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〔第１４号〕  横浜商科大学留学生会発行 

〒230-8577 横浜市鶴見区東寺尾 4丁目 11番 1号   

編集者：横浜商科大学留学生会  

 

 2012年の活動をふり返って         留学生会会長 周 梁 
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 横浜商科大学留学生会集合写真  

                                               in草津温泉 

昨年は私にとって新たな経験をした一年でした。特に、留学生会の役員の一人として、留学生会活動の企画と運営をする

中でチームワークの大事さを知り、勉学ではなかなか味わえない様々な体験をしました。昨年６月に行った「課外活動」で

は、留学生と日本人学生が共同で活動したことが印象に残りました。参加者全員が協力し合って、さくらんぼ狩りと手作り

キャンドル体験をしました。草津温泉の宿泊先でたくさんの交流ができ、お互いに絆を深めました。留学生フォーラムでは

様々な出身国の留学生が母国の食文化を紹介してくれました。最後はフォーラムに参加していただいた学生、教職員の方々

を招いて、一緒に水餃子を作り試食をしました。また、飯山祭では、皆の多大な協力を得て留学生ならではのお国自慢の手

作り料理を販売しました。毎年多くの方々に、おいしいと評判です。留学生会の活動を通し、先生方の協力をいただいて、

学生達がひとつの力となり、何かを成し遂げることの大切さを私達留学生会全員が実感しました。この一年間の活動を通じ

て、これまでの経験は私の人生の中で大切な思い出となり、宝となるでしょう。私だけではなく留学生会全員がそう思って

いると信じます。 
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留学生会では課外活動として、毎年一泊二日の日本文化体験を企画しています。今回選んだ場所は、群馬

県でも有名な温泉地である草津温泉でした。ここ数年、雨の中での研修でしたが、今回は出発の日に好天気に

恵まれました。お日様も私たちの情熱に感動させられたのでしょうか。バスでの移動中は、皆でゲームをやりなが

らの笑い声が絶えませんでした。草津温泉に行く途中で、さくらんぼ狩りをしました。皆さん、日本産のさくらんぼ

は高価なのを知っていますか。旬のごくうまいさくらんぼを腹一杯食べで皆大喜びでした。 

そして、バスで目的地の草津温泉まで移動しました。宿で少し休憩し、周辺を散歩した後は、待ちに待っ

た交流会です。国際交流センターの有本先生から始まり、野田さん、金さんからも挨拶をいただきました。

さらに交流の深まったのは新入生の自己紹介とゲームやカラオケを通じてです。留学生、日本人学生、交

換留学生などの垣根を超え、商大の学生として交流しながら遊びました。その後、それぞれ気持ちよく温泉

に浸かり、草津温泉の良さを体験しました。 

 

翌日、あっという間に横浜へ帰る日です。朝食後、浅間山ふもとにある鬼押し出しに立ち寄りました。そ

の後、私たちは浅間牧場でおいしい牧場お弁当を食べて、キャンドルの手作りに挑戦しました。作り方を教

わりながら、皆一生懸命に独自のデザインを考え、試行錯誤しながら完成させました。それぞれの作品を観

賞し合って、「自分のキャンドルが一番だ」と、きっと皆思ったことでしょう。 
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10 月 27 日、28 日に行われた飯山祭では、校内の中庭で

摸擬店を出店しました。今年も相変わらず美味しい料理を

出すために、頑張りました。 

 今回の留学生会は焼き餃子、中国風の海鮮チヂミ、タピ

オカミルクティーと、魚の団子をメニューとして用意しま

した。焼き餃子は手作りのため、二日間毎日夜遅くまで準

備しました。魚の団子は今年初めて販売するので、売れる

かどうか心配でした。结果、大変好評を得たことが嬉しか

ったです。 

また、本場のタピオカミルクティーを提供する

ため、わざわざ台湾からタビオカを輸入しまし

た。天気の影響で、売上は去年より少なかったこ

とが残念でした。しかし、今回の摸擬店出店を通

して、摸擬店参加者は多くのことが勉強になった

と思います。将来にも大きく役に立つと思いま

す。二日間の摸擬店出店は想像以上に大変だった

が、皆さんの協力により無事に終えることができ

ました。 
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ベトナムからの留学生ドーヒュン ミングェット（ビー）

さんです。ベトナムの南部のカントの食文化を紹介してい

ただきました。カントは南部を流れる大きな川の近くにあ

り果物、野菜、魚、肉の集積地で色々な地方料理がありま

す。カントの料理の特徴は、お米やモチ米などモチモチし

た食感の食べ物で野菜を包んで食べます。カントの有名な

料理は：塩漬け魚のお鍋、胡椒焼きのなめくじ、パパイヤ

のサラダなどすごく人気があるそうです。 

＊ベトナムの家庭料理： 

ベトナム料理といえばフォー（麺）や生春巻きが有名だ

そうです。日本と同じ米文化の国だそうですが。ベトナム

の家庭料理というのは白いご飯に合うおかず、ということ

で、日本と同様、白いご飯と汁物、それに大小の副菜が２

～３品というのが一般的だそうです。 

 

 

2012年度留学生フォーラム 

 

「料理から見える食文化」 
 

―アジアの家庭料理と祝膳料理についてー      

ミャンマーからの留学生パパカイン

さんです。フォーラムではミャンマーの人

達が、どのような物を食べて、どのような生

活をしているのかを発表していただきまし

た。ミャンマーでは、日本と同じように、お

米を主食としています。しかし、お米の調

理の仕方、ご飯の食べ方は、日本と全く違

うそうです。 

ミャンマーでは、ご飯を作るとき、まず大きなお鍋でお湯をわかします。お湯がわいたら、お鍋の中に、お米を

入れるそうです。肉類は牛肉よりも鶏肉のほうが、値段が高いので、牛肉をよく食べるということです。ミャンマー

の人達は、お坊様を大変尊敬しているため、お布施として、昼食用のご飯とおかずを喜んで差し出すそうです。 
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中国内モンゴル自治区からの郭曉偉さんで

す。中国の東北の一般的な食事とお祝いの時の

食事を紹介しました。東北の主食は、日本と中国

の南方と同じように、お米ですが、東北地方で

は、小麦粉を使った食物も多くあります。副食に

も季節による違いがたくさんあるそうです。 

 

モンゴルからの留学生ハンダさんです。モンゴル

(モンゴル高原）の気候：寒冷と乾燥であるため、

産業が農業に向かず、家畜業が発達しているそうで

す。モンゴル人は色々な肉を食べています。 

馬肉は西部に住むカザフ人がよく食べます。ま

た、ラクダ肉はゴビなどの地域でよく食べます。し

かし、豚肉や鶏肉はモンゴル料理にはあまり使われ

ないのです。（放牧される家畜ではなかったため） 

また、魚は北部では燻製にしてたべます。野生動

物はタルバガやシカがよく見られます。 その以

外、乳製品もたくさんありだそうです。 

中国からの留学生カクショウレイさんです。今回のフ

ォーラムでは、餃子の名前の由来から始まり、皆さん

が知らない中国の餃子について、紹介していただきま

した。 

 一つ面白いのが中国の旧正月の時、人はぎょうざに

コインを包んで食べ、コインが当たった人は「お金持

ちになれる」、という意味があるそうです。そして、

大晦日に、家族が一緒にテレビを見ながら餃子を食

べ、楽しいことや幸せの喜びを分かち合います。だか

ら、餃子も家族の深い関係を結ぶ橋であり、再会の象

徴でもあるそうです。 
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レポートの書き方 
 １.はじめに 

高校までとは違い、大学の授業では多くのレポートの課題が課されます。高校・大学入学式までの

段階では、長い文章を書かされる課題というのは、感想文・小論文といった、与えられた問題に対し

て、ある程度、一定の形式で答えるものでした。これに対して、大学のレポートは、多くの場合、広

いトピックの中から自分で対象を選んで研究し、その結果を報告・発表するという形式をとります。

大学からの訓練は、社会に出てから種々の報告書を書く際にも役立ちます。大学でのレポート課題は、

社会に出て文章を書くことと同じだと言えるぐらいではないかと考えております。 

 

２.資料・文献を探す 

問題意識のないレポートは、読んでいても張りがないし、筆者の気持ちも伝わって来ないものです。

どのような課題設定をするかが、まずレポートの出来を左右すると言っても過言でもないかと判断さ

れます。とくに、図書館の所蔵書誌はすべての学生の【共通財産】です。くれぐれも返却期限をオー

バーし、ペナルティに泣くようなことのないよう注意してください。 

図書館利用のルールをしっかり守って、気持ちよく利用しましょう。 

 

３．参考文献 

参考文献は全体評価の 10％ぐらい占めます。参考文献はレポート全体の根拠を提供するところです。

参考文献を使わず、全部自分の考えをまとめて書くのは無理です。それが現実なので、参考になった

部分がありましたら、必ず参考文献を表示してください。参考文献を表示しない場合には、法律的に

著作権違反行為になります。もちろん、大学のレポートでは、参考文献を表示されなくても問題はあ

りませんが、できれば明らかにしてください。 

その際には、筆者・編者・訳者・書名・出版社名・出版年は必ず明記することが必要です。 

引用した場合は、ページなども入れることが求められます。総計・資料を利用したり、表や図を転用

する時にも、出所を明示することが必要です。また、何からのホームページを参照したり、そこから

引用した場合には、ＵＲＬとページを開いた年月日を明記することが必要です。 

 

４．レポートの作成 

（１）序論・本論・結論 

どの文書でも、「起－承－転－結」という原則はあります。レポートにも、 「序論→本論→結論」

があり、これはレポートの作成として一番重要なポイントです。レポートを書く場合、序論や結論に

は一つの段落をあてます。本論は、論理にしたがっていくつかの段落に分かれます。200字程度をメド

に改行をして、段落を作っていきます。一つの段落には一つの主題があります。ですから、小見出し

をつけ、それを並べていくと、全体の論旨につながりが見えてくるはずです。 
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（２）序論の役割 

序論では、まず、「どのようなテーマを扱うのか」、「そのテーマを取り上げることの重要性は何か」、

「何を明らかにするのか」、「どのような問題意識を持っているのか」を明確にすることが大切です。

そして、読み手に興味を抱かせ、「中身を読んでみたい」と思わせなければなりません。そのために、

身近な問題から説きおこしたり、誰もが知っていることから始めたりします。 

つまり、そのレポートで何を取り上げるのか、どの範囲で論じるのか、なぜそのテーマを扱うのか、

を最初に示さないと、全体の内容が曖味になります。序論の印象でレポート全体の評価が決まるとい

っても過言ではありません。 

 

（３）本論の展開 

先生がレポートを見る時には、まず編集状態をチェックします。分段と分段がよく仕分けされて内

容の展開が明確か確認するようになります。分段がどこで始まり、どこで終わるのか分からないと、

見る価値はないと判断します。そして、論理的な文章を書くには、「正確で分かりやすい」、これがキ

ーポイントです。 

 

（４）結論 

本論で展開したことを簡潔にまとめてください。そして、解答を出し切れなかった疑問、取り上げ

なかったが将来の課題としたい問題を明らかにしてください。 

 

５．終わりに 

今すぐ立派なレポートを書くのは、難しいと思います。しかし、たくさんの本を読みながら勉強す

ると、その中で重要な文は何なのか、良い文は何なのか見つけられると思います。 何卒ハッピーキャ

ンパスを利用しながら、こちらの説明文「レポートの書き方」を念頭において、現在ハッピーキャン

パスにある資料より、もっと立派なレポートを作成してください。 

 

 

 

参考文献 

１． 清水幾太郎「論文の書き方」岩波新書、1956年 

２． 斉藤 孝「増補 学術論文の技法」日本エディタースクール出版会、1988年 

３． 江川 純「レポート・小論文の書き方」日経文庫、1988年 
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国際交流センター教員

～ 便 り ～ 

階 段 を 登 る 
国際交流センター長  

有 本 守 男教授  

 

マヤ文明の地を訪れたことがある。そこで見たのは、古代寺院の数々だった。寺院を形作っているその階段

が私を驚かせた。それは、私たちが馴染んでいる通常の階段と比べると、一段一段がかなり高い。そこで、ベリ

ーズでは二、三の寺院で階段の高さを測ってみた。2 千年ほどの年月のせいか、積み上げられた石の階段の

高さは不揃いだった。低くて 26 センチ、高いものでは 31 センチといったぐあいだ。しかも踏面が狭く、階段は

急峻で、確かに登りにくいし、きつい。このような寺院を建造するにはそれなりの理由があったのだろうが、古代

マヤ人の身長がかなり低かったことを考えると、さぞかし体力があったのだろうと思わずにはいられない。 

こんにち私たちが利用している日本の階段は、一般家庭で 23センチ以下、公共の建造物などでは 18セン

チ以下が法令の定めるところだ。長い階段などめったにないから、これで息を弾ませる人は多くはない。急いで

いるのか、頑固なのか、駅の階段などで二段ずつかけ上がる初老の男性を見かけることがある。マヤの階段で

はそんなことはできないが、やはり体力は蓄えておきたいと思う。 

さて、階段を登るというのは、出世するとか、何かを成就するプロセスになぞらえられる。一段の高さが低くて

登りやすいのもあれば、高くて骨が折れる階段もある。どこに行きつくのか分からないような階段もあれば、見通

しのきく階段もある。そうした階段を登るために、人はそれなりに必要な準備をするだろうし、また、実際に登るこ

とでそれに応じた資質が身につくことになる。 

いずれにせよ、登行可能な階段であれば、たとえ段差が低くても、一歩々々踏んでいくことにより、いつか目

的地に到達することができる。留学生の皆さんには、いまどんな階段が見えているのだろうか。どこにも階段が

あるわけではない。また、その階段すらないことがあるかもしれない。だからといって諦めることはない。苦労す

るかもしれないが、その階段を自分でつくってみるのもいい。目標に到達可能な階段を自らが作る努力は、後

の楽しみを倍加させるし、後に続く人のためにもなるというものだ。 

いつもエスカレーターを求めたり、はじめから登ろうとしない人がいたとしたら、悲しい気持ちになる。自らの

力で階段を登るからこそ自らの資質が形成される、ということを忘れないでいたい。 

（2013年 3月 21日記） 

 

 


