
Challenge ASIA 

「自分の力で留学したい」という思いを実現 

 現場で学ぶ―官民協働海外留学支援プログラムに挑戦 

２０１４年からスタートした官民協働で取り組む海外留学支援制度「トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム」の 
平成２８年度前期（第４期）に、本学国際関係学部４年の今泉 紫さんが採用されました。 
 
今泉さんは同プログラムの「新興国コース」に応募し、採用。 
「日本企業は世界にどう貢献できるのか―メキシコの貧困と労働移民の現場での探究」をテーマにメキシコで学びます。ネイティヴなスペ
イン語を学ぶ一方、現地のさまざまな課題にも向き合います。 
 
プログラム参加のきっかけは、２年次に参加した亜細亜大学アメリカプログラム（AUAP）でした。派遣先のサンディエゴではメキシコ系の
人と関わる機会が多く、メキシコを身近に感じたといいます。 

帰国後に「もっと自分の力を試したい」という思いが強まり、再度留学を決意。偶然ホームページで「官民協働海外留学支援制度」の存
在を知り、募集のあったメキシコへの留学を希望しました。 
 

書類審査を通過するため、約１年間の準備期間を設け、現地に関する情報収集や資料作成に力を注ぎました。国際交流センター職員
の方に提出書類のアドバイスを受けたり、アルバイトで貯めたお金で1か月間メキシコで生活した経験によってモチベーションを維持。審
査通過に至りました。 
 
今泉さんは４月２５日からメキシコで９カ月留学、その後アメリカの 
ロサンゼルスで３カ月のフィールドワークを行います。 
「日本からメキシコの貧困について眺めるのではなく、さまざまな経験を 
通して現地に溶け込み、生活しながら課題と向き合えることがこの留学の 
魅力。同じ目標を持つ仲間と意欲的に学びたいです」と抱負を語ります。 

今泉 紫 さん 
国際関係学部 国際関係学科４年 



Challenge ASIA 

フォーミュラカーで日本ランキング参加を目指す 

レーシングマシン「フォーミュラカー」によるレース「ＪＡＦ筑波スーパーＦＪ選手権シリーズ」が５月５日に開催され、 
金澤力也君（経営２）が優勝。３月２０日に開催された同レース開幕戦に続く２連勝で、好成績を挙げています。 
 
３月のレースに引き続き、予選１位通過、そしてトップポジションを一度も譲ることなく完全優勝を達成。 
ベテランレーサーの参加も多い中、予選・決勝戦共に完璧な走りを見せました。 
 
結果を振り返り、うれしそうな表情を見せた金澤君。 
「一人の力では達成できないからこそ優勝の喜びが大きくなる」といいます。 
 
「レースは個人戦のように見え、実は団体戦。ドライバーのテクニックは勿論ですが、 
マシンのセットを行うメカニックやスポンサーの存在がレーシングカーを勝利へと導きます。 
優勝はもちろん、多くの人に見に来てもらえることも結果につながるんです」と語りました。 
 
今回の優勝で、あとわずかなポイントを獲得することで、 
金澤君は日本ランキングへの参加条件を獲得することができます。 

金澤 力也 君 
経営学部 経営学科２年 



Challenge ASIA 

中国・大連での日中友好親善演奏を通して成長 

亜細亜学園75周年となる今年、その記念事業として本学吹奏楽団が中国大連市を訪問し、 
日中友好親善演奏会を行いました。海外演奏会の実施は本学吹奏楽団にとって１９７５年の香港から数えて 
７度目、現在の吹奏楽団の学生全員が初めて経験することでした。 
 

「吹奏楽を始めた中学時代から、いつか海外で演奏ができるといいなと思っていました」と、積極的に演奏会の準備にあたった久木野さ
んは語ります。「大連での演奏が決まったとき、在学中に夢が叶うことに大きな驚きと喜びがありました。しかし同時に、亜細亜大学の名
前を背負って海外へ行くことへのプレッシャーも大きくて…。海外旅行へ行くような気持ちで臨んではいけない、成功させなければならな
いという強い気持ちがありました」。現在、楽団員は３７人。楽団としては少ない人数であるうえに、 
海外に行くことが初めての学生も多く、会場の大きさや設備、聴衆や楽器の手配など何もかもが 

手探りの状態で始まりました。演奏会の準備を進めていく中で、「はじめは団員全員が同じ気持ちで準備に取り掛かることの難しさも感じ
ていた」と久木野さん。顧問や指揮者の先生方に相談しながら自分のすべきことを明確化し、主将や学生指揮者を中心としてできる限り
具体的に団員との情報共有を図ったそうです。また、積極的に役割分担を行ったことで団員一人一人が演奏会の詳細を把握しやすくな
り、結果として吹奏楽団の団結力を高めることに繋がりました。 

久木野 菜々 さん 
経営学部 経営学科４年 

演奏会当日は２階席までほぼ満席となった会場で、全１１曲を披露。大きな拍手や
「アンコール」の声、お客さんの歓声や笑顔に包まれながらの閉幕となりました。 
  

演奏会を振り返り、「海外で演奏できて本当に良かった」と久木野さんはいいます。
「いつか海外で演奏したい」という久木野さんの夢が叶っただけではなく、団員の絆
が深まったことや、吹奏楽に対するモチベーションが向上し「日本でも大連で経験
したような演奏会をしたい」と団員同士で語り合えるようになったことが嬉しいから
だといいます。更に、海外演奏会を通して、演奏会を主催することの大変さを実感
すると共に、お客さんを意識して演奏することの大切さも再認識することができまし
た。 
  

久木野さんは現在４年生。吹奏楽団の代替わりまでは、自らの練習を続けながら、
後輩学生の指導にもあたります。地域のイベントやコンクールなど、さまざまな場で
活動する吹奏楽団。これからも目標高く練習に励みます。 



Challenge ASIA 

日本代表としてデフリンピックへ挑む 

４年に１度開催される聴覚障害者のオリンピック「第23回夏季デフリンピック競技大会サムスン２０１７」が 
７月１８日（火）から３０日（日）までトルコのサムスンで開催されます。この大会に林滉大君（経済３）が 
サッカー日本代表に選出されました。 
 

林君は幼稚部の時、日韓ワールドカップで活躍するベッカム選手に憧れ本格的にサッカーを始めました。先天的に耳が不自由でしたが、
周囲への観察力の高さをサッカーに活かすことができているといいます。 
 
林君のサッカー人生の中で転機となったのは中学１年生の時。地元のサッカーチームの監督から 
「君は聞こえない代わりに特別なものを持っているのでそれを活かしてほしい。周りに負けず、自分に 
負けずに努力し続ければ良い結果が待っているから負けずに頑張っていこう」という言葉をもらいます。 
監督は外国出身で、日本人と一緒にプレーする中で言葉や人種など“違い”を理由にした困難に直面し、 
克服してきた方だったそうです。監督は、「聴覚障害があっても、サッカーのピッチ上になると人種が違う、 
国籍が違う、身長が大きい小さいのと同じで特別なことではなくなる。ハンデを感じさせない能力と技術を 
持っているから、それを伸ばして活かせば世界で戦える選手になれるはずだから頑張れ」と 
林君を何度も勇気付けてくれました。 
 
小学４年生の時、デフリンピックの日本代表選手の合宿を見学。そこで出会った中島正行選手と将来の 
出場を約束してから、この大会を目標に練習を積んできました。林君は「当時の約束を現実にすることが 
でき、中島選手と共にコートに立てるなんてとても感慨深いです」と嬉しそうに語ってくれました。 
 
大会本番まで残りわずか。林君は、「日の丸を背負って戦うことは本当にうれしく、誇らしく思います。 
応援してくれる方やサポートしてくれている方に良い結果を報告できるようにチーム一丸となって戦います。 
試合に出場したら貪欲にゴールを狙い、勝利に貢献したいです」と意気込みを語りました。 

林  滉大 君 
経済学部 経済学科３年 



Challenge ASIA 

実践的学修が可能性を広げる 

立教大学池袋キャンパスで行われた日本フードサービス学会第22回年次大会 
「フードサービス産業における産学連携を考える」で、ポスターセッションに初参加した柏森さん。 
 
きっかけは、所属する学科のゼミナールで実施した、熊本地震を支援する募金活動でした。 
この活動を通して、東京を活動拠点にしつつ、被災した熊本の農業を支える方法を模索するようになったそうです。 
 
学会では「コーズリレイテッドマーケティング」を活用した企画を発表しました。 ポスターという形にまとめるまでには、現場の声を収集し
ながら試行錯誤したそうです。 「募金活動と並行して、ＪＡ熊本果実連の方にインタビューを行いました。想像では簡単なのですが、現場
の声と自分のイメージとをすり合わせる過程は難しかったです」と当時を振り返ります。  
とはいえ、会場を訪れた他大学の先生にも着眼点を評価される内容まで詰めることが出来ました。 
 
元々マーケティングに関心があって経営学科を選んだという柏森さん。 
これまでは事前に考えすぎてしまう性格だったそうですが、募金活動やインタビューを通して、 
"まずは行動に移す"ことで得られる情報や人脈の多さを実感したそうです。  
 
また、調査過程では、ネットで何でも簡単に調べられる便利さを享受する一方、 
情報過多に戸惑う場面もあったと言います。 
「こうした時、図書館に通い、統計集などを活用して情報を整理したり、正確を期したりしたことは、 
とても勉強になりました」と自身の情報活用能力の向上にもつながったことを実感。 
 
１人で初めて挑戦した学会のポスターセッションで得られた収穫は、 
柏森さん自身にとっても想像以上に大きなものとなりました。 

柏森 沙織  さん 
経営学部  経営学科３年 



Challenge ASIA 

勉学に励みながら大学施設でアルバイト 

ベトナムからの留学生レー ティ タォ スォンさん（経営３）は勉学と大学の図書館でのアルバイトに 
忙しくも充実した日々を送っています。 
 
スォンさんは高校卒業後、ベトナムの海外研修制度を利用して来日し、大阪の工場で1年半働きました。そこで出会った日本人がとても

親切で日本が好きになり、言語を学んで日本人とコミュニケーションを取れるようになりたいと思い始めます。帰国後に日系企業で勤め
ていた際、日本語力を向上させたいという思いを先輩社員に相談したところ、留学生を多く受け入れている亜細亜大学を進められ留学を
決意。留学生別科で１年間日本語の基礎を学び、経営学部経営学科に進学しました。 
 

学部２年生のとき、図書館でアルバイトの募集していることを知ります。「日本語を勉強途中の自分にはハードルが高い」と応募をため
らっていたそうです。しかし留学生別科で学んでいたときにお世話になった職員から「スォンさんなら大丈夫。挑戦してみるべきだよ」と勇
気付けられ、アルバイトに挑戦しました。 
 

現在スォンさんは経営学科の授業の傍ら、図書館で受付や配架の仕事をこなしています。図書館で働く職員や先輩からは窓口対応方
法やメールの仕方だけでなく、日本語を教えてもらうこともあるそうです。「空き時間の有効活用や読書習慣が身につけばと思いチャレン
ジしたアルバイトでしたが、図書館の仕事で今まで学んだ日本語を生かすことができます」と語ります。 
 
将来はベトナムで恵まれない人たちをサポートする団体を立ち上げたいという 
スォンさん。その夢のために経営学科での勉学に励んでいます。 
理解を深めるために「企業の第一線で活躍する方が外部講師として来る授業では、 
積極的に質問をしている」と言います。また今後について、 
「大学卒業までに日本語を完璧にして、日商簿記検定2級を取得したいです。 
英語の勉強も懸命に取り組み、TOEIC受検にも挑戦したいです」と抱負を語りました。 

レー ティ タォ スォン さん 
経営学部   経営学科３年 



Challenge ASIA 

チームで培った思考力と不屈の精神 

原島君は２年次でアメリカのアリゾナ州立大学に5か月間留学、新入生の大学生活のスタートを支援する 
新入生研修「出会いの広場」では班付というサポートスタッフに携わり、体育会運動部「ボクシング部」の主将を 
務める、実に忙しい学生生活を送っています。 
 

３年になった原島君は現在、学科内でもその厳しさで有名な荒井将志ゼミに所属し、学修にも余念がありません。１２月９日には、慶應
義塾大学で開催された「国際ビジネス研究インターカレッジ大会（通称＝IBインカレ）※」において、所属するチームが「日系中小企業に
おけるオープンイノベーションが特許の価値に与える効果の実証分析」についてプレゼンし、総合6位（日本語部門最優秀賞）入賞を奪
取しました。※IBインカレ＝大学のゼミナールにおける研究成果を学術論文形式で発表し，全国の大学チームが対抗して優勝をめざす研究報告大会です。 

 

本学ほか慶應大学や明治大学など１３大学１５ゼミ２９チームが参戦した本大会。「４月から約９ヶ月間、眠る時間を削ってでもこの大会
に向けて時間を費やしてきました。IBインカレという数々の難関大学を相手に今回の成績を収められたのは嬉しい限りです」と喜びをか
みしめます。 
 
精鋭が集う大会を前に、その準備にかかる労力は知力・体力ともに限界まで試されるものだったそうです。 

「今回の経験は真摯に自分と向き合い、自身の成長に繋げる貴重な時間となりました。技術としてはプレゼン力、忍耐力、読み取る力、
リーダーシップなど多くの力が養われたと思います。しかし１番に鍛えられ、必要性を 
感じたのは思考力でした。当日の発表では、論理に一貫性だけでなく、聴衆に対する 
“わかりやすさ”を1番に工夫し、最良のプレゼンを提供できたと自負しています」 
 
原島君のチームほか、同じゼミ仲間のチームも「プレゼン賞」に輝きました。「この結果と収穫 
は一緒に戦った仲間がいなければ成し得なかったことです。本当に厳しい９ヶ月間では 
ありましたが、一緒に頑張ってきた仲間、恩師の荒井先生には心から感謝しています」 
 
現在、就職活動真只中と、学生生活だけでなく私生活も慌ただしい原島君。 
ゼミを通して修得した力を糧に将来を開拓しています。 

原島  一道 君 
国際関係学部 国際関係科３年 



Challenge ASIA 

人生の節目を祝う魅力を高校生に伝えたい 

２人が所属するのはホスピタリティ・マネジメント学科にあるブライダル業界を専攻する五十嵐ゼミ。 
今年度、大久さんはじめ卒業を控えた4年生12人は卒業研究の一環で、 
高校生に結婚式の魅力を伝える企画に取り組みました。 
 

“進学か就職”か。分岐点に立つ高校生を対象に、次世代の顧客として市場調査も兼ねたもので、実際に東京電機大学高校、立川女子
高校、田無工業高校の３校に赴きました。 
 

高校生と先生を前に結婚式の魅力を語るのは初めての経験。「予備知識のない方に一から分かりやすく物事を伝えるのは、思いのほか
技術を要しました」と語るのはゼミ長の大久さん。各校からのリクエストや持ち時間に合わせ、都度の調整や発表方法を練り上げました。 
 

発表にあたり工夫した点は、結婚式自体の良さよりも、結婚式という場で「想いを伝えることの良さ」を表現したこと。齊藤さんたちは「結
婚や結婚式を選択しない道もありますし、ほとんどの生徒さんにとっては少し先の話です。まずは関心を持ってもらうこと」を念頭に構成
したそうです。 
 
「今回の企画を通して実感したことは「伝える≠伝わる」ということです。 
関心を引きつつ、こちらが伝えたいことを如何にうまく発信するか。五十嵐先生の指導を仰ぎつつ精度を高めていきました」 
そして「生徒さんの反応や声を直に収穫できたことは大きかったです。 
今後の市場の動向を垣間見られた気がします」と２人は振り返ります。 
 
４年生の取り組みを後輩たちが見つめ、次の学修の場に繋げてほしい。 
実はそんな想いも込められた卒業研究となりました。 

大久   未留 さん     齊藤    愛 さん 
経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科４年 



Challenge ASIA 

感謝の気持ちを力に変えて  ―プロ野球審判員を目指す― 

この春、郡司真里君は日本野球機構（NPB）の研修審判員として、プロ野球審判員への門を叩きます。 
 
郡司君は小学２年生から野球を始め、千葉ロッテマリーンズの選抜メンバーとしてNPB１２球団ジュニアトーナメント出場や、 
中学時代には佐倉リトルシニアで全国大会出場、高校時代も千葉県内の強豪校で県大会準優勝など、選手として輝かしい球歴を誇ります。 
 

その一方で、高校時代の紅白戦で審判を経験したことが、郡司君の将来を大きく決定づけていくものとなります。審判を経験したことで、選手と
して見てきたものとは全く異なる「野球」の見え方があることに気づき、審判員に興味を抱きました。 
 

大学では軟式野球部に所属し、選手として活動するかたわら、審判員としての経験を積むための努力を惜しみませんでした。大学野球連盟や
自宅近郊のリトルシニアなど、いくつもの組織に自分を売り込み、審判員としての活動を依頼。ほとんどの組織から断られてしまうなか、唯一受
け入れてくれた小金井リトルシニアで経験値を高めていきました。さらに大学３年次からは活動の幅を広げ、東京都高校野球連盟でも活躍。プ
ライベートも時間を見つけては関東近郊で開催されるプロ野球２軍の試合を観戦。審判の動きを解説するメカニクス本を片手に、ひたすら審判
の動きを勉強する日々を送りました。 
 
迎えた大学４年次、NPBプロ野球審判員という明確な目標に向けて、まずは６月の書類選考を通過、その後は１２月に行われた第５回NPBアン
パイア・スクール（１次試験）、2月のNPB球団春季キャンプ参加（２次試験）も見事に突破し、研修審判員の座をつかみとりました。書類選考の
応募者約１５０人から、研修審判員として合格したのはたった３人という、狭き門でした。 
 
「審判員になるために、誰よりも早い段階から準備をしてきたことが合格につながった」と 
郡司君は語ります。晴れて研修審判員としてのスタートを迎える郡司君。 
しかし、ここからプロ野球審判員になるためには、まだまだ険しい道のりが続きます。 
研修審判員として１年間活動し、実力が認められれば育成審判員に。 
さらにその後3年以内にプロ野球審判員に昇格しなければなりません。 
 
「厳しい世界で一年一年が勝負ですが、まずは自分の入りたい世界のスタートラインに 
立つことができました。これまでお世話になった方々のためにも、感謝の気持ちを力に変 
えて、野球審判のプロとして1年でも長くやっていきたいです」と今後の抱負を語りました。 

郡司  真里 君 
国際関係学部 国際関係学科４年 



Challenge ASIA 

言語ひとつで広がる世界を実感 

亜細亜大学は2018年3月、年度を通じたフランス語教育への取り組みや、仏検における出願者数、 
試験結果等が評価され「文部科学大臣賞団体賞」を受賞しました。１年次から仏検を活用して言語習得に 
力を入れる川尻さんは目下３級合格に向けて勉強中です。 
 
経営学部で専門分野を学ぶ傍ら、フランス語修得に力を入れる川尻さんは、２年生の時に仏検4級を取得しました。フランス語を勉強し

たいと思ったきっかけは、素直に“話せたらかっこいい”と思ったから。検定試験は、大学で習ったことをアウトプットできる機会として活用
しているそうです。 
 

関心を持ちながら言語を身につけられるメリハリある授業が楽しいと話す川尻さん。「前期は映画やフランス音楽の聞き取りと、文化的な
ものを取り入れながら“フランス”に親しみ、後期から試験対策を意識した課題に取り組むので抵抗なく語学学習に向き合えます」。言語
と文化の関係性を感じながら学べる魅力も見逃せません。 
 
3年生になった現在は３級取得に励む毎日。３級から記述式の問題が出題されるのでスペルもしっかり頭に入れる必要があるそうです。
春休みなど長期休暇中は無料動画サイトを活用して「聞き／書き取り」対策をしたり、発音の確認をしたりと自習も怠りません。 
 
「授業を担当する先生から聞く留学の話が魅力的で、大学の短期留学制度AUGPを活用してフランスに行ってみたいと思うようになりまし

たし、文化にも興味が湧きました。教養科目として開設されているヨーロッパ文化に関する授業の受講も考えています」。現地の人と会
話を楽しめるくらい上達したいと話す川尻さんは、在学中に２級取得を目指しています。 
 
「歌はもちろんですが、会話そのものも美しく感じられる音を持つのがフランス語です。 
しっかりと勉強する時間が持てる大学生の特権を活かして、 
楽しみながらスキルアップしています」 
 
１つの言語で世界や自分の可能性がどんどん広がっていくワクワク感とともに、 
川尻さんの挑戦は続きます。 

川尻 亜早美 さん 
経営学部 経営学科３年 



Challenge ASIA 

夢の実現に向かって計画的に大学生活を過ごす 

法学部4年の高橋遥さんが実用フランス語技能検定試験（以降仏検）の準2級に合格しました（3年次に受検）。準2級は日常生活におけ
る平易なフランス語を、聞き、話し、読み、書くことができるレベルとされ、1次試験は文法問題が、2次試験では面接試験が行われます。 
 
高校1年生からフランス語を学んでいた高橋さんですが、好きとできるは別物。勉強には苦戦したそうです。亜細亜大学では、高校3年間
分のアドバンテージを生かし苦手意識からの決別を誓います。 
 
1,2年次の授業では週２回、文法と会話を交互に学び、検定対策を日常的なものにします。高校での学習方法と異なり、その土地の文化

や歴史の解説とともに言語を学べたことは、高橋さんの興味関心を大いにかきたてたそうです。特に、フランス人講師が教材として持参
する地元の電車乗換案内や地図などは、現地を具体的にイメージでき、もともと抱いていたフランス自体への憧れを強くするきっかけに
もなりました。 
 
1年次で3級を取得した高橋さんは、通学の移動時間を活用したり、学内の書店で参考書を吟味し効果的な学習方法を模索したりと、苦
手な文法対策を中心に学習を重ね、準2級にも見事に合格。「授業担当の先生には個別相談にのっていただいたり、おすすめの参考書
を紹介いただいたりと常に応援してもらえたことも心強かったです」と語ります。 
 
学習の場は教室に留まりません。亜細亜大学で日本語を学ぶフランス人留学生の友人とは、互いの言語 
を教え合う仲だそうです。「どうしても意思疎通が難しい場合は英語でコミュニケーションを図ります」と高め 
合える友人との出会いを楽しげに話してくれました。全学共通科目であるフランス語の授業では他学部学 
生との交友関係を広げることもでき、学ぶ領域も広がりました。 
 
試験対策には経済的負担がつきものですが、高橋さんは検定料が半額還付される学友会の福利厚生 
制度を上手に活用しています。大学の人、物、制度をうまく活用したことで、継続的なスキルアップを実現 
できたのかもしれません。 
 
「フランスに関わる仕事がしたいと目標をもって過ごしてきたことが、今の自分をつくっていると思います。 
来年からはワインなどお酒を取り扱う企業で働き始めます。言語が使えることで、自分の仕事の可能性や 
楽しみはさらに広がると思っています。まずは在学中に２級を取得し、運用能力をビジネスレベルまで 
引き上げたいです」 

法学部 法律学科 ４年  高橋 遥 さん 



Challenge ASIA 

資格試験に挑戦し、学び続ける 

経営学部3年の中村志帆さんは、今年の7月、「一種外務員資格試験」に合格しました。同試験は、 
全国の証券会社を構成員とする「日本証券業協会」の外務員として登録を受けるために必要なもので、 
商品業務やコンプライアンスについての実務的、専門知識が問われます。 
 

証券業界で働く家族の影響もあり、金融に興味があった中村さんは「株価の動きや保険など、自分で判断できるようになりたい」と思い、
幅広い金融商品の取引を担当できる「一種外務員資格試験」の受験を決めました。 
 

試験対策では、ゼミの担当教員である白珍尚准教授の勧めで、分厚いテキストを項目ごとに分けたものを利用したと言います。「薄く
なったテキストは持ち歩きに便利。スキマ時間に読み進めました」。問題を解いた後は、間違えたものを表にまとめて暗記したり、新出
単語を書き出してインターネットで意味を調べ、ノートを作成しました。試験直前は図書館を利用し、閉館まで勉強。その努力が実を結
び、初受験で合格を果たしました。 

中村 志帆さん 

経営学部 経営学科 ３年 

中村さんは合格の要因を2つ教えてくれました。 
 
1つ目は「継続」。「とにかく毎日少しでも勉強することを心掛けました。忙しいという理

由でできないことはないと思っています。初めは勉強を続けていくことが苦痛でしたが、
気がつくと参考書を常に持ち歩くようになっていました」。  
2つ目は「環境」。「ゼミのメンバーや先輩、友達と切磋琢磨できる環境に身をおいてい

ることが大きいです。合格へのプレッシャーを感じることもありますが、負けたくないと
いう気持ちが芽生え、頑張ることができます」。 
 
これから迎える夏季休暇期間は、「簿記検定2級」の合格を目指して勉強するそう。「簿
記2級を取れたら、ファイナンシャルプランナー2級取得を目指します。自分をアピール
できる材料を1つでも多く携えて、目指す将来に臨みたいです」と語ってくれました。 
 



Challenge ASIA 

人を笑顔にする活動で自分も笑顔に。 
ボランティア活動を通して身につけたこと 

経営学部ホスピタリティ・マネジメント学科の重太みゆきゼミの学生が、宮城県石巻市および仙台市で復興支援活動に携わって2年目
を迎えました。はじまりは2017年2月、重太みゆき教授が出席した仙台植樹祭に遡ります。ゼミ生も一緒に参加した企画から、現在に至
るまで、震災で傷ついた方々を笑顔にしたいという思いが後輩に引き継がれてきました。 
 
2年次に初めて仙台市の植樹祭に参加した西村若菜さん（4年）。石巻市の清掃活動にも取り組んできました。訪問時には住民の方を
はじめ、議員や市長から市政に関する話を聞くなど、一次情報を通して復興現場に携わることができたそうです。 
 
徐々にゼミ生だけでもボランティア活動に赴くようになり、自然と活動の幅が広がっていきます。「 復興に向かって着実に整備される街

の変化に伴い、住民の笑顔に出会える場面も増えてきました。元々は私たちが皆を笑顔にしようと訪れましたが、逆にエネルギーをい
ただいている気がします」と現地の様子を振り返ります。 

西村 若菜さん 

経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 4年 

「ボランティアとしてその土地を訪れる際は、観光“客”ではなく、使命感をもって積極的に様々なことにアプローチする姿勢が大事」と
語る西村さん。東京・中野を会場に実施された宮城県の高校生による地域特産物の発信企画「高校生百貨店」では、学科で学んだ知
識を役立てながらサポートに徹しました。 

支援を通して自身にも変化がありました。「積極性と実行力が身につきました。街が
きれいになり、住民の方に喜んでもらえる手応えから、大学のある武蔵野市でも取り
組みたいと思うように。現在は朝の清掃活動を通じて、地域の方との交流にも意義を
感じています」 
 

この他、チームでの成功体験をもとに、一人で行動する力も培いました。互いの活動
を報告し合う関係から、学年に関わらず上下横で忌憚のない意見交換ができる人間
関係を築けたと語ります。「大学で一緒に学び、挑戦してきた仲間は自分の成長の証
人でもあります。自分に対する自信をもつこともできました」とボランティア活動の副
産物も示してくれました。 

◆MYK活動報告書（ボランティア編） 



Challenge ASIA 

「目が見えないから」で諦めない。 
探求心が不可能を可能にする。 

国際関係学科3年の五十嵐洸貴君が国家資格である「国内旅行業務取扱管理者」試験に合格しました。 
主に「旅行業務に関する取引公正の維持」、「旅行の安全確保」「旅行者の利便の増進」を管理・監督する業務を担うための資格試験です。 
 
受験を目指すきっかけとなった経験は1年次に挑戦した国際ボランティアプロジェクトです。生まれつき目の見えない五十嵐君にとっては一大決心で

した。「はじめは不安ばかりでしたが、空港のスタッフの方々の心温まるサポートがとても印象的で、彼・彼女らの誠意ある仕事ぶりをもっと皆に知っ
てもらいたい……。そんな思いから旅行業界に関心を持ち始めました」。空港に足を運ぶまでの道のりも平坦ではありませんでした。初海外で右も左
もわからない五十嵐君にとって心強かったのは、橋本一郎客員准教授が紹介してくれた卒業生が働くHISユニバーサルツーリズムデスクという障が

い者向けの海外渡航支援サービスです。様々な場所で多様なサービスを提供するプロフェッショナルと直接交流できた経験は五十嵐君の向上心を
刺激します。 
 

五十嵐 洸貴 君 

国際関係学部国際関係学科 3年 

帰国後、「国内旅行業務取扱管理者」資格取得を志し学内で開講している課外講座への受講を希望します。しかしプリントや課題の点訳、講義の
進行など多くの壁に直面。急いで無理に受験するものでもないと気持ちを切り替え、学科必修であった5か月間のアメリカ留学に参加しながら今後
すべきことを考えたそうです。 

3年次を迎え受験への冷めない気持ちを確認した五十嵐君。ボランティアに依頼して外部講師オリジナル

の資料を点訳してもらうなど、必要な支援を自力で募りました。外部講師の賛同と協力を得て、受講がス
タートしました。「試験の性質上、地図や絵柄など目の見えない私にとっては把握しづらい部分が多くありま
す。難易度の高い点訳技術、外部講師も表現を工夫してくださるなど力強いサポートが勉強を続けるエネ
ルギーになりました」。 1日中勉強漬けの毎日も、具体的なエピソードを交えた面白い講義やわかりやすい

点訳のおかげで、知的好奇心が満たされる喜びが苦労に勝ったといいます。「幼いころから電車で通院し
たり、旅行関係の本を読み漁っていたりと交通機関や地理、土地の風俗や歴史について自然に知識を蓄
えていたのも役立ちました。過去の努力が思わぬ形で未来への道筋を補強してくれたのです」。 
 

旅行関係のメールマガジンや雑誌を読むなど合間の時間も知識を得ることに役立てられるとアドバイスす
る五十嵐君。見事合格を手にした今は、範囲を世界に広げた「総合旅行業務取扱管理者」の資格取得に
向け継続して机に向かいます。 


