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 はじめに 

 

これまで法政大学は、スーパーグローバル創成支援事業採択大学として、スタディ・アブ

ロード、海外インターンシップ、海外ボランティアなど、海外の現地に赴く機会やプログラ

ムの提供、日本に留学してきた海外の学生と交流する機会を提供するなどのかたちで国際

交流を行ってきました。 

 

しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大により、従来のかたちでの国際交流ができなく

なるという事態となりました。そこで総長室付教学企画室では学生に新しいコミュニケー

ションの機会を提供するべく、海外協定校を中心に、本学学生と海外大学生とのオンライン

交流会を企画し、春学期よりオンラインによる交流会を重ねてきました。 

 

 秋学期は学生が主体的に交流会に関わるように変化してきました。学生自身がテーマを

設定し話題提供をしたり、学生が企画や運営を担うなどして交流会を開催するようになっ

てきたのです。学生にこういった変化がみられるなか、大学もこれまで交流先大学と１対１

で開催してきた交流会を発展させ、日本、中国、韓国、ベトナムの４か国で交流会を開催す

ることとしました。 

 

 交流会の開催にあたっては、天津外国語大学、釜山外国語大学、日越大学の担当者とオン

ラインで打ち合わせを行い、各大学が感じる課題などを共有し、それらを解決しながらプロ

グラムを作りました。このように学生だけではなく教職員も国境を越えて交流ができるよ

うになったことも成果の一つと言えるでしょう。参加大学のご協力、ご尽力に厚く御礼申し

上げます。 

 

 

 

 本資料は、交流会の実施内容をまとめたものになります。 
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Ⅰ 実施概要 

（１）主催大学：法政大学（総長室付教学企画室） 

（２）参加大学および担当者： 

天津外国語大学（中国）（閻 慧 日本語学部 講師） 

釜山外国語大学（韓国）（平中 ゆかり 日本語創意融合学部 助教授） 

日越大学（ベトナム）（Duong Thi Thuy 日本学プログラム講師、山口昌志（JICA専門家）） 

（３）参加学生数：法政大学    ５名 

         天津外国語大学 ５名 

         釜山外国語大学 ６名 

         日越大学    ６名 

         合計     ２２名 

（４）日時 2020年 12月 2日（水） 

        日本時間，韓国時間 18時～20時 

        中国時間      17時～19時 

        ベトナム時間    16時～18時 

（５）交流言語 日本語 

（６）ディスカッションテーマ：「ごみ問題について考えよう」 

（７）当日の流れ（時間は日本時間） 

   18:00～ 出欠確認，諸注意 

   18:03～ 大学紹介（各大学，教職員が３～５分程度で説明） 

   18:20～ ゴミ問題に関するレクチャー・話題提供 

＜法政大学総長室付教学企画室 荒井俊樹＞ 

   18:35～ グループディスカッション（50分） 

   19:25～ グループプレゼンテーション（30分） 

   19:55～ まとめ・講評 

   ＜司会進行：法政大学総長室付教学企画室 野村晴美＞ 

 

 

Ⅱ 事前学習・事前課題 

 

  法政大学にて事前学習資料としてごみ問題に関するレクチャーをまとめた資料を作成

し，参加学生に配付するとともに，次の事前課題を課しました。 

 

（１）自己紹介（名前、大学、学部、学年、学んでいることなど） 

（２）ごみの捨て方のルール 

   自分が住んでいる町のごみの捨て方をまとめてください。例えば・・・ 

   ・ごみを捨てるのにお金がかかる or かからない 

   ・ごみを捨てる場所が決まっている or いない 

   ・ごみを分けて捨てる or 分けないで捨てる 

   ・１週間に何回ごみを捨てる日（ごみの回収日）があるか 

（３）ごみ集積所の写真 

（４）身近なごみ問題について感じていること 

 

以上について当日プレゼンテーションができるよう、学生はスライドを作成や、口頭発

表などの準備をしました。 
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＜事前学習資料＞ 資料作成：法政大学総長室付教学企画室 荒井 俊樹 
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Ⅲ－１ グループ編成 

 

法政大学（日本）、天津外国語大学（中国）、釜山外国語大学（韓国）、日越大学

（ベトナム）の学生を１～２人配した４人構成を基本に、語学レベルに配慮しながら

編成しました。 
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Ⅲ－２ 個人プレゼンテーション 

 

   事前課題で準備した以下の内容についてプレゼンテーションを順に行い，その後テ

ーマについてディスカッションをしました。（50分程度） 

 

ａ 発表時間 1 人３～５分程度 

ｂ 発表形式 スライドまたは口頭，写真を使用してのプレゼンテーション 

ｃ 発表内容 

（ａ）自己紹介（名前、大学、学部、学年、学んでいること）（スライド１枚程度） 

（ｂ）トピックス「ゴミ問題について考えること」（以下についてスライド２～３枚程度） 

①各国のごみの捨て方のルール 

    分別方法、回収頻度、捨て方（袋の使用有無、特定の袋を使用するかどうか） 

 お金がかかるか、ごみ集積所の写真 

    ②身近なごみ問題について自身がどんなことを感じているか 

③ごみ問題に関し自分自身で行動していることがあるか 

 

    ※参加学生が作成したスライドは後掲する。 

 

 

Ⅲ－３ グループプレゼンテーション 

 

  グループディスカッション後、各グループの持ち時間を５～６分としたグループプレ

ゼンテーションを行い共有しました。発表形式は，メンバー全員によるコメントプレゼ

ンテーション，代表者によるプレゼンテーションなど様々なパターンがありました。発

表内容はごみに関する各国の政策や取組の違い・共通点，自分たちの未来のためにどん

なことができるか，どのようなアプローチが考えられるか，など多岐にわたりました。 

文化背景などが異なるメンバーでディスカッションしたことにより，多角的な視点を

養うことができる機会となりました。 

 

 

Ⅳ 参加証の発行 

 

  希望者には日本語と英語を併記した参加証（Certificate）を発行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参加証フォーマット＞ 
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Ⅴ 参加学生の感想 

 

以下の項目を記載した統一したフォーマットを作成し，交流会後に参加学生にファイル

を配布し作成しました。（日本語または英語にて記入） 

 

＜項目＞ 

 ①参加した感想 

  How was your experience with the four countries' exchanges? 

 ②気づいたこと 

What did you notice in the discussion? 

 ③今後のアクション 

What kind of actions do you want to take in the future after this exchange 

meeting? 

 

    ※参加学生から提出された感想は後掲する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜感想記入フォーマット＞ 
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（参考） 各大学で作成した参加学生募集ポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          天津外国語大学（中国） 

 

 

 

                  

     法政大学（日本）          

 

 

 

       釜山外国語大学（韓国） 

 

                            日越大学（ベトナム） 

 

 

 

 

 

 

      釜山外国語大学（韓国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 日越大学（べトナム） 
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当日の様子 

 

 法政大学，天津外国語大学，釜山外国語大学の学生は自宅などから各自で接続して参加

し，日越大学の学生は大学の教室に集合して参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①参加者全員による記念写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②日越大学の様子               ③日越大学の様子 

（②③写真提供：日越大学） 
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A  
 グループ 

 

大葭原 沙羅（法政大学２年） 

車 玉璽（天津外国語大学 3 年） 

パク サンギュ（釜山外国語大学４年） 

Vũ Khánh Huyền（日越大学１年） 
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2020/12/2開催 4か国交流会

1

じこしょうかい

なまえ：おおよしはら さら(Sara Oyoshihara)

だいがく：ほうせいだいがく(Hosei University)

がくぶ：りこうがくぶ(Faculty of Science and 
Enginieering)

がくねん：２ねん(Sophomore)

まなんでいること：きかいこうがく(Engineering)

2020/12/2開催 4か国交流会

Garbage Problem

This is dump site!

2020/12/2開催 4か国交流会
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2020/12/2開催 4か国交流会

2

Classification 
of garbage

2020/12/2開催 4か国交流会
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2020/12/2開催 4か国交流会

1

自己紹介

• 名前：車玉璽 シャギョクジ

• 大学：天津外国語大学

• 学部：日本語学部

• 学年：3年

• 学んでいること：中日翻訳、日本語語学、日本語教育学

ゴミの捨て方のルール

• 自分今住んでいる場所：天津

• ゴミ捨てるのにお金かからない

• ゴミを捨てる場所が大体団地にあるゴミ箱

• ゴミを分けて捨てている

• 毎日ゴミを回収する業者が来るので、毎日ゴミを捨てい

る
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2020/12/2開催 4か国交流会

1

◦自己紹介

名前：朴相奎、パクサンギュ,PARKSANGGYU

大学：釜山外国語大学

学部：アジア大学、日本語創意融合学部

学年：4年生

学んでいること：日本語、日本IT

その他：出身地：ソウル、年齢：23歳、

• ◦ごみの捨て方のルール

• ごみを捨てるのにお金はかからないです。
• ごみを捨てる場所は決まっています。
• ごみを分けて捨てます。
• ごみを捨てる日は決まってないです。
• 1週間に2回くらい掃除専門業者が来て回収し
ます。
• ゴミをきちんと分別して捨てないと罰金を払
います。
• 区から指定されたゴミ袋を利用します。

• ◦身近なごみ問題について感じていること
◦◦◦
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B 
 グループ 

 

中原 明子（法政大学４年） 

楊 煜輝（天津外国語大学４年） 

キム テフン（釜山外国語大学４年） 

Le Thi Ngoc Diep（日越大学修士課程） 

Vũ Thuận Yến（日越大学修士課程） 
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2020/12/2開催 4か国交流会

1

ホ ウ ガ ク ブ ホ ウ リ ツ ガ ッ カ ヨ ネ ン
法 学 部 法 律 学 科 ４ 年

ナ カ ハ ラ メ イ コ
中 原 明 子

シ ュ ミ ド ク シ ョ ウ タ
趣 味 ︔ 読 書 歌 ピ ア ノ

ダ イ ガ ク シ ョ ゾ ク
大 学 で は ジ ャ ズ ク ラ ブ に 所 属

ジコショウカイ
自己紹介

2020/12/2開催 4か国交流会

「ゴミ問題について考えること」
もんだい かんが

• ①分別方法（ぶんべつほうほう）
• もやせるゴミ、もやせないゴミ、ビン、カン、プラスチックにわかれてすてます。
• げつようびはもえるゴミ、もくようびはもえないごみと、そのひによって、すてるものがかわります。

• ②回収頻度（かいしゅうひんど）
• だいたい、いっしゅうかんに３かいほどかいしゅうをします。

• ③捨て方（すてかた）
• ゴミのふくろにいれてすてます。ただし、にほんは、いまビニールのふくろはおかねがかかります。みんな、じ

ぶんのおかねでごみのふくろをかってつかいます。

• ④おかねは、きほんてきにはかかりません。
• ただし、おおきなもの（れいぞうこなど）をすてるときは、そざいごみになるので、おかねがかかります。

2020/12/2開催 4か国交流会
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2020/12/2開催 4か国交流会

2

ゴミ捨て場の様子
（ごみすてばのよう
す）
• きいろいあみがかかっていま

すね。
• なんできいろいのでしょう

か︖︖︖︖︖

• こたえは、、、
• カラスがくるのをさけるため

です︕︕︕

2020/12/2開催 4か国交流会

わたしがかんがえるごみもんだ
いについて
にちじょうで、せいかつするなかで、できることをまずやる。ということがたいせつだ
とおもいます。たとえば、ただしくぶんべつをしてすてること、ビニールぶくろをつか
うのではなくて、エコバックをつねにもちあるくということです。
また、いちばんだいじなことは、かんきょうもんだいにたいして、みてみぬふりをしな
いということです。じぶんから、じょうほうえて、まなぶことで、いまできることはな
にかをもさくしつづけることがたいせつだとおもいます。

2020/12/2開催 4か国交流会
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2020/12/2開催 4か国交流会

1

楊煜暉（ヨウ イクキ）
天津外国語大学日本語学部4年

ごみの捨て方
・ごみを捨てる場所が決
まっている
・ごみを分けないで捨てる
・いつでもごみを捨てられ
るが、ごみの回収は二日に
一回だそうです
・ごみを捨てるのにお金が
かかる
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2020/12/2開催 4か国交流会

1

�

�

紙 ビニール ガラス瓶

ペットボトル 缶、屑鉄

発泡スチロール
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2020/12/2開催 4か国交流会

2

�

燃える一般ご
み

リサイク
ル品 生ごみ

燃えない一
般ごみ

燃える一般ごみ
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2020/12/2開催 4か国交流会

1

気候変動・開発プログラム

日越大学
ハノイ

よろしく
お願いします！

LE THI NGOC DIEP

（ジエップ）

VU THUAN YEN

（イエン）

• 誕生日：9月19日
• 趣味：

• 合気道
• 天体観望
• パーマ
カルチャー

• 庭仕事
• 連絡先：

yentvu.mnc@gmail.cnm

• 誕生日：12月05日
• 趣味：

• アニメ、映画
• 庭仕事

• 連絡先：
diep.le.t.n@live.cnm

ごみ捨て場にちゃんと捨ていないこと

ハノイでごみを捨てる問題

“孤独なごみ箱” ごみを埋める場所の不足

21



2020/12/2開催 4か国交流会

2

他の写真…
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C 
 グループ 

 

廣野 奈々子（法政大学４年） 

黄 俊晶（天津外国語大学４年） 

キム ドンリ（釜山外国語大学４年） 

ペク ジウン（釜山外国語大学２年） 

Nguyễn Vĩnh Trọng（日越大学１年）  
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2020/12/2開催 4か国交流会

1

法政大学 4年

廣野 奈々子
(ひろの ななこ)

韓国に留学中
かんこく りゅうがくちゅう

2020/12/2開催 4か国交流会

日本のごみ捨てルール

①分別(ぶんべつ)する

燃(も)える
ゴミ

燃えないゴミ

②捨(す)てる日(ひ)

2020/12/2開催 4か国交流会

24



2020/12/2開催 4か国交流会

2

日本のごみ問題(もんだい)

・身近(みじか)な問題

ごみ分別(ぶんべつ)が難(むずか)しい！！

・社会的(しゃかいてき)な問題

ごみ処理(しょり)に費用(ひよう)がかかる！！

①レジ袋(ぶくろ)が有料(ゆうりょう)に

②リサイクルできる機会(きかい)の増加(ぞうか)

2020/12/2開催 4か国交流会

2020/12/2開催 4か国交流会
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2020/12/2開催 4か国交流会

1

オンライン学生交流会

目次

自己紹介
SELF-INTRODUCTION

01

ゴミの捨て方のルール
RULES OF SEPARATE AND DISPOSE OF GARBAGE

02

ゴミ捨て場の写真
PHOTOS OF GARBAGE DUMP

03

身近なゴミ問題についての思考
MY THOUGHTS ABOUT GARBAGE PROBLEM

04

26



2020/12/2開催 4か国交流会

2

自己紹介
SELF-INTRODUCTION 黄俊晶（コウ シュンショウ）

21歳 出身地：成都

天津外国語大学 日本語学部 4年生

趣味 音楽・バドミントン

成都・ゴミの捨て方
RULES OF SEPERATING GARBAGE IN CHENGDU 

現状：お金がかからない

分別されていない

専門の会社がゴミを処理する

2021年3月から→義務付けられる

27



2020/12/2開催 4か国交流会

3

成都・ゴミの捨て方
RULES OF SEPERATING GARBAGE IN CHENGDU 

古紙・プラスチック

ガラス・金属

織物・電子廃棄物など

果物・茶葉のクズ

肉や魚の骨・卵の殻

残飯・野菜など

生ごみ 他のゴミ

電池・蛍光管

水銀体温計

期限が切れる薬品など

有害ごみリサイクルごみ

成都・ゴミ捨て場の写真
PHOTOS OF GARBAGE DUMPS IN CHENGDU

マンションの団地にある

ハイテクゴミ箱

28



2020/12/2開催 4か国交流会

4

成都・ゴミ捨て場の写真
PHOTOS OF GARBAGE DUMPS IN CHENGDU

公園にあるゴミ箱

⇨色を見るとわかる

成都・ゴミ捨て場の写真
PHOTOS OF GARBAGE DUMPS IN CHENGDU

アパートの団地にあるゴミ箱

監督員がいる

29



2020/12/2開催 4か国交流会

5

成都・ゴミ捨て場の写真
PHOTOS OF GARBAGE DUMPS IN CHENGDU

お年寄り向けの支援

ボランティアの姿

身近なゴミ問題についての思考
MY THOUGHTS ABOUT GARBAGE PROBLEM

中国 2021年1月から「海外ごみ」輸入を全面禁止

30



2020/12/2開催 4か国交流会

6

ありがとうございました
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2020/12/2開催 4か国交流会

1

ゴミの
捨て方

01

?
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2020/12/2開催 4か国交流会

2

ごみを捨てる場所が決まっているのか。02

ごみを分けて捨てるのか。03
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2020/12/2開催 4か国交流会

3

1週間に何回ごみを捨てる日があるか。04

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

一般ごみ

生ゴミ

リサイクル
ごみ
生ゴミ

リサイクル
ごみ
生ゴミ

一般ごみ

生ゴミ

一般ごみ

生ゴミ

排出禁止 排出禁止

ゴミ問題05

34



2020/12/2開催 4か国交流会

4

ありがとう
ございまし
た。
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2020/12/2開催 4か国交流会

1

白知恩

従量制袋使用：マートやコンビニで買わなければならないです。

マンション： 分別収集場があるので、分別収集をします。
生ゴミはカードで撮ってgごとにお金で計算されて出ます。

住宅： 曜日ごとにごみ捨ての種類が違います

1

2

3
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1

日越大学ーBJS
Subtitle

自己紹介

•名前：グエンヴィンチョン

•年齢：20

•出身校：日越大学

•学部：日本学学部
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2

私たちの周り

• 一月つき一世帯は２30円ぐらい

• 捨てる場所はところによって違いがあります

• 私の住んでいる場所は川の近くに住民たちは適当に捨て担当の収集
員は収集してもらいます

- 捨てる人はごみを分けず全部のごみは一袋に入れて川の近くに置く

• ごみの処分はまったくわかりません

• 毎日、捨てられます

私たちの周り
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3

問題

• 産業廃棄物は正しく処理せずこっそり排出しました。その結果は環
境が汚染になって、生物の生きる環境を破壊しました。

観光地では環境保護に関する問題は環境客は意識を持っていません。
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4

現在の状況を改善する

• 若者は現在の環境問題はよく意識を高めました。

• 周りの環境を守るため、色々な活動が開催されました。
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D 
 グループ 

 

田中 桃（法政大学２年） 

閻 鋭（天津外国語大学４年） 

イ セヨン（釜山外国語大学１年） 

Nguyễn Vũ Ngân Giang（日越大学１年） 
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1

日中韓越
オンライン学生交流会

田中桃

自己紹介

・ 名前 : 田中桃 (Momo Tanaka)

・大学 : 法政大学 (Hosei university)

・学部 : 人間環境学部 (Faculty of Sustainability Studies)

・学年 : 二年 (2nd year) 

≪その他≫

・出身 :神奈川

・趣味 :映画
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2

ごみの捨て方のルール
横浜市保土ヶ谷区

・ごみ捨て …無料(袋の規定なし)

１９年度は５８・９％で、有料化に踏み切る自治体は右肩上がり。

担当者「ごみ処理費用はかさむので、有料化する自治体が増えているのでは」と推測

・捨てる場所 …決まっている

・ごみ …分けて捨てる

・１週間で捨てる曜日 …週５日

・ 燃えるゴミ
・ 燃えないゴミ
・ ビンカンペットボトル、
・紙ごみ
・電池、粗大ごみ etc.

ごみ捨て場の写真

・ゴミ捨て場そばの家から苦情
→最近新しくなった
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3

身近なごみ問題について
感じていること

①個人でできることは限られている？

…ゴミを増やす気がなくても、増えてしまう

→過剰包装、個包装

→製作者の責任、法整備が重要？

Life Cycle Assessment

→結果的には環境にいいからプラスチックを使っている場合もある

身近なごみ問題について
感じていること

②あまり身近に感じない

…日常ゴミがどこに行くか意識しない

…けど問題はある

例） ・最終処分場

・ (プラ)ゴミの輸出、海洋プラ

→（自分も含めて）危機感が低くなりがち？
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1

自己紹介

名前：閻鋭

大学：天津外国語大学

学部：日本語学部 四年生

副専攻：財務管理

趣味：読書、歌が好き

ごみの捨て方のルール

上海はゴミを分別している
ごみを分別していない
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2

私が住んでいる町のごみ捨て方

道には100メートルごとにこのような
ゴミ箱が設置されて、リサイクルで
きるとできないまーくがついてるが、
人々が無視している。

多くの人がアパートに住んでいるので、決
まっているゴミ捨て場にすてる。

ごみを捨てる費用ということがないいが、
管理費用に含まれている。

ごみの回収日がない、毎日ごみを捨てる。

身近なごみ問題について感じていることこと

お菓子の包装が多すぎで、もったいない
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3

ありがとうございました！
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1

ゴミ問題
イ

·

セ
ヨ
ン

日
本
語
学
部

1

年
生

釜
山
外
国
語
大
学
校

私が住んでるマンションの
ゴミ捨て方

• リサイクルできるゴミ

• リサイクルができないゴミ

• 生ゴミ

• お金がかからない

• ゴミ袋の値段

• 重さによって料金払う
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2

身近なゴミ問題
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●ごみの捨て方のルール 

  

 

・ごみを捨てるのにお金がかかる 

処分する際にどのくらいの料金がかかるか気になる部分です。 

日本では、どんな種類の料金がかかるか捨て方や処分する品目によっても異なって

くるかもしれませんですが、ベトナムの国民はハノイのゴミ処理施設に毎月サービ

ス料を払うだけです。つまり毎月その施設は様々なゴミを集めて、処理します。 

・ごみを捨てる場所が決まっている or いない 

ベトナムの場合は毎年家から出るごみの量(年間約２５５０万トン)のうち、年間約

60-70%(1530万トン)が埋められています。（世界銀行のデータ）。 

世界銀行のデータによって、２０３０年に排出されるゴミの量は２倍以上になると

予測されています.（約５４００万トン）。 

毎朝清掃員が区域のゴミを収集します。そのあとゴミ処理施設で粗大なゴミを処理

して、ナムソンという廃棄物処理地域で埋めます。 

・ごみを分けて捨てる or 分けないで捨てる 

ゴミを分別せずに出してしまうと、様々な地球環境の悪化を招く恐れがあります。 

ゴミを適切に分別しなければ、再利用できるものであったとしても再利用できずに

、地球環境を悪化させてしまう恐れがあります。リサイクル可能なものは分別して

再利用することで、ゴミの量を減らし地球環境の改善にもつながっていきます。 

ベトナムではゴミの分別の必要なし⇒各家庭がゴミを1つの袋に押し込む 

プラスチック、燃えるゴミ、生ゴミ 全部ごちゃまぜで出すのに少し抵抗がありま

す 

 

 

・１週間に何回ごみを捨てる日（ごみの回収日）があるか 

毎日ゴミ箱がいっぱいになるならゴミを捨てます。ゴミ出しの場所や時間の規定な

し⇒各家の前に好きな時間にゴミを置く。あとは清掃員が回収してくれる 

 

●ごみ捨て場の写真  

  

54
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●身近なごみ問題について感じていること  

 

環境破壊により美しい風景が失われたことに悲しみを感じ得ません。 

私個人としても、もう少し町がきれいになってくれればもっと住みやすくなります

し、外国人観光客ももっと来てくれるのではないかなと思ってしまいます。 
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E 
 グループ 

 

関根 明希乃（法政大学２年） 

常 怡（天津外国語大学２年） 

シム セウン（釜山外国語大学３年） 

Tran dieu linh（日越大学１年） 
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1

せきね あきの ほうがくぶこくさいせいじがっか

関根明希乃 法学部国際政治学科２年 21歳

しゅみ･･･ むかし がいこく さくひん とく す

�えいがをみること（昔の外国の作品が特に好きです︕︕
まんが よ

�漫画を読むこと

�カラオケ

すす えいが

お勧めの映画

2ess

きぞく まつえい まず

貴族の末裔だけど貧しい
ふこう びしょうじょ ものがたり

不幸な美少⼥の物語
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2

ちゅうごく す えいが

中国の好きな映画 かんこく す えいが

韓国の好きな映画

せんそう
ベトナム戦争の
えいが み
映画も観ます

かな

悲しいけれど、
ふ れきし し
負の歴史を知る

だいじ

ことは大事
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3

てんもんけんきゅうかい
サークル･･･天文研究会☆
すきなたべもの･･･パンケーキ
きらいなたべもの･･･きのこ�

すきなキャラ･･･コウペンちゃん、
もくもくちゃん

この写真の作成者不明な作成者は CC BY-NC-ND のライセンスを許諾されて
います

 

 日本
に ほ ん

のごみの捨て方
す て か た

のルール
る ー る

 

①分別
ぶんべつ

方法
ほ うほう

 

・燃える
も え る

ゴミ
ご み

…生
なま

ごみ、紙
かみ

�、衣類
い る い

�、煙草
た ば こ

�、枝
えだ

や葉
は

・燃えない
も え な い

ゴミ
ご み

…プラスチック
ぷ ら す ち っ く

（ペットボトル等
など

）、金属
き ん ぞ く

、ガラス
が ら す

、陶磁器、ゴム、電球�

・粗大
そ だ い

ごみ…家具
か ぐ

�、電気
で ん き

製品
せいひん

、自転車
じ て ん し ゃ

� 

②回収
かいしゅう

頻度
ひ ん ど

 

週
しゅう

に２回
か い

程度
て い ど

 曜日によって何を捨てるか指定されている 

③捨て方
す て か た

（決まった
き ま っ た

袋
ふくろ

に入れる
い れ る

？袋はなし
ふ く ろ

？） 

地域
ち い き

によって有料
ゆうりょう

の袋
ふくろ

に入れる
い れ る

 

④お金
お か ね

がかかるか� 

粗大
そ だ い

ごみはお金
お か ね

がかかる 
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1

ごみの分別

自己紹介

ジョウイ（１９）

天津外国語大学

日本語学部 2年生

加入标题

garbage classification

天津のごみ分別の現状

• ２０２０年１２月１日より
新たなごみ分別の環境保護政策の実施

• ごみを捨てるのにお金がかからない

• ごみを分かれて捨てない人が多い

ごみの分別
garbage classification

ごみの分別はどうすればいい？

中国でごみは主に四種類に分かれている

生ごみ ほかのごみ 資源ごみ 有害ごみ
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1

自己紹介

名前= シム・セウン（沈世雄/심세웅）
大学= 釜山外国語大学
学部= 日本語創意融合学部
学年= ３年生
学んでいること= 日本語、中国語、 コ
ンピュータ工学、インドネシア語 など。

ゴミ捨て場の写真
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1

自己紹介

名前：チャン・ジュウ・リン
(Tran Dieu Linh)
大学：日越大学

学部：日本学プログラムの一年生

趣味：音楽、漫画
よろしくお願いします❤

ゴミの捨て方
コンドミニアム condominium

に住んでいる場合
一戸建てに住んでいる場合 

清掃員がゴミを収集車に集積 するゴミを捨てる部屋
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2

お金がかかるか？

ゴミを捨てる場所？

ごみを分別するか

ゴミの回収日

ゴミ捨て場
の写真
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名前：チャン・ジュウ・リン (Tran Dieu Linh 

) 大学：日越大学 学部： 

日本学プログラムの一年生 

 ゴミの捨て方のルール  

＊自分が住んでいる街のゴミの捨て方をまとめる   

＋）コンドミニアム condominium に住んでいる場合、各フロアにゴミ捨て場があり、この

部屋は「ゴミを捨てる部屋」と言われています。広さは普通の部屋みたいで、そこにゴミを

捨てる場所が設置されている。 部屋の中にポリバケツがあって、ゴミ袋をそのまま捨てま

す   

＋）一戸建てに住んでいる場合、毎日街を巡回する清掃員がゴミを収集車に集積してくれる 

 

＊ゴミを捨てるのにお金がかかるかかからないか  

  毎月清掃サービス料を払えばいいです。今年、ベトナムの政府はゴミの排出量に応じて

料金を納める提案があります。たくさん賛否両論がありますが私はこの提案にベトナム人の

ゴミ問題の意識が変えられると思います。。 

 

＊ゴミを捨てる場所が決まっているか決まっていないか 

 ゴミ出しの場所や時間を規定しないのはベトナムのゴミ問題です。 各家は好きな時間にゴ

ミ収集所にゴミを持って行って捨てる。そして毎日午後６時ぐらいに清掃員が回収してくれ

る 

＊ごみを分けて捨てる or 分けないで捨てる 

ゴミの分別を一切せずに全部まとめて捨てる。 

でも、分別しないなら、さまざまな悪影響が及ぼされます。例えば埋立地の不足や地球温暖化が

進んでしまいます。それは常識だと思いますが、ベトナム人の多数がまだ気づいていないらしい。 

でも気づいても、分別できるごみ箱が不足から、ちょっと大変です。 

 *一週間に何回ゴミの回収日がありますか。 

 回収日はありません。毎日街を巡回する清掃員がゴミを収集車に集積し、ゴミ処理場まで

運び、処理され、そして埋め立て地に投棄される 

 

＊感想 

ごみ問題はベトナムの深刻な問題です。世界中の各国の状況を調べて以来、自国のごみ問題に

ついて再認識した。確かベトナムでは、ゴミ問題の認識がまだ甘いです。 
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私の住んでいるところはみんながごみ問題についてどんどん気づきました。ゴミを分別するよ

うになった。たぶん、ごみ問題を完全に解決ことは時間をかかるかもしれませんが、今一歩ず

つ改善される方向に向かっていると強く信じています。 
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参加学生の感想 

 
＜掲載順＞ 

法政大学 

天津外国語大学 

釜山外国語大学 

日越大学 
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大学名：法政大学 お名前：中原明子 学部：法学部

参加した感想： 気づいたこと：

・中国では、ゴミで作った芸
術品をよく見る等、ゴミの問
題が生活の中で考える機会が
多いという風に感じた。日本
でも、よりゴミの問題が身近
に考える事が出来るといいと
思いました。
また、日本ではゴミ箱が道端
に少ないのは当たり前のよう
に感じていましたが、海外か
らみると当たり前ではないと
いう事を発見した。

今後のアクション：

エコバックを使う等、今自
分の生活の中で出来る事か
らやってみようと思いまし
た。また、ゴミ問題を他人
事の話ではなく、一人一人
が向き合い、学び知識を得
る事で、今できる事は何か
を模索し続ける事が大切だ
と思いました。

2020年12月2日開催

学年：４

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい
なまえ がくぶまたはまなんでいること がくね

ん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in 

the future after this exchange meeting? ）
（What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 

countries' exchanges? ）

・４ヵ国それぞれの視点から
ゴミ問題について考える事が
出来たのがとても楽しかった
です。新しい発見や、４ヵ国
の共通点についても見つける
事が出来ました。
・中国、韓国、ベトナムの友
達が出来た事がとても嬉しい
です。

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）
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大学名：法政大学 お名前：廣野奈々子 学部：人間環境学部

参加した感想： 気づいたこと： 今後のアクション：

2020年12月2日開催

学年：４年

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）

今まで、釜山外国語大学の学生
の方と交流をしたことはあった
のですが、4カ国での交流は今

回が初めてでした。私が現在、
韓国に住んでいることもあり、
韓国は少し馴染みのある文化で
したが、ベトナム、中国の方と
交流する機会はこれまでになか
ったため、今回の交流会を通し
て視野を広げることが出来まし
た。

ゴミ問題の中で、私たちの班は食
品ロスについて主に話し合いまし
た。「飲食店で残ったものを持ち
帰ることができるか」について、
4カ国とも共通していたことは、

「出来るが周りの目が気になって
持ち帰る人が少ない」と言うこと
でした。食品ロス解決のためにも、
残飯を持ち帰る事は当たり前だと
いう社会的雰囲気を作っていく事
が必要であると気付きました。ま
た、日本のみならず、世界的に食
品ロス、ゴミ問題に一人一人が関
心を持ち小さなことからでも積極
的に行動することが大切であると
感じました。

２カ国での交流会は何度か参加し
たと事があったのですが、4カ国

での交流会は参加した事がなく、
とても貴重な経験をする事ができ
ました。今年はコロナの影響で、
海外の方と直接関わる機会が少な
くなってしまいましたが、リモー
トを通して4カ国で集まれたとい

うのは今年のこの状況でなかった
ら出来なかったと思います。今後
も交流会があれば積極的に参加し
たいと思います。

大学名： 法政大学 お名前： 田中桃 学部： 人間環境学部

参加した感想：

○自分の知らない他国のゴミ事情をし
ることができて面白かった。

○議論を深めるには少し時間が
足りなかったと感じた。また機会
があれば参加したい

○発表議題がもう少し狭いほうが
いいかもしれない。
一言にゴミゴミ問題というと広す
ぎる気もする。

○国によって政策の発展度が異
なるので、発展度の近しい国同
士話し合いもしてみたい。

気づいたこと： 今後のアクション：

2020年12月2日開催

学年： 2年

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

○個人でできる取り組みの一つに、
分別があげられると思う

なので、分別が分かりやすくなる
仕組みや、制度、製品づくりが大切
だと思う。

（ What did you notice in the discussion? ）

○韓国と日本の状況は近いと感じた

○どの国も、ゴミ問題は国民が主体的
になりにくい問題なのかなと思う

（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）
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大学名：天津外国語大学 お名前：車玉璽 学部：日本語学部

参加した感想： 気づいたこと： 今後のアクション：

2020年12月2日開催

学年：３年生

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい
なま
え

がくぶ または まなんでいること がくね
ん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to 
take in the future after this exchange 
meeting? ）

１、プラスチック製品はでき
る限り控えるように
２、ゴミをちゃんとゴミ箱に
捨てるように
３、ゴミを分けて捨てるよう
に

（ What did you notice in the 
discussion? ）

今回の交流会を通して、私たち若
者は普段あんまりゴミ問題を重視
していないことを気づきました。
たくさんの人口がある中国では毎
日ものすごい量のゴミが出してい
ます。自分一人ではできることは
少ないかもしれないけど、一つ一
つの少ない力を合わせてやがて大
きな力になるのではないかと思い
ます。今の人類にとって、住める
のはこの地球しかいないです。だ
から、私たちは環境に対する保護
意識はもっと強化すべきだと思い
ます。

（ How was your experience with the 
four countries' exchanges? ）

初めてオンラインの交流会を
参加させていただいたので、
とても楽しみにしていました。
グループディスカッションの
時に、日本語を使って自分の
国のゴミ問題について話し合
うのはすごく新鮮な体験でし
た。もし機会がありましたら、
まだこんな交流会を参加した
いです。

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）

大学名： お名前： 学部：

参加した感想： 気づいたこと： 今後のアクション：

2020年12月2日開催

学年：

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい
なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）

天津外国語大学 楊煜暉（ヨウイクキ） 日本語学部 4

今年は新型コロナのせいで外
国人のみんなと交流する機会
がすっかりなくなってすごく
寂しいです。だからこそ、今
回の交流会に本当に感謝して
います。みんなと一緒に意見
交わしたりおしゃべりしたり
して、楽しい時間を過ごしま
した。ごみ問題についても、
他国の扱い方を聞けて、自分
で真剣に考えることができて
嬉しいです。

ごみ問題にはやはり、私たち
一人一人が力を合わせなけれ
ばなりません。環境保護の意
識を培ってから、自らごみを
分別したり、ちゃんとゴミ箱
に入れたりできるのです。日
本や韓国のごみ分別の意識に
感心しつつ、ベトナムの参加
者の「現状を変えたい」とい
う想いを感じました。

今後は自分でごみを分別して
捨て、また道端で決して捨て
ないようにする。自分一人の
力がちっぽけでも、周りの
人々にいい影響を与えたらな
と思います。また、環境保護
のドキュメンタリー・活動・
アートなどに関心を持つよう
にします。
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大学名：天津外国語大学 お名前：黄俊晶 学部：日本語学部

参加した感想：

大変勉強になりました。今まで
日本人と交流する経験しかあり
ませんので、今回韓国とベトナ
ムの皆さんと話したり、お互い
の文化を学びたりすることがで
きるのが凄く嬉しいです。新型
コロナの中でも、このような形
で異文化コミュニケーションの
機会を与えてくれて法政大学の
先生たち、本当にありがとうご
ざいます。

気づいたこと：

日本と韓国はもちろん、中国と
ベトナムなどの途上国も厳しい
現状を十分意識し、人類が頼っ
て生存する環境を保護する決意
が感じました。今後、口先だけ
でなく、ゴミを分別して、リサ
イクルして、また再生可能なエ
ネルギーを活用するなど私たち
一人一人できることをすること
が一番重要だというふうに思い
ます。

今後のアクション：

自転車やバス・地下鉄などの公
共施設で通学します。できるだ
けエアコンや使い捨ての製品を
使いません。自分が住んでいる
町のゴミ分別の呼びかけに答え
ます。

2020年12月2日開催

学年：4

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい
なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）

大学名：天津外国語大学 お名前：閻鋭 学部：ビジネス

参加した感想：

日中韓越の学生たちが一緒に
ネットでこの様な交流ができる
のはとは思わなかった。

とても不思議で、いい感じだ
った。

気づいたこと：

中国と韓国のゴミの分別の方
法は似ている。

今後のアクション：

今後は身近なことから頑張っ
て、少なくともともゴミ問題の
解決に力を入れる。

2020年12月2日開催

学年：4

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい
なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）
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大学名：天津外国語大学 お名前：ジョウイ 学部：日本語学部

参加した感想：

今回の交流会に参加させていた
だき、とても光栄だと思います。ほ
かの国の先輩たちと交流できて、
色々な知らなかったごみ分別に関
する知識を習得しました。また参
加したいです！

気づいたこと：

私たちの周りには、まだ色々なご
み問題があります。ただ、都市に
住んでいるから、あまり気づいて
いなかったです。アジア諸国のご
み問題が深刻です。

今後のアクション：

中国のごみ分別は全般的に実施
されていませんが、エコ意識を高
めて、自分自身が生活の中のご
み分別をちゃんとすれば、環境保
護のために自分の力をささげられ
ます！

2020年12月2日開催

学年：２

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい
なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）

大学名：釜山外国語大学 お名前：パク◦サンギュ 学部：日本語創意融合学部

参加した感想：今回初めて様々な
国の方々が交流会に参加するこ
とになりましたが、一応このよう
な交流会に参加することができ
たということがとても嬉しかったで
す。 普段様々な方々の考えを共

有し、交流することが好きだった
ですが今回は日本だけでなくベト
ナム、中国まで合わせてあるテ
ーマに対して真剣に討論もつつ
交流ができる時間になって嬉し
かったです。

気づいたこと：まず、短い説明で
はあったが、現在世界中、そして
日本のゴミ問題がどれほど深刻
なのか知ることができ、どれほど
私たちがゴミをたくさん作ってい
るのかが分かった。

今後のアクション：ゴミの問題がど
れだけ深刻なのかは分かったが、
やはり普通の人は立派な科学者
や研究者ではないので、私みた
いな大学生は今自分にできるこ
とをするのが最善だと思います。

例えば、リサイクルをちゃんとす
ることとか、できればゴミを作らな
いとか

2020年12月2日開催

学年：4年生

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい
なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）
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大学名：釜山外国語大学校 お名前：キム·テフン 学部：中国学部

参加した感想：

いろんな国の人々が集まってし
たテーマなので、とても楽しくて
新鮮な話を聞くことになりました

気づいたこと：

似ている部分も多いですが、お
互いの長所を吸収してこれから
改善していく方向が多いというこ
とに気づきました。

今後のアクション：

今後、分別収集を一層徹底しま
す。

2020年12月2日開催

学年：4年生

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい
なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）

大学名：釜山外国語大学校 お名前：キムドンリ 学部： ヨーロッパ学部(フランス語）

参加した感想：

ゴミの捨て方やシステムはみんな
似ていて驚きました。 環境問題は

一国だけの問題ではなくみんなの
問題だということを改めて実感しま
した。 話しながらその国の文化も
学んでとても有益な時間でした。

気づいたこと：

日本は分別収集することがかなり
複雑でした。 できることもあり、回

収できないこともあって大変だなと
思いました。 一般ごみを生ゴミと

一緒に捨てることができるのも不
思議でした。

今後のアクション：

皆がコロナのせいで外出を控えて
いました。 それだけ配達やインタ

ーネットショッピングが増えてリサ
イクル廃棄物も増えているそうで
す。 ごみの排出量を減らすという

覚悟が一番大事で、今からでもこ
れ以上のごみを出すのは控えよう
と思いました。

2020年12月2日開催

学年：4

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい
なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）
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大学名：釜山外国大学 お名前：ベクジウン 学部：英語

参加した感想： 気づいたこと： 今後のアクション：

2020年12月2日開催

学年：2年生

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい
なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）
（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）

初めて中国、日本、韓国、ベトナム
が集まって日本語で交流会を開くと
いう知らせを聞いた時は楽しみにな
った。 そして初交流会の時に話し

たななこちゃんが同じグループでよ
かったです。 そして、日本人では

ない外国人と日本語で話すのが初め
てで、もし日本語で意思疎通ができ
なかったら英語で話すつもりだった
が、ベトナムの友達と中国の友達が
日本語がうまくて驚いた。 それで

私も日本語がもっと上手になりたい
と思うようになった。 4カ国の友達
と一緒に 大体環境問題 について話
をしたり環境問題 についての文化
を紹介して知り合えてよかった。
一生忘れられない経験でした。

環境問題について討論しました。

その中でもコロナによって配達を
よく利用しますが、配達の時に食
べ物を入れる容器がプラスチック
です。 そのプラスチックは使い捨
てだからリサイクルできません。

それが捨てられて積もれば環境汚
染になります. そして、お店でご

飯を食べ残したら、ラッピングを
したら、プラスチック容器に入れ
てくれます。 日本はレストランで

ご飯を食べ残したらお持ち帰りが
多いことを知りました。しかし、
中国、ベトナムは食べ物を食べ残
しては包装をあまりしないという
ことも分かりました。 それでうち

のグループはプラスチックが一番
問題が多いと思いました。

配達を減らして家でご飯を作
って食べるつもりです。 そし

て、環境の深刻さに気づき、
使い捨てのものを使ってはい
けないと思いました。 交流会

で会った友達とずっと連絡を
するつもりです。 日本語もよ

くしてもっと上手になって、
韓国とは違う良い文化を探し
て習います。 そして知らない
韓国文化を教えてあげます。

大学名：釜山外国語大学
お名前: Lee seyeon

イセヨン
学部：日本語創意融合学部

参加した感想：

いろんな国の人たちとお話ができ
て本当に楽しかったです。
4つの国が違うところもたくさんあ
りましたが、似てるところも沢山あ
ってびっくりしました。
珍しい機会でしたが、参加できて
本当によかったです。

気づいたこと：

ゴミによる環境汚染に対する国ご
との対応方法が違って不思議だと
思いましたが、それがまさに国ご
とにごみの捨て方が違うからだと
感じました。

今後のアクション：

2020年12月2日開催

学年：1年生

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい なまえ
がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）

交流会の発表を準備しながら韓国
のごみの問題点を知りました。
私のゴミ捨て方がちょっと間違って
いるのが分かるようになりました。
これからはごみの捨て方をちゃんと
理解して周りの人にも知らせなけ
ればならないと思いました。
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大学名：釜山外国語大学 お名前：シム・セウン 学部：日本語創意融合学部

参加した感想：

日本、韓国、中国、ベトナム
この四ヶ国で揃えて
楽しくおしゃべりしながら
無事に交流会ができて、
とても良かったのです。

気づいたこと：

韓国のみならず、全世界的に
環境問題が深刻なことを
気付きました。

今後のアクション：

後でも、このような交流会があった
ら、ぜひ参加したいです。

そして、今度の交流会は終わりま
したが、今度の交流会をきっかけ
に出会った学生たちとは後でも個
人的に交流を続けていく予定です。

2020年12月2日開催

学年：３年生

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい
なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）

大学名： 日越大学 お名前： 学部：日本学／気候変動

参加した感想： 気づいたこと： 今後のアクション：

2020年12月2日開催

学年：

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）

ブー・カイン・フエン

この機会を通じて自分の国
の問題だけではなく他の国
の問題がわかり、色々なこ
とは勉強になりました。楽
しいこともあって新しいこ
とも教えてくれました。

他の国のゴミ処分はベト
ナムと比べれば様々なこ
とが異なっています。ど
こでもゴミの問題は大変
な問題になっています。

周りの人と協力して環境保
護の問題はもっと意識を向
けるべきだと思います。自
分のためではなく私達の子
孫のためです。
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大学名： 日越大学 お名前：レ・ティ・ゴック・ジエップ 学部：気候変動

参加した感想： 気づいたこと： 今後のアクション：

2020年12月2日開催

学年：2

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）

After the exchange

meeting, I want to

reconsider my daily

activities to reduce waste,

especially plastic waste. I

will also discuss more

with my friends and my

family regarding waste

problems, waste recycling.

Besides, I will try to join

more exchange programs

in the future.

I really had a good time

during the four countries’

exchanges. Through this

program, I could hear

many precious opinions

related to waste problems

and waste management.

This exchange program

also encouraged me to

improve my Japanese

skills.

In the discussion part, I

realized that waste

management is a big

challenge in not only

developing countries but

also developed countries.

And raising awareness

still plays an important

role for dealing with

waste problems.

大学名： 日越大学 お名前：グエン ヴィン チェン 学部：日本学

参加した感想：

初めてオンライン交流会に参加す
るのは緊張しました。しかし、皆が
熱心にして、楽しくゴミ問題につい
て相談しました。もうまだ多くて話
せないので、機会があればもう一
回参加したいと思います。

気づいたこと：

皆の日本語がすごく上手だと思い
ます。準備することも完璧でした。

今後のアクション：

時間がある時、ボランティアも参加
したいと思います。プラスチックで
使うものを使うことも減らします。

2020年12月2日開催

学年：１

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）
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大学名： 日越大学 お名前：グエン・ブー・ガン・ザン 学部：日本学

参加した感想：

メートルｗ

様様な国から来たみんなさんさん
と話し合って、相談しました。わた
しにとって、そのことは貴重な経験
だと思います。でも相談時間がち
ょっとギリギリですので、みんなと
もっと話したいと思います。

これからわたしも積極的に参加し
て、貢献していきたいと思います。

気づいたこと：

日本では燃えるゴミ、生ゴミ
を分別して、処理します。
そして、日本では地域によっ
て、ゴミを捨てるのにお金が
かかります。
例えば、神奈川県ではゴミを
捨てるのに無料です。
韓国の場合はリサイクルゴミ
とリサイクルできないゴミを
分別します。
中国の道では１００メートル
ごとにゴミ箱があります。
そして、高いビールではゴミ
収集パイプがあります=>便利
です。

今後のアクション：

環境他に日本のことも知りたいと
思います。日本史とか日本の会社
法とかについて相談すればいいと
思います。

2020年12月2日開催

学年：１年生

法政大学（日本）・天津外国語大学（中国）・釜山外国語大学（韓国）・日越大学（ベトナム）日本語交流会

だいがくめい なまえ がくぶ または まなんでいること がくねん

さんか かんそう き こんご

（What kind of actions do you want to take in the 
future after this exchange meeting? ）

（ What did you notice in the discussion? ）（ How was your experience with the four 
countries' exchanges? ）

日本語または英語で記入してください。（Please fill in in Japanese or English.）
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