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ONIGIRI PROJECT 2020 

 

 

 

2020 年は年明けから新型コロナウィルス感染拡大により、国内外の大学から対面講義が全てオンラインとな

り、卒業式、入学式の中止、留学途中の帰国、取りやめだけでなく国際交流も止まりました。ただ、今まで経験し

ていなかったオンライン授業が始まったことで、時間さえ合えば海外の大学と国際交流が出来るのではと思い、

香港恒正大学で日本語を教える陳洲先生に相談したのが「ONIGIRI PROJECT」の始まりです。 

おにぎりは、その時々で形や大きさ、具も変わります。同じように、参加する学生やプログラムを特定せずに

行うことから「ONIGIRI PROJECT」としました。 

 

１． 香港恒正大学（Hang Seng University of Hong Kong）との ONIGIRI PROJECT 

香港恒正大学は、2018 年創立のまだ新しい大学で、ビジネスや社会科学などの学部に約 6,000 人の学生が在籍

しています。香港恒正大学で日本語を学んでいる学生から 6 名、滋賀大学経済学部、データサイエンス学部から 6

名が参加して、授業の関係で、月曜日（日本時間 14:30 －16:00 香港時間：13:30 －15:00）の 7 人グループと水曜

日（日本時間：13:00 －14:20 香港時間：12:00 －13:20）の 5 人グループに分けました。 

6 月 1 日から始めたオンライン交流は、自己紹介から始め、それぞれの国の紹介、希望するテーマで自由に話し

合うことに決めました。1 つのグループの開催回数は 6 回ですが、2 つのグループでは月に 4 回、私と陳先生が参

加することになるため、学生も自主参加ですが教員もボランティアなので仕事に支障の無いように、会議などがある

時は、どちらか 1 人が参加することで負担を減らすことにしました。 

最初は日本語で行っていましたが、学生達が慣れてくると英語で行うこともあり、自分たちが調べたことを発表し意

見を出し合いました。例えば、香港の学生は「文化衝擊 10 個 日本人を驚かせる香港文化」というテーマで、香港は

寒い、とにかく何でも早い、市場はやばい等、日本人が香港に来た時に驚くことを紹介しました。こうして進む中で、

当初、このプロジェクトに参加予定だったアメリカの大学が新型コロナウィルス感染拡大によって不参加になりました

が、その大学は留学生が多く、世界中から来ている学生が自分の国に帰っていて時差がありすぎることと、オンライ

ン授業の負担が大きくなりすぎて教員が辞めてしまい、参加予定の先生の事務負担が増えたためです。 

 

オンラインでも交流に参加したい学生がいること、簡単に出来て、ディスカッションの方法もわかってきたので、ポ

ーランドとアイルランドの大学にコンタクトをとることにしました。大学を選ぶ基準は、日本語を教えている大学である

ということです。海外で日本語を学ぶ学生にとって、新型コロナウィルスで日本に旅行することが出来ないのですか

ら、同じ年代の日本人学生と日本語でディスカッション出来ることは魅力的に感じて手を上げてくれる大学があると思

いました。ただ、海外の大学教員にとってもオンラインになったことで授業の負担が大きくなり、仕事でも無いのに協

力するのは難しいようでした。その中で返事をくれたのが、ヤギェロン大学（ポーランド）のアレキサンドラ・シュチェホ

ラ先生です。 
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２． ヤギェロン大学（Uniwersytet Jagielloński） iとの ONIGIRI PROJECT 

私のポーランドの友人が調べてくれたのが、ポーランドの最古の大学 1364 年創立のヤギェロン大学です。ポーラ

ンドを代表する総合大学で、アレキサンドラ・シュチェホラ先生が所属する文献学部東洋学研究所日本中国学科で

は日本研究の学生達が日本語を学んでいました。プロジェクトには、当初 5、6 人の参加を見込んでいましたが、募

集するとあっという間に 15 人が参加することになり、滋賀大学経済学部、データサイエンス学部からの参加者 10 名

と合計して 25 名という人数になりました。 

香港恒正大学のプロジェクトは、初めてオンライン交流として取組んだため、自由に話し合うことにしましたが、ヤ

ギェロン大学とは日本の経営者の講演や模擬講義をプログラムに加え、日本語の研修を加えれば海外のサマース

クールとしても使えるように考えました。挨拶には、ポーランドの日本語教育の第一人者であるロムアルド・フシュチ

ャ（Romuald Huszcza）教授、駐日ポーランド共和国大使館パヴェウ・ミレフスキ大使、駐ポーランド日本国大使館川

田司大使（当時）、そして滋賀大学位田隆一学長にお願いしました。交流時間は 90 分としていましたが 2 時間を超

えても終わらないことが度々あるほど、各回とも学生達の質問や討議は熱心に続きました。 

アプリケーションは、香港恒正大学とは Google Meet、ヤギェロン大学とは Microsoft Teams と ZOOM を使いまし

た。また、このオンラインの交流以外も、普段、学生同士が接触出来るように、香港恒正大学とは LINE のグループ

を、ヤギェロン大学とはポーランドでは LINE の利用がほとんど無いために Facebook のグループを活用しました。 

国や大学によってアプリケーションは違いますが、ZOOM が一番使いやすく、全体の討議や小グループの討議に

出入りしやすかったと思います。ZOOM に限りませんが、時々、学生によって通信が切れる場合もあり、小グループ

の時は気を付ける必要がありました。 

 

【 ONIGIRI  PROJECT プログラム 】 

開催日時 プログラム 

7 月 23 日（木） 

JT18：00 PT11：00 

挨拶 ロムアルド・フシュチャ（Romuald Huszcza）教授 

ワルシャワ大学東アジア言語学科長、ヤギェロン大学文献学部 日本学科前学科長 

プログラムの進め方と先生の紹介、自己紹介 

グループに分かれて、日本、ポーランドの紹介 

8 月 6 日（木） 

JT17：30 PT10：30 

講演「日本の布団について」大東寝具工業株式会社 大東利幸社長 

グループに分かれて討議 

8 月 20 日（木） 

JT17：30 PT10：30 

挨拶 駐日ポーランド共和国 パヴェウ・ミレフスキ大使 

挨拶 滋賀大学 位田隆一学長 

模擬講義 滋賀大学 竹中厚雄准教授 模擬講義 滋賀大学 陳韻如准教授 

2つのグループに分かれて討議 

9 月 3 日（木） 

JT17：30 PT10：30 

挨拶 駐ポーランド日本国特命全権大使 川田 司(KAWADA Tsukasa) 様 

講演：「日本の伝統産業について」有限会社ジャパンスタイルシステム 川邊祐司社長 

グループに分かれて討議 

9 月 17 日（木） 

JT17：30 PT10：30 

グループに分かれて自由なテーマで討議 

今後に向けて 
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３． 「へいわって、どんなこと？」プログラム 

ヤギェロン大学との OROGIRI PROJECT が終わる前に、このグループで何か社会に向けた新しい取り組みがし

たいと思って考えたのが「へいわって、どんなこと？」のプログラムです。「へいわって、どんなこと？」という絵本は、

絵本作家の浜田桂子先生が、中国・韓国の絵本作家と協力して描かれた本で、３ヶ国で絵本作家が協力して描かれ

た絵本に２ヶ国の学生が関わるプログラムにすることで、より多くの国の人たちが関わるプログラムになるという単純

な考えでした。 

絵本の日本語をポーランド語に翻訳し、ページをめくる映像に文字とポーランド語で語りを付け、ポーランドの子ど

も達 100 人に 1 週間 YouTube で限定配信するというプログラムは、絵本作家の浜田桂子先生と出版社の童心社に

は直ぐに快諾頂きました。参加学生は、それぞれ新学期が始まったこともあり、滋賀大学の日本と香港の学生 3 名、

ヤギェロン大学のポーランドとチェコの学生 5 名の 4 ヶ国の混成チームになりました。 

絵本なら文字数も少なく、11 月 10 日のポーランドの建国記念日に配信出来るだろうと安易に考えましたが、直ぐ

に、ポーランドの子ども達が「戦争」や「爆弾」という言葉をどう感じるのかという問題が出ました。日本と違いポーラン

ドは、ドイツ、チェコ、スロヴァキア、ウクライナ、ベラルーシ、リトアニア、ロシアと国境を接し、ロシアがウクライナのク

リミアを併合したことで 2019 年までウクライナ東部で戦争があり、ポーランドにはウクライナ移民もいたからです。 

私たちは、浜田桂子先生、ポーランドの小学校の先生、小学生の子どもがいる母親、そして 7 歳の女の子にも、オ

ンラインで参加して貰い、絵の伝えたい事、言葉のひと言、ひと言の意味を考えて翻訳していきました、しかし、日本

語にあってポーランド語にない言葉もあり、ヤギェロン大学の学生は苦労して翻訳してくれました。そして完成した文

章は韻を踏み、音楽を聴く様なリズムのある柔らかな文章になりました。 

ただ、この間も、ポーランドの新型コロナウィルス感染拡大によりヤギェロン大学は閉鎖となり、チェコからの留学

生は家族が感染しその看護に追われるなど、オンラインで無ければ中断したプログラムでしたが、予定より大幅に遅

れながらも、やっと、クリスマス前に、「へいわって、どんなこと？」の絵本はポーランド語の映像が完成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打合せ途中の画面 

ポーランドへの配信画面 

ポーランドへの配信画面 
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映像について、作家の浜田先生と童心社に、100 人 1 週間限定という許可を得ていましたが、ポーランドの新型コ

ロナウィルス感染拡大により、映像配信は 12 月 20 日から 2 月末までにとなり、ヤギェロン大学があるクラクフ市の

児童養護施設 37 か所に映像配信を希望するかメールを送りました。ポーランドの児童養護施設は 10 人前後の子

ども達が共同生活を送る小規模の施設が多いのですが、その中の 2 ヶ所から配信希望のメールがあり、あとは、翻

訳に協力してくれた Anna Kmiecikart 先生が勤めているノビーソンチュ第三初等教育学校で、先生が子ども達に映

像を見せてくれました。 

 

４． ノビーソンチュ第三初等教育学校子ども達の絵の展示 

3 月末に、ノビーソンチュ第三初等教育学校の子ども達の絵が送られてきました。授業で「へいわって、どんなこ

と？」の映像を見た子ども達が「平和」についての絵を描いてくれたのです。新型コロナウィルスの感染拡大によるポ

ーランドのロックダウン、日本の緊急事態宣言があった中で、6 月から香港恒正大学と始まった「ONIGIRI 

PROJECT」は、ヤギェロン大学との交流、そして「へいわって、どんなこと？」のプログラムへと進んでいきました。も

し、オンラインでなく実際に学生が会って交流していたら、1 年間でこの様に色々な取組みは出来ずに、大きな費用

が必要だったかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノビーソンチュ第三初等教育学校の子ども達の絵は、4 月から滋賀大学彦根キャンパス、大津キャンパス、そして

滋賀大学教育学部附属小学校での展示の後に、5 月に敦賀市にある敦賀ムゼウムで、6 月は丸善京都本店で展示

されます。敦賀ムゼウムは約 100 年前にシベリアに残されたポーランド孤児 765 人が日本政府の支援により敦賀に

到着した事と、それから 30 年後にドイツに占領されたポーランド等のユダヤ人が敦賀に逃れて来たことで、命の大

切さ、平和の尊さを伝えるために作られた施設です。このプロジェクトの活動が、国際交流から「平和」を考える子ど

も達の絵になることは予想していませんでしたが、参加した学生にとって、記憶に残る国際交流になったと思います。 

 

       

ノビーソンチュ第三初等教育学校での授業で、「へいわって、どんなこと？」が教材に使われた。 

ノビーソンチュ第三初等教育学校の 7 歳と 10 歳のクラスの生徒が、 

「へいわって、どんなこと？」の映像を見て、「平和」についての絵を描きました。 
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５． 滋賀大学 学生の感想 

◆ 葉仲銘（経済学部 2回生） 

このプロジェクトはとても挑戦的で、私だけでなく、他のメンバーもこのような経験がなかったと思います。ポーラン

ド語は私たちが知ったどの言語にも似通っていなかったので、上手く出来るのか心配しましたが、「おにぎりプロジェ

クト」で知り合った友人の協力を得て、翻訳と動画が出来上がりました。これは全員の努力の結果で、私たちにも、

子供たちにとっても有意義で良い時間を過ごせたと思います。チームメンバーにも感謝しています。 

 

◆ 三宅里奈（経済学部 2回生） 

オンラインを通じて日本の学生とポーランドや香港にいる学生が繋がることができ、コロナ禍でも海外への興味

や文化交流を絶やさない勇気が持てました。ヤギェロン大学との交流は違う文化を知ることで、新たな発見、興味

を見出しました。それぞれの国の文化を知ることでお互いの国を理解し敬愛することが出来ました。また、ポーラン

ドの子供たちに授業で私たちの制作物を使って頂けて、平和とはもちろん戦争をしないという意味もあり、友達や家

族、周りの人々を大切にしていくことだと自分自身が学びました。このような機会を積み重ね、国の境を超えてこれ

からも楽しい交流をしたいです。「へいわ」とは、さまざまな人と関わり合い、幸せを共有することだと思います。 

 

◆ 加藤敦詞（データサイエンス学部 2回生） 

香港恒星大学との交流ではお互いの国のユニークな文化の紹介や LINE グループでの写真交換などを行いまし

た。ヤギェウォ大学との交流では、「へいわってどんなこと？」のプログラムに参加し、絵本の翻訳、ビデオ、アンケ

ート作成などを行いましたが、日本の絵本が海外に羽ばたき、子どもたちに読まれることに感動しました。この 2 つ

のプロジェクトを通して、言語を超えての交流の素晴らしさを学ぶことが出来ました。また、相手に“伝える”のではな

く、“伝わる”ように話すことの大切さを学びました。この経験を通して文化や考え方を学ぶことが出来たので、将来

国際的に活躍する人になりたいと思います。 

 

 

 

 

 

滋賀大学 士魂商才館での展示 

ノビーソンチュ第三初等教育学校の HP でも、この展示会の様子が掲載されました。 
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６． 今後の取組み 

パンデミックによって国際交流が中断されたことで、「ONIGIRI PROJECT」というオンラインでの学生交流を始めま

したが、7、8 年前にスカイプで海外と打合せしていたレベルなら出来なかったと思います。 

4 月から滋賀大学からポーランドの子ども達の絵の展示を開始しました。2021 年度もヤギェロン大学との学生交

流とポーランドで小学校・児童養護施設等で日本の文化や遊びなどを紹介するプログラムを進めていきます。 

ただ、日本もポーランドも新型コロナウィルスの感染により、ポーランドの大学生や子ども達はオンラインでの授業

を受けていて、日本もオンラインでの授業が増えています。このために、簡単に組み立てられる楽器や日本の遊び

道具を考え、ポーランドに送って ZOOM で学生が教えられるプログラムも実施し、新型コロナウィルス感染が落着い

た段階で、ポーランドで滋賀大学とヤギェロン大学の学生が一緒に、ポーランドの子ども達へ日本の紹介が出来れ

ばと考えています。 

（文責 客員教授 近兼 敏） 

i Uniwersytet Jagielloński は、ヤギェウォ大学とも書かれますが、同学の希望によりヤギェロン大学に統一し記載しました。 

                                                 


