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62名7名

合計

日本の技術力！Old & New「ものづくり」体験さいたまプロジェクト

平成28年12月3日

鉄道博物館、川越

参加者数
外国人留学生 地域住民 スタッフ 大学関係者 来場者等その他外国人 日本人学生

12月3日(土)、県内在住の外国人留学生が、日本人学生とともに、鉄道博物館の見学や、川越「醸ん楽
座」で日本の伝統文化体験を行った。各訪問先の案内、レクチャー、通訳は日本人学生が担当し、外国
人留学生は、日本の伝統や技術発展を学ぶことのできる醤油蔵の見学や、ガラス工芸品の制作を行っ
た。今回のバスツアーでは、外国人留学生は、日本の新旧文化・歴史・伝統・技術発展を体感し、理解を
深めることが出来た。また日本人学生にとっても、改めて日本の魅力を再発見するとともに、外交プロトコ
ル実践演習の良い機会となった。
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＜参加者からのコメント＞
香田祥真さん（日本・埼玉大学）
/Mr. KODA,　Shoma（Japan, Saitama Univ.)

I joined my first bus trip in Japan with other International students in December, 03 2016, Before
starting the trip when I got my sit with the students other than Bangladeshi, I was worried. But after
that I was very happy that I got some new friends. First I visited The Railway Museum, Omiya with my
group. This is a railway museum, and it preserves both the physical elements and heritage of railways in
Japan and abroad. We enjoyed a lot seeing the trains, lines and the history of different time. I also
enjoyed the Japanese food supplied in our bus trip. Our next spot to visit was Kawagoe city and after
visiting The Railway Museum we started our journey to Kawagoe city.  The city has been designated as
an important preservation district for groups of historic buildings where rows of magnificent merchants'
houses in the traditional storehouse-style stand side-by-side.  I visited “Kitain Temple” which was very
nice. There is a big bell in front of the temple. Before entering the temple, people rang the bell with a
long rope and it sounds loud. After that they pray and while the back a holy smoke the virtually touch in
their head as a good sign.Moreover, it was a nice and enjoyable tour because I got to know a lot of new
people from different nations.  I have a lot of fun in the bus trip and eagerly waiting to join such type of
bus trip again.

No.1 鉄道博物館入口にて

No.4　ガラス工芸Blue moonにて、ガラス箸置き作製体験

No.5 学生が作製した箸置き

No.2 鉄道博物館内見学

No.3　(株)松本醤油商店にて、醤油蔵を見学

※写真の脚注

Most Mohoshena Aktarさん（バングラデシュ・埼玉大学）
/Most Mohoshena Aktar（Bangladeshi, Saitama Univ.）

今回のバスツアーで様々な国からの留学生と交流し、日本人として彼らをおもてなししていく中で異文化
に触れ、また同時に日本のこと、特に埼玉県のことを学ぶことができました。まず、留学生が日本に来て
興味をもったものやおもしろいと感じたもの、逆に困っていることや不思議に思うことなど話すことすべて
が私にとっては新しい価値観や視点でした。そういった価値観や視点は興味深く、互いに互いの国のこと
を説明したり非常によい国際交流ができたと思います。また、交流をしていく中で、今回のstudy tour の
舞台であった埼玉県の良さも知ることができました。私が感じた埼玉県の良さは古き良き文化を遺した最
先端の県であるということです。東京都心から大宮や川越まで1時間とかからない立地の良さがあるた
め、都心の最先端の影響を享受し、良い意味で便利なところです。そのような場所に小江戸と呼ばれるよ
うな古来の街並みが軒を連ね、古来の製法を用いた製品の数々がそろっている他にはない素晴らしいと
ころを感じとることができました。
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