多岐にわたり、その解決策は
⼀つではないということがわかりました。また、額賀教授は、データ収集の重要
性を強調されました。解決策を⾒つけるだけでなく、この問題性、緊急性を強調
することが必要です。

しかし、さまざまな課題があるからこそ、さまざまな解決策が⽣まれます。本会
議の政策提案において、額賀教授の講演をもとに、⽇本における外国⼈の受け⼊
れを促進するための独⾃のアイデアを提案したグループもありました。その政策
の作成を通じて、この問題に対して⾏動を起こすことは可能であると⾃信を持つ
ことができました。本会議の参加者は、こうした⼤きな問題を恐れずに、より多
様で包括的な⽇本と、それを実現するための⽅法を考えることができました。



�
�

私たちは何者なのか？⽣まれてきた意味とは何なのか？イアン•クラーク⽒は⼈
間としての経験はこれらの質問へと要約することができると述べました。私たち
の真のアイデンティティに関して絶えず付き纏うこれらの重要な質問には絶対的
な答えはありません。⼈によっては個⼈の性格や⾒た⽬が答えを導き出す助けに
なるかもしれません。しかし、その答えは現実に沿わないでしょう。筆者はイギ
リスに⽣まれたイギリス⼈ですが、国籍は私のアイデンティティの全てを説明す
るでしょうか。⾃らを規定し⼈⽣の⽬標を定めると⾔う葛藤は、⾔語や⺠族を問
わず世界中の⼈々に共通しています。しかしながら、クラーク⽒が述べているよ
うに、⼈々は団結するより分断するほうが安易であるため、このような共通性は
忘れられてしまいます。

14年間のHSBCでの勤務ののち、クラーク⽒は上層部が⾏内での差別の対処を怠
ったと感じ、職を辞しました。彼は⼈種差別と偏⾒のために銀⾏を離れる同僚
と、⽩⼈・男性・異性愛者かつおおよそ55歳以上の健常者がチャンスと権利を与
えられる社内組織を⻑く⽬の当たりにしてきました。おそらく最も驚くべきクラ
ーク⽒の経験は、彼が上層部に職場のインクルーシブな環境を促進し、顧客を多
様化することで問題に⽴ち向かおうと提案した際、彼らがにべもなく断ったこと
でしょう。戦略を実⾏するのは⾃由であり、それは「正しい」ことかつ、経済的
な利益を会社にもたらすにもかかわらず、彼らはなぜ断ったのでしょうか？クラ
ーク⽒にとってこの拒絶は上層部が持つダイバーシティとインクルージョンに対
する考え⽅の象徴となりました。

しかしながら、多様性は⼈間に必要不可⽋なものです。私たちは1時間という短
い時間の中宇宙⼯学から地球圏外⽣命体、そして⼈間の進化まで幅広いテーマに
ついて学びました。

Mr�Ian�Clarke�

数々の賞を受賞したカルチャー�トランスフォーマー
Deilight�Consulting�の創設者であるイアン・クラーク⽒
は、⼼理学者、セラピスト、投資銀⾏家、作家でもあ
り、⾃⾝も数々の賞を受賞した活動家、そして慈善家で
す。�2021�年に彼は、世界の⾦融サービスにおける抑圧
の性質とコストを⽂書化した�45�ページの報告書を執筆
し、⿊⼈として初めてヨーロッパ最⼤の銀⾏の役員に任
命されました。
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本能を抑え⾃由意志を選び取ること、そして架空の世界に⽣きているのではない
と知っているという知恵という概念について触れました。これらの核⼼にあった
のは多様性は不可⽋であり進歩は続くということです。クラーク⽒は多様性こそ
が主体としての⼈間が⽣存し反映する根拠となったのだという確信を私たちに伝
えてくださいました。ここで初めの私たちは何者で、地球にどのような遺産を残
すのかという質問に戻ります。私たち若者は解消には何年もかかるであろう多く
の課題を抱えた地球を存続しました。しかしながら、すべてが終わったわけでは
ありません。クラーク⽒はすべては私たちにかかっていると述べています。団結
が勝利し、多様性を祝福し、新たな何かを作り出すには、⼈間という共通のアイ
デンティティの元で結束しなければなりません。
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未来をつくるときには、過去も考慮する必要があります。もし家を建てたいので
あれば、ただ単に上に上にと建てるだけでは上⼿くいきません。⼟地や⼟台の状
態、不具合などをじっくりと⾒極めることが⼤切です。放っておくと、⼟台に⻲
裂が⼊り、分裂し、悲惨な結果になる可能性があります。平和の構築は、社会の
平和を強化し、強固にするプロセスです。それは嵐が来ても家が倒れないように
しっかりとした⼟台を作ることと同じと⾔えるかもしれません。

平和構築と移⾏期正義は、ダニエラ・ライ教授が私たちに紹介した概念で、過去
の⼤規模な暴⼒にどのように対応し始めることができるかを考えました。講演で
は、ライ⽒は移⾏期正義の3つのメカニズムを紹介しました。国際刑事裁判所
（ICC）、真実委員会、そして活動家主導の⼥性裁判所です。それぞれが⻑所を
持ち成功を収める⼀⽅で、緊迫状態をつくり出し批判の的となることもあり、平
和構築の道がまっすぐで簡単なものではないことを⽰しています。さらに、これ
らのメカニズム⾃体が互いの対⽴を引き起こすこともあります。ICCによる戦争
犯罪⼈の裁判が加害者を裁くことを主眼としているのに対し、真実委員会は和解
を⽬指し被害者を中⼼に話を進めるのが⼀般的です。暴⼒によって国を破壊され
苦しんできた⼈々は、正義はどのように実現されるべきかについて、情熱的で感
情的な考えを持っていますが、皆が同意するかどうかは別の問題なのです。

ライ教授は伝統的な加害者と被害者という考え⽅を越えて、正義の概念を捉える
よう問いました。私たちは戦争と聞くと、戦場で戦う、特に男性の兵⼠たち、銃
で撃たれた傷や爆発による死など暴⼒的なものを真っ先にイメージするでしょ
う。しかしライ教授は、こうしたジェンダーに偏った戦争暴⼒というイメージを
超えて、性的暴⼒、家庭内暴⼒、社会経済的暴⼒の被害者にも⽬を向けるよう促
しました。

Dr�Daniela�Lai�
ダニエラ・ライ教授は、2020年7⽉にロンドン⼤学ロイ
ヤルホロウェイ校の政治・国際関係学部に加わりまし
た。彼⼥の研究は、移⾏期正義と平和構築、国際介⼊と
戦後移⾏の政治経済に焦点を当てています。�彼⼥は、
これらのプロセスのジェンダー的側⾯と、正義、平和、
政治経済の研究に対するフェミニストのアプローチに特
に関⼼を持っています。�彼⼥の著書「Socioeconomic
Justice:�International�Intervention�and�Transition�in
Post-war�Bosnia�and�Herzegovina」は、2020年にケンブ
リッジ⼤学出版局から出版されました。
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この「継続的な暴⼒」の被害者は⼥性が多く、社会サービスや医療を受けられ
ず、経済的困難、性的トラウマなどに悩まされている可能性があるのです。その
ため、ライ教授は、紛争の終結は平和を意味せず、この種の暴⼒の結果は移⾏期
正義から無視されるべきではないと主張しました。
�
しかし、この暴⼒の定義は広すぎるという⾒⽅もあります。⾝体的暴⼒や⼈権侵
害を超えてまでも移⾏期正義を拡張することは、その本来の⽬的からかけ離れる
ことになるのでしょうか。ライ教授の意⾒では、そのようなことはありません。
彼⼥の移⾏期正義の定義は常に広範であり続けていました。否定する批評家もい
るものの、ライ教授は、他の形態の暴⼒を含めることで、兵⼠や⺠間⼈の実際の
紛争体験に近づくことができると述べました。戦時中の暴⼒がもたらす結果につ
いて、より広く社会を意識して考えること。これははまるで家の⼟台を徹底的、
包括的に調べるようなものだと想像できるでしょうか。構造上のあらゆる⽋陥を
⾒つけ、対処し、トラウマを認識する。そうすれば、もっと安定した家、もっと
平和な社会を構築することができるかもしれません。

�

�
脚注：
会議3⽇⽬は、ロシアのウクライナ侵攻から182⽇⽬でした。まだ続いているこの侵略⾏為は、⻑
期的な暴⼒後の社会再建を語る上で無視できません。戦争が終わった後、それがどのような状況
であれ、どのような平和構築や移⾏期正義が⾒られるのでしょうか。ライ教授たちの研究が、そ
の先にある平和への⻑い道のりに、何らかの形で役⽴つことは想像に難くないでしょう。
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�アバネ教授は、脳科学、神経信号の処理、それらに関する器械の⾝体的、精神的

健康への応⽤についてのレクチャーをしてくださいました。筆者⾃⾝は、⼤学で
教育をメジャーにする予定で、⾃然科学分野についての知識や経験もあまりない
ため、アバネ教授のレクチャーが⾃分に関係があるとは正直あまり思っていませ
んでした。しかし、アバネ教授のレクチャーが個⼈的には⽇英学⽣会議のレクチ
ャーで⼀番興味深かったです。なぜなら、⾃然科学と⼈⽂社会科学の繋がりの重
要性に改めて気づくことができたからです。彼⼥の明るく熱⼼なアプローチによ
り、教授のレクチャーは部屋にいる⼀⼈ひとりと直接対話しているかのように、
会議において最も双⽅向的な1時間となりました。

アバネ教授は、脳科学は急速に発展しており、より正確になってきていると教え
てくださいました。しかし、技術進歩と同時に、新たなテクノロジーに関する倫
理的な問題が数多く発⽣しているため⼈⽂社会科学的な観点からも考えていく必
要がある、と訴えかけてくださいました。新技術は、便利なだけでなく危険にも
なりえるため、この考え⽅は今⽇の技術⾰新の時代において⾮常に重要にです。
例えば、その技術によって、多くの⼈々が殺されてしまったり、最悪のケースで
は地球が滅亡してしまうかもしれません。私が現在所属しているリベラルアーツ
カレッジにおいては、⾃然科学と⼈⽂社会科学の繋がりを重要視しています。

Dr�Mahnaz�Arvaneh
マナス・アバネ教授はシェフィールド⼤学の⾃動制御・
システムエンジニアリング学部上級講師です。彼⼥の研
究は脳内コンピューターインターフェース（BCI）、神
経信号処理、機械学習とそれらの⾝体的及び精神的健康
への応⽤に重点を置いています。彼⼥は、⽣理学的信号
およびシステム研究所の所⻑であり、治療的神経技術を
開発するための理論的、実験的、および�並進的研究を
⾏っています。�彼⼥の�BCI�に関する研究は、国際的に
認知され、�BBC�Tech�Tent、BBC�Radio�4、Sky�News
など注⽬を集めるメディアで取り上げられています。彼
⼥は、2019�年に開始された「神経インターフェース技
術に関する王⽴協会の専⾨家レポート」の運営委員会に
招待された�15�⼈の英国の学者の�1�⼈でした。UKRI、
王⽴協会、A�*�STARシンガポール、MSソサエティ、リ
サーチイングランドからの資⾦提供のもと、エンジニ
ア、⼼理学者、神経科学者、神経学者と協⼒して国際的
なプロジェクトの研究者として活躍しています。
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教授のお話からは、このような学際的な空間で得た学びを⽣かし、より良い未来
を⽬指す⼀⽅で、⼈間の利益を損なわないためにはどのようにアプローチすべき
かについて重要な⽰唆を得ることが出来ました。また、筆者の将来の夢は、⽇本
の教育制度を変えることなので、アバネ教授のレクチャーは、教育について改め
て考えるいい機会になりました。

加えて、教授のレクチャーは政策⽴案の際にも、社会に必要不可⽋である倫理的
な視点を提供してくださいました。イギリスの難⺠に関する政策においては、多
くのステークホルダーたちのバランスを取った上で、⼈権を優先させる複雑なバ
ランス感覚が問われます。その際、⽣物学的な前進思考と、それを抑制する社会
的な視点を節合する教授の姿勢を胸に取り組みました。今回私の⼈⽣において初
めて政策⽴案を⾏いましたが、教授のお話のおかげでより説得⼒のあるものにな
ったと確信しています。
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会議⼆⽇⽬は、講演と政策⽴案の後に⽇本の⾷⽂化を体験するための寿司作りを
⾏いました。本来は寿司は⿂を使⽤しますが、今回は菜⾷主義者の参加者も⾷べ
ることができるように野菜を主な材料として作りました。少し⼯夫を加えること
によって⾷事制限や⽂化的・宗教的な決まりに囚われることなく皆が伝統的な⽂
化を楽しめるようになるのはとても良いことだと感じます。

そして、会議三⽇⽬は、参加者はバスとDLRを使ってCanary�Wharfまで⾏き、イ
ギリスの伝統的な娯楽スポーツであるシャッフルボードを体験しました。参加者
は２つのグループに分かれ対戦をしました。イギリスの伝統⽂化を学ぶと同時
に、お互いのことをもっと知る機会にもなりとても良い時間を過ごすことができ
ました。

⽂化交流会
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洞察に富んだ研究をする上で、研究者⾃⾝が関⼼を持つ、新しいトピックを⾒つ
けることはその研究において⾮常に⼤事なプロセスです。そのため、今年の⽇英
学⽣会議は⼤学院⽣参加者であるパメラ・アフィ・テッティ⽒と協⼒し、学部⽣
参加者のためのリサーチスキルのワークショップを開催しました。広島⼤学⽣徒
賞を２回受賞し同⼤学の修⼠プログラムを卒業した彼⼥は、リサーチスキルにお
いて⽇英学⽣会議参加者の後輩たちの偉⼤なお⼿本です。
�
講演はまず研究とは何かについての全般的な解説から始まりました。最後まで参
加者を惹きつけるようなプレゼンテーション⽅法を保ち、彼⼥は研究についての
⾊々な重要な質問を参加者に投げかけ、考えを共有する場を作りました。テッテ
ィ⽒はビジネスの場でもいかにリサーチスキルが重要になるか、学術的な背景と
結びつけて話しました。研究というと科学者が⽩⾐を着て⾏うものと思われがち
です。そのため、⾊々な職業でリサーチスキルが求められているかについて考え
ることはとても⼤事なことです。
�
良い研究とはどのようなものを⾔うのでしょうか。これに対しての明確な答えは
ないものの、テッティ⽒は良い研究に必要ないくつかの条件を提⽰しました。特
に、彼⼥は念⼊りなデータ収集と分析、明確な研究⽬的やさらに深い研究の実現
可能性について強調しました。そして、良い研究はその分野での⽂献とやり取り
を重要視し、すでに存在している研究によって作られた努⼒を⼗分に参考にする
ことが⼤事であると述べました。
�
プレゼンテーションの後半は、テッティ⽒が現在広島⼤学の⽔⽣科学研究所で⾏
っている研究について説明されました。これは参加者にとってリサーチスキルを
どのようにアウトプットするかの参考になりました。筆者は⾃然科学の知識があ
まりないものの、彼⼥の研究についての段階的な説明によって今のプロジェクト
にたどり着くまでの哲学と研究デザインについてよく理解することができまし
た。最も興味深かったのは、彼⼥の⽔中⽣物の温度耐性の研究と、全般的な⽣態
系を脅かす気候変動や地球温暖化の問題のつながりについてでした。これは私た
ちの未来を必ず左右する⼤きな問題について⽴ち向かい、今年の会議テーマであ
る「共に、未来を創る」を明るく体現していると感じました。

Ms�Pamela�Afi�Tettey
パメラ・アフィ・テッティ⽒は、広島⼤学で⽣物資源科学の哲学の修⼠号を取
得し、その間に広島⼤学優秀学⽣賞を�2�回受賞しました。�彼⼥は、気候変動の
問題とそれに伴う⽔⽣⽣態系への影響に情熱を注いでいます。�彼⼥は現在、博
⼠号の�1�年⽬の学⽣として広島⼤学で⽔⽣科学の研究を進めています。
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�井本由紀教授により⾏われたセッションは、これまでのレクチャーにおいて学ん
できた、多様性と、どのように教育が変化しうるのかという⾒通しから開始され
ました。グローバリゼーションの進⾏とともに、⽇本やイギリスという⽂脈に限
らず全世界においてマルチカルチュアリズムが⾝近な思想になっていきます。し
かしながら、「同じ」であることを強調し同化を促進するのでは、すべての住⺠
に共有される普遍的な社会を作り出しているとは⾔えません。そこで教授は、違
いを強調し、多様な⽂化を讃える教育の重要性について述べられました。

次いで教育の根底にある哲学思想について振り返り、2つの⽂化的モデルについて
紹介してくださいました。”Intimacy”モデルにおいては親⼦関係になぞらえられ
るように、認識においては内と外の区別が薄く、知識を⾝につける際には⾃らを
その環境へと没⼊させます。対照的に、”integrity”モデルにおいては外とは存在意
義が画される⾃律性を養うことが何より重要視され、知識は客観的に存在し⾃由
に獲得されるものであるとされます。多⽂化主義は後者のモデルの上に発達して
きました。そこで、新たな視点として、”intimacy”に基づく”interculturalism”、共
⽂化主義教育が唱えられることとなります。

この教育の根幹をなすのがcontemplaive�approarch、観想的アプローチです。こ
のアプローチにも基づき、エモリー⼤学によって考案されたプログラムでは、近
代科学と伝統的な知識体系が組み合わされ、共感と思いやりを育てることを狙い
としています。⾃分⾃⾝を理解し思いやるという個⼈レベルのスキルの会得から
スタートし、徐々にその共感を⾃分中⼼からコミュニティ、そして社会の苦しみ
へと広げていきます。講義の終盤にはマインドフルネスを実践し、好きな⼈々に
対する愛情を⾃分⾃⾝、敵、そして社会へと広げていった。実際に瞑想を⾏って
みると、⾔葉の上だけでも、想像していた以上の感情の濁流に飲み込まれまし
た。

Dr�Yuki�Imoto

井本由紀教授は慶應義塾⼤学理⼯学部外国語・総合教育
教室専任講師です。�オックスフォード⼤学で社会⼈類
学の博⼠号を取得し、彼⼥の現在の研究は、⽇本の教育
における社会的感情的学習と、瞑想的、⾝体的、芸術に
基づくアプローチを探求しています。
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このような教育が⾏われることで、より包括的な社会に近づくことは間違いない
でしょう。しかしながら、⼀体誰がこのような教育を受けることが出来るのかと
いう疑問が残りました。Q＆Aセッションにおいてこの点について伺うと、井本教
授も同様の懸念を抱いているようで、逆質問という形で私がどうあるべきだと考
えているか問われました。レクチャーを通じ、実際にこの⽬標を達成するために
はどのように多⽂化性と平等を両⽴できるか⽇々思考を張り巡らせなければなら
ないと強く感じました。
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参加者①：イギリスらしい曇り空と⽭盾するような陽気の中、私たちはLewisham
⾏きのバスに乗り、移⺠博物館へと向かいました。街中にはパキスタン、ジャマ
イカ、中華、東欧と様々な国々のレストランが並んでいます。その多様性を象徴
するように中⼼街のショッピングモール内に建てられた博物館では、世界各国か
らイギリスへとやってきた移⺠やその⼦孫がどのように⽂化を発展させたかにつ
いて展⽰が⾏われています。ジミー・チュウのハイヒール、ビリヤニ等南アジア
料理など元々⽇本でもよく知られている品々はもちろんのこと、これまでの4⽇間
の滞在中に⾒かけたビジネスの多くが彼らによって設⽴されてきたことに驚きを
隠せませんでした。しかしそれ以上にそれらの商品が社会のマジョリティにおい
て受け⼊れられ、⽇常⽣活の⼀部となっていることに感銘を受けました。

近年⽇本においても、移⺠の数が増加しているものの、マジョリティの視点は冷
たいままです。実業家として成功した⼈々の名前を挙げろと⾔われても、答えら
れない⼈々が多いでしょう。加えて、企業後進国の⽇本においては、レストラン
といったスモールビジネスにおいても。それぞれのコミュニティにこもってしま
うことが多くあります。しかしながら、例えば調味料⼀つとっても、新しいフレ
ーバーが紹介されることは⾷卓だけではなく⽇常⽣活を⼤きく彩ります。そして
何より様々な⽂化について学ぶことは、その⽂化によって育てられてきた⼈々に
ついて学ぶことでもあります。同化を強制するのではなく、⾃らが変化されるこ
とでより包括的な社会に近づくのではないでしょうか。

このような博物館に買い物のついでとして訪れることが出来るというのは受け⼊
れ国に加えやってきた移⺠の⼈々にとって⾃らの出⾃を誇ることができます。ミ
ュージアムショップに並べられたパディントンのグラフィティは”Migration�is�not
a�crime”と⾃らの出⾃を誇っています。果たして⽇本はどうでしょうか。そのよ
うな⽰唆に富んだフィールドワークでした。

フィールドワーク
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参加者②：フィールドワークでは、宿舎近くの移⺠博物館に⾏きました。⽇本が
移⺠の受け⼊れに積極的ではない国であることもあり、移⺠について多くの知識
を持っていないものの、そうであっても移⺠博物館を楽しみ、学ぶことができま
した。博物館ではイギリスという国がいかに複雑で、国際的で多様性に富んでい
るかということに気づかされました。個⼈的には、多くの移⺠の⽅々の⼈⽣につ
いての話を聞けるブースが⼀番のお気に⼊りでした。どの移⺠の⽅々も、それぞ
れの⼈⽣を⼒強く⽣きていて、そのお話を彼らの声を通して聞けてとても感動し
ました。

移⺠博物館の後には、ロンドンの中⼼部に出て国⽴美術館に⾏きました。普段私
はあまり美術館や博物館を訪れることはありませんが、国⽴美術館では多くの有
名な作品を⾒ることができ、それらに魅了されました。その後は初めてのロンド
ンということもあり、ロンドン市内を歩きながら街並みを楽しみました。ロンド
ンは現代的なものと歴史的なものが同時に存在しており、物珍しさを感じるとと
もにわくわくしました。特にバッキンガム宮殿でイギリス側の参加者とロイヤル
ファミリーについて話すこともできるなど、このUKJPのメンバーと⾏くことがで
きたのも幸運でした。素敵な異⽂化交流を体験することができた⼀⽇となりまし
た。
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参加者①：アラームが鳴る前に楽しみのあまり起き上がってしまった⾦曜⽇の
朝、緊張を抑え込むためにLewishamまで歩き出し、⾃由⾏動⽇が始まりました。
Victoria駅に降り⽴ち、Hyde�Parkを通り過ぎ、Portbello�Marketへとたどり着き
ました。歩⾏者天国となった通りの道の両端には、古着屋やアンティークショッ
プが数センチほどの間隔で並んでいます。観光客が時々⾜を⽌めても、店主は気
にした様⼦もなくマイペースに読書をしていました。通りを下っていくと、⼟曜
⽇には⼤きな古着市が開かれているらしく、様々なお店がパッチワークのように
組み合わさっています。ふと⾜を⽌めると、店主の⼥性が親しげに話しかけてく
ださいました。即席の試着室の中でおそるおそる着替えると、想像だにしないほ
ど⾃分に似合っていて⼀⽬ぼれしてしまいました。かなり予算オーバーの価格に
悶々としていると、もう店仕舞いするから、と少し割引していただきました。こ
れからもこの洋服が着れると思うとワクワクして踵が上がります。この気分を少
しでも続けたい、と急いで着替えました。

そんなふわふわした思いのなか、West�Endの⽅へ歩いていきます。気が⼤きくな
っていたのか、舞台のチケットを衝動的にとってしまいました。”The�Play�that
Goes�Wrong”�というこの舞台は市⺠劇団が⾏う劇中劇がアマチュアが故に失敗続
きとなってしまう様⼦を描いたダーク・コメディです。⾔葉遊びで笑わせてくる
部分もあり、⾝体を張ったギャグシーンもあり、笑いの絶えない2時間でした。⽇
英学⽣会議も残り2⽇というところで良い気分転換となりました。⾃分の肌で感じ
たロンドンを発表に活かせていたら何よりです。

参加者②：⾃由⾏動⽇には、UKJPのメンバーとロンドンの中⼼部に⾏きました。
まず最初に、⼤英博物館に⾏きました。⼤英博物館は、私が想像していた
よりも⼤きく、⾯⽩い展⽰もたくさんありました。個⼈的には、ロゼッタ
ストーンやミイラに知的好奇⼼がくすぐられた、エジプト関連の展⽰が
最も印象的でした。また、⽇本に関する展⽰も興味深かったです。観光
客の⽅に、展⽰されていた４コママンガについて話しかけられて、マン
ガを英語に訳して説明して会話を楽しめたのは、とてもいい思い出です。
博物館のあとは、カムデンマーケットに⾏って昼⾷を⾷べました。きれ
いなマーケットで、私たちはおいしいメキシコ料理を⾷べましたが、
他にも世界中から様々な⾷べ物が集まっていました。その後
は、ロンドン塔に⾏き、テムズ川でボートに乗りました。
⼀⽇の終わりには、豪華な教会で⼣⾷を楽しみました。
⽇本ではできないような貴重な経験をすることができ、
⼀週間の中でも特に思い⼊れのある⼀⽇となりました。

⾃由⾏動⽇
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毎年、⽇英学⽣会議はRoute�HとGlobal�Leaning�Centerと共に、英国⼤学への進
学を考えている⾼校⽣との交流イベントを⾏っています。新型コロナウイルスの
影響によりオンラインに移ったことで、世界中にいる⼤学⽣と⾼校⽣を繋げてイ
ベントを開くことができるようになりました。今年はケンブリッジ⼤、オックス
フォード⼤、サセックス⼤、ロンドン⼤学東洋アフリカ研究学院とキングスカレ
ッジロンドンに在籍する⽇英学⽣会議参加者が学⽣⽣活や受講している授業につ
いてプレゼンテーションを⾏いました。イベント後半では、双⽅向のQ＆Aセッシ
ョンを⾏い、⼤学受験や英語学習⽅法についての質問が⾶び交いました。
⽇英学⽣会議は、このイベントの実現のために尽⼒していただいていたRoute�H
の尾澤章浩様に感謝を申し上げます。そして、参加してくださった全ての⾼校⽣
の皆さんの夢の実現をお祈りします。

⾼校⽣オンライン交流会
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私たちにとって⾮常にためになった最後の講義は国連難⺠⾼等弁務官事務所
(UNHCR)�前駐⽇代表のヘベカー⽒による難⺠と社会の潮流から取り残された
⼈々についての話でした。ヘベカー⽒は平和構築や特に様々な国からの難⺠、移
⺠を助けることに尽⼒している専⾨家です。興味深いことに、彼は現在のロシア
であるソビエト連邦からも教育を受けたことがありました。彼の豊かな経験によ
り、私たちにもたらされた幅広い学問的なインプットは、��私たちがヘベカー⽒の
ような⽅からの教えや知恵を必要としているため、テーマ「共に、未来を創る」
に繋がるものでもありました。

講義は経済の停滞、サプライチェーンや必要物資供給の混乱、⽣活⼿段の⽋如、
貧困などSDGが解決しようとしているものへの逆戻り、そして気候変動に関する
進捗の停滞などの、現在の解決されていない国際的な問題を理解することから始
まりました。これら全ての問題は結果的に記録的に多い避難、すなわち難⺠と家
を捨て、他国へ逃げることを迫られた「違法な」移住をもたらします。⾔うまで
もなく現在のウクライナとロシアの戦争はこれらの問題を悪化させています。
講義は⽇本と英国の状況の説明に移りました。両国は残念なことに難⺠や難⺠申
請者についての政策規制がとても厳しい国々の⼀つとして、悪名⾼いです。⽇本
は特にウクライナの戦争の発⽣についてさえも、たった1000⼈ほどの⼈々のみを
「special�humanitarian�status」として承諾しました。この種の現実は、危機にい
る⼈々を助ける意識が⽇本社会にはまだ⼗分でないことを気づかせてくれます。
もしかしたらこのトピックにおける希望の光はヘベカー⽒が説明した、UNHCR
がまさに直⾯しているこのような制約にも関わらず苦難に直⾯する⼈びとを助
け、計画し、⾏動している事実そのものかもしれません。

Mr�Dirk�Hebecker

ダーク・ヘベカー⽒は、2016年から2020年までの国連
難⺠⾼等弁務官事務所（UNHCR）駐⽇代表です。�彼
は、1993年から2016�年にかけて、ベトナム、ミャンマ
ー、スリランカ、バングラデシュ、韓国、グルジア、ア
ルバニア、ロシアなど�15�か国以上で、国連⼈道および
⼈権活動に幅広い経歴を持っています。�2021年に国連
を退職し、現在は東京の⽴教⼤学や⽇本を中⼼とした学
術機関で地球規模の問題や国際関係の研究と教育を⾏っ
ています。�彼は国際関係と東南アジア研究の修⼠号を
取得しています。
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質疑応答では、私たちは⼈々がこの問題についてほとんど知らないことや
UNHCRでさえ不法⼊国などの理由で、⽇本で取り残されている⼈々を完全に保
護することのできない厳しい状況について⽩熱した議論を⾏いました。最後に、
ヘベカー⽒は現在は社会に問題があふれる⼀⽅で、解決策があまりにも少ないと
いう困難な時期であると認められました。それでも、私たち皆、特に次に世界を
⽀える世代である⽇英学⽣会議の学⽣ができることが必ずあるでしょう。私たち
全員が問題によりよく取り組むために周囲を取り巻く現実について学ぶ必要があ
ります。
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「共に、未来を創る」というテーマで開催された第7回⽇英学⽣会議は、パンデミ
ック以降⻑く待ち望まれた対⾯開催へと戻りました。会議は8⽇間⾏われ、8⽉28
⽇の政策⽴案発表と⼣⾷会とともに幕を閉じました。会議全体を通し、私たち
は、不確実な未来のさなかにいる社会に批判的に⽴ち向かい、そしてなにより、
どのようにこのような挑戦を乗り越えられるか追究しました。

２年ぶりに⾏うことができた対⾯開催は、なにより価値がある経験であったと⾔
えます。これはひとえに過去の実⾏委員が、弊団体がコロナ禍を乗り越えるため
に絶え間ない献⾝を⾏ったためであり、また今年の実⾏委員が対⾯開催へと会議
の形式を円滑に移⾏してくれたが故であります。そして、今年の参加者たちがみ
せた尽きることない熱意に対し、感謝を申し上げます。参加者の皆さんはまさし
くこの会議の中⼼でありました。今年の夏にこの会議にささげてくれたことは喜
ばしいことであり、また僭越ながら、彼⼥たちが知的に刺激され、⼈⽣において
意味がある経験であったと思っていただければ幸いです。また、私たちに貴重な
お時間を頂きましてお話を聞かせていただいた素晴らしい講演者の⽅々にも感謝
の意を述べさせていただきます。

皆様の⽰唆に富んだお話は、参加者の闊達とした議論を形作り上げました。この
経験は会議後も感銘を与え
続け、キャリア形成、学
問そして⽇常⽣活におい
て⼤きな影響を与えるこ
とでしょう。また、ルイ
シャムの移⺠博物館の皆
様の温かな歓迎と、その
最も教育的なフィールド
トリップとなった展⽰
の数々に感謝の気持ち
をお伝えさせていた
だきます。

終わりに�
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そして何より、⽇英学⽣会議は協賛・助成をいただいた双⽇国際交流財団、ベネ
ッセコーポレーション、Route�H、Global�Learning�Centerの皆様無しでは開催で
きませんでした。絶え間ないご⽀援に対し、深い感謝の意を述べさせていただき
ます。私たちは、⽇英学⽣会議を通じ⼆か国の若者の交流を可能にしてくださっ
た皆様との強い関係性を⼤事に思っております。

最後になりますが、最終報告書の執筆に携わった以下の１０名に感謝申し上げま
す：
   An�Yokota、Laura�Melville、Mizuho�Ina、Natsuki�Kashiwabara、Nicole�   
Doyle、Sakura�Doi、Taisei�Hirano、Tillie�Hoi�Ching�Lam、Yee�Hang�   
Chong、Yuka�Iriguchi（敬称略）。

我々はこれからも親しい友⼈たちと出会うという伝統を続けることを願っており
ます。こちらをお読みの皆様も2023年度⽇英学⽣会議へぜひご応募ください。

助成・協賛
⻑年の間継続的に⽇英学⽣会議を実現するためにご協⼒いただいている以下の団
体の皆様に感謝申し上げます。⽇英学⽣会議は、⽇英の学⽣同⼠の交流と議論、
⼈脈形成を通じて⽇英交流の活性化に貢献するためこれからも努⼒して参る所存
です。
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⽒名 ⼤学名 専攻

Nicole�Doyle� University�of�Oxford MA�Japanese�Studies

An�Yokota� Kingʼs�College�London BSc�History�and�Political
Economy

David�Watson Aston�University�
BA�International

Business,�French�and
Spanish

Mizuho�Ina Nanzan�University� BA�American�and�English
Studies

Sakura�Doi Keio�University BA�Literature

YeeHang�Chong Nagoya�University� MA�International
Development��

Yume�Araki Sophia�University BA�International�Legal
Studies

実⾏委員⼀覧
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⽒名 ⼤学名 専攻

Anna�Matthews University�of�Cambridge BA�Asian�and�Middle�Eastern
Studies�(Japanese)

Angelica�Marcelo University�of�Glasgow BA�Philosophy

Hiromi�Egusa SOAS�University�of�London BA�Politics�and�International
Relations

Laura�Melville SOAS�University�of�London BA�Korean

Tillie�Hoi�Ching
Lam University�of�Sussex BA�English�Literature

Ayda�Ogura Sophia�University BA�Liberal�Arts

Taisei�Hirano International�Christian�University BA�Liberal�Arts

Momoko
Nakamura University�of�Yamanashi BSc�Medical�Science

Natsuki
Kashiwabara Keio�University BA�Law�and�Politics

Riku�Sato Akita�International�University BA�Global�Business

Satomi�Nakano Sophia�University BSc�Economics

Takaya�Inoue Soka�University BSc�Computer�Science

Yuka�Iriguchi International�Christian�University BA�Liberal�Arts

Yutaro�Wada Akita�International�University BA�International�Liberal�Arts

Ema�Uno Keio�University BA�Law�and�Politics

Miku�Matsubara Sophia�University BA�International�Business�and
Economics

Pamela�Afi�Tettey University�of�Hiroshima PhD�Bioresource�Science

Shunichi
Masaoka Keio�University BA�Law

Shafi�Abdullah
Imam Ritsumeikan�Asia�Pacific�University BA�International�Relations�&

Peace�Studies

参加者⼀覧
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