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事 業 概 要 

 
１． 和歌山の世界遺産を学ぶ・高野山と九度山町研修ツアー 
 
 留学生たちは 2015 年 9 月 1 日から 9 月 2 日の 2 日間にわたり、高野山と九度山町を訪

れ、地域の人々と交流しながら和歌山の世界遺産について学習しました。 
また、この研修をより実り多いものにするため、出発前の 8 月 24 日、当団体事務所におい

て、公益財団法人和歌山県国際交流協会常務理事中島紀生氏及び、和歌山県教育庁文化遺

産課大濵新氏を講師に迎え、参加予定者を対象に世界遺産入門セミナーを実施してフィー

ルド研修の訪問先に関する理解を深めました。 
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２． フィールド研修 

 
 留学生 17 名、スタッフ 5 名の計 22 名が下記の日程によりフィールド研修に参加しまし

た。参加した留学生の出身地は、中国 8 名、ベトナム 2 名、香港、韓国、グアテマラ、ス

イス、ロシア、マレーシア、アメリカ各 1 名です。 
 このフィールド研修では、NPO 法人高野山異文化交流ネットワーク 7 名と、九度山住民

クラブ 9 名、合わせて 16 名のボランティアが参加され、高野山内の各施設の旧跡案内ガイ

ドや手作り甲冑の着付け体験実習をさせていただきました。 
 

9月 1日（火） 和歌山市〜高野山 

08：30〜10：30 

10：30〜12：00 

12：00〜13：00 

13：00〜14：30 

14：40〜15：30 

15：30〜16：00 

16：10〜17：20 

17：30〜18：30   

18：30〜19：20 

19：20〜20：10 

20：20〜21：00 

和歌山発〜中の橋下車 

①奥の院＜バス＞=水木商店へ 

ランチ＠水木商店 

②伽藍〜③霊宝館〜バス移動（金剛峯寺前 Pへ） 

④金剛峯寺見学 

フリータイム） 

＜バス＞=蓮華定院チェックイン〜休憩 

瞑想体験（数息観／阿息観） 

夕食 

⑤交流会 

お風呂 

9月 2日（水） 高野山〜九度山〜和歌山市 

06：00 

07：00 

09：00〜10：30 

 

10：30〜11：10 

11：10〜11：30 

11：30〜12：00 

12：00〜13：00 

13：00〜15：30 

15：30〜16：30 

16：30 

18：30 

朝勤行 

朝食 

蓮華定院チェックアウト〜⑥女人堂見学〜女人道〜大門 

＜バス＞=大門出発〜丹生都比売神社へ 

⑦丹生都比売神社見学 

＜バス＞丹生都比売神社〜道の駅「柿の郷」到着 

休憩・ランチ 

＜徒歩＞コミュニティーセンターへ 

甲冑体験（着付け）NHK取材＜バス＞＝⑧勝利寺で写真撮影等 

＜バス＞＝コミュニティーセンター（着替え） 

九度山町出発 

帰着 
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「和歌山の世界遺産を学ぶ」研修ツアー参加感想 

NPO法人 高野山異文化交流ネットワーク 

代表 松 山  典 子 

「世界各国からの留学生が、和歌山大学で学ぶ間に、地域の魅

力や伝統文化に触れる機会を持ってほしい」という本企画の目

的に貢献したく、参加させて頂きました。高野山に関する事前

学習と、留学生の皆さんの日本語力と知識のお陰で、実際のガ

イドはスムースに運びました。親睦会で行なうゲームを想定し、

キーワードを押さえながらガイドしましたが、私たちガイドは、

ゲストがどの程度の内容を理解し、案内箇所をどのように評価

したのかを直接聞く機会がめったにありません。しかし、今回

は親睦会で直接コメントを聞くことができ、しかも高野山の魅

力をしっかり捉えたコメントを聞くことができ、担当ガイド一

同、大変感動しました。異文化を理解し交流を深めていく必要性を改めて感じた二日間でした。九度山地域の人と

の連携も上手く図られたと思います。和歌山、日本に対する理解が深まる貴重な体験になったことを切に願ってい

ます。ありがとうございました。 

以下、参加メンバーからのコメントです。 

                  

（安川）9月1日の高野山内ガイド担当 

全員女の子達の案内でした。高野口日本語教室で中国の女性を長年教え

ていました経験から、できるだけ分かりやすい案内を心がけました。難

解な言葉を使わず、理解してくれるような言葉に言い換えるようにしま

した。説明後の彼女たちの反応を確かめながら案内を進めました。 最

後に彼女たちから写真を一緒に撮りたいと言ってくれたので、喜んでく

れたのかなあと嬉しく思いました。 

 

（松田）9月1日の高野山内ガイド担当 

私の担当させて頂いたグループは、中国とベトナムからの女子学生４人

と、後藤さんでした。後藤さんが居られたので凄く緊張しましたが、と

ても優しい方で、フォローして下さったり、新情報には率直に関心を寄

せてくださったりと、とてもやり易かったです。 

奥の院、伽藍、金剛峯寺、霊宝館を、全く日本人を案内するのと同じよ

うな内容で案内しましたが、生徒さん達の日本語の理解力がとてもいい

のに驚きました。それに、「今までにも高野山に来た事があったけれど、

こんなに色んな事を学習できた事はなかった。とても良かった。沢山の

事を教えてくれてどうもありがとうございます。」とコメントをもらえて嬉しかったです。 

夜のイベントのゲームで、生徒さん達がほぼ正解していたと聞いてホッとしました。 
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（森 ）9月1日の親睦会と9月2日の九度山担当 

夕食後、伽藍、金剛峯寺、奥の院についてのゲームを和気あいあい、楽しかったです。さすが優秀な留学生ですね。

自身の印象に残った事を即座に一人一人述べて頂いて、こちらも勉強になりました。翌日は、お姫様や侍、忍者に

変身して、色々なポーズを元気いっぱいとってくれました。無邪気に喜んで下さって、よい気分転換になってくれ

たかなと嬉しかったです。 

 

（河谷）９月２日 弁天嶽へのトレッキング担当 

８時半前に飯塚さんと蓮華定院へ。 

既に門前に何名かの方が出ておられ、挨拶をした。 

参加希望者のみという事で女人堂から弁天嶽を経由し、大門までを和歌山大

学の皆さんと歩いた。心配していた雨も降らず、皆さん明るく約１時間の山

歩きを楽しんでおられた。また機会があれば、是非皆さんで高野山へ来てく

ださい。 

次回は高野三山を一緒に歩きませんか。 

 

（飯塚）9月1日の高野山ガイドと9月2日のトレッキング〜九度山甲冑担当  

９月２日 甲冑着付け体験について 

皆さんの甲冑着付け体験の撮影した写真を見ながら書いています。  

九度山の道の駅のところの広い芝生を通った時に、若い女性達が「和歌山っ

ていいところね」と言って、芝生の感触を楽しんでいました。  

撮影会では皆さんが「エイエイオウ！」と、何回も掛け声をかけていました。

英語では 「 Hip, hip, hurrah !」でしたかね。 

若い皆さんから元気を頂きありがとうございます。ぜひ高野山、九度山に再

度お出かけください。 

 

 

（岡本）9月2日の親睦会参加                                   一般社団法人TERA KO-YA  

代表理事   岡 本  弥 生 

本日は、和歌山大学留学生の交流会IN高野山にお誘い頂き、

参加させて頂きまして、誠にありがとうございました。 

 とても様々な目標を持った海外からの留学生が和歌山にいる

ことで、非常に明るい未来を感じることができました。 

また、夜の交流イベントでは、参加留学生の方々の純粋な目

で見、全身で感じた高野山の印象を聞くことができ、高野山の

可能性を更に強く感じたこのような素晴らしい時間を共に過

ごさせて頂きましたこと、私にとりましても非常に貴重な経験

をさせて頂きました。改めて御礼申し上げます。 
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紀州九度山真田隊のおもてなし 

                九度山住民クラブ（紀州九度山手作り甲冑真田隊） 
 まず、第一印象です。皆さんしっかりしているし、日

本語も上手だし、敬語の使い方も完璧でした。何より笑

顔がよかったです。 
 交換留学生として日本に、そして和歌山に来ていただ

いていることを嬉しく思っています。そして、甲冑、姫

衣装、そして忍者衣装を身に着けての九度山探索、いか

がでしたか。 
暑い中、山道、坂道、急階段の行程なので大変でした

ね。短時間の交流だったのですが、私たちの不慣れな応

対に戸惑われたことでしょう。でも、一生懸命の気持ちで皆さんのおもてなしをしたことをご理解

ください。なにぶんにも、お越しいただく連絡を受けた後、不慮の火災で皆様に着けていただく衣

装が灰になってしまいました。そこで、急遽みんなで新しい衣装を作成して着ていただいた次第で

す。寸法の合わなかった方もいらっしゃったようですが、ご容赦ください。これからも日本で、そ

して和歌山で良い経験、学習を積んでください。 
 蛇足ながら、散会後に道の駅内喫茶ルームでのあなた方メ

ンバーの行動に感心しました。（茶話ルームで、退席後に自分

たちの机を綺麗にしたうえ元の位置に直していたのを目にし

たのです。多人数だったので、他の場所にあった机を移動さ

せ、くっつけて会食していたのでしょう。）私のような年配者

の気持ちとして、自虐ではありませんが、日本人の若者がそ

のようなことをしていないのに気が付いてしまったのです。

あなたたちの行為は、私の目から自然にしていたので感心し

た次第です。 
 そして、私は知らなかったので申し訳ないですが、NPO 法人の WIN コンコードの組織に敬意を表

します。交換留学生として、学校で学ぶ以上に良い経験と学習を与えているのですね。これからも

ますますの活躍を期待しています。 
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参加留学生の感想文 

 

教育学部 日本語・日本文化研修生 

Irintceeva Dina Borisovna (ロシア) 

この一年間、高野山に三回行ったことがあります。この三回は全て印象的で、とても楽しかった

です。一回目行ったのは、去年の十月ごろでした。他の留学生同士と二人で高野山を見に行こうと

約束して、電車に乗って行ったのです。高野山までの道は三時間ぐらいかかりました。途中で電車

の窓から見た景色を覚えています。緑の繁る森の山が堂々と聳えて、自然の力を感じさせました。 

高野山に着いてから、私たちは直接奥の院まで行きました。墓がたくさんあることに驚きました。

雨上がりの森は、涼しくて爽やかでした。高い杉が古くて、空まで上がっていたようでした。私は

高野山の壮大な自然に感動しました。夜になると、闇の中に灯籠が不思議に光っていました。夜の

高野山は神秘的で、恐ろしい感じがしました。この一回目は高野山と知り合いになりました。 

それから今年の六月、コリンズ先生の学生と見学に行きました。彼らは英語で高野山についての

プレゼンをしてくれました。私たちは一日中高野山を歩き回ってたくさんの所に行きました。その

後、六時ぐらいに和歌山へ帰りました。その時、高野山をもっと知ることができました。 

三回目は皆さんと一緒に行った今回で、一番楽しくて充実していました。奥の院と壇上伽藍と金

剛峯寺と霊宝館という高野山の中心を見学したり楽しんだりしていました。ガイドさんが、それぞ

れについて親切に詳しく説明してくれました。非常に勉強になりました。高野山が守っている奥深

い秘密に触れたような気がしました。 

その上、宿坊に泊まることを体験しました。高野山の神秘的な雰囲気にすっかり入り込みました。

夕方五時ぐらいに瞑想してみて、朝のお勤めに参加しました。仏前に向かって読経を聞きながら自

分の心を澄ましていました。静かで心が落ち着いていました。 

帰る日、大門に行ってから丹生都比売神社を見学しました。その後、九度山で甲冑と忍者の服装

を着る体験もありました。私は何も着なかったけれども、見るのが面白かったです。まとめて言え

ば、今回の高野山行きは楽しくて賑やかで友情に満ちていました。皆さんと話し合ったり、笑った

り、一緒に食べたり、ゲームをしたりしていました。 

今、私はもう帰国したところです。家でこの文章を書きながら、日本で経験したことを全部思い

出しています。振り返ってみると、それが私の人生の中で素晴らしい時間だったことがわかります。

その若い頃の思い出が懐かしくなります。 

ＷＩＮコンコードの皆さん、この高野山の旅行ありがとうございました。すてきな思い出をいっ

ぱい作りました。和歌山に住んでいて、高野山という特別な場所に三回行く機会があったというこ

とで、自分はラッキーだと思います。高野山に馴染むようになりました。 
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システム工学研究科 大学院１回生 

 季 節 （中国） 

九月一日に「和歌山の世界遺産を学ぶ」研修ツアーに参加しました。日本に来てから京都や奈良

や福岡など各地の名所へ行きましたが、「一番」感動したのは高野山です。正直に言えば、中国人に

とって高野山は有名な観光地ではないかもしれません。私も最初「お寺が多い」という印象しかあ

りませんでした。でも、今回の研修ツアーで、戦国時代の歴史から日本の仏教文化まで沢山勉強し

ました。最初に行ったところは奥の院です。入口に入って、こんもりと茂った森で心が落ち着きま

した。今は晩夏なので紅葉はあまり見られなかったです。秋になったら、もっと美しいと聞きまし

た。高野山は春、夏、秋、冬、一年間のいつでも特有な景色が見られます。春は桜、夏は緑、秋は

紅葉、冬は雪、これこそ「天地の賢い息、歳月の精華」を受けたという思いがしました。 

 

そこから山の中に入って急に暗くなりました。三本の木が一つの根で結ばれており、三本の線香を

立てているみたいです。ここは戦国時代からの沢山のお墓があります。至る所に緑のコケが生えて

いて、歴史の重さを感じました。私は「信長コンツェルト」というドラマを見たことがあるので、

もともと戦国時代の歴史に興味があります。ここで豊臣家のお墓を見て、ドラマの内容が頭の中で

再現されました。 

まっすぐ歩いて御廟橋につきました。この橋を渡ると弘法大師空海御廟への霊域に入ります。奥の

院は弘法大師の聖地です。弘法大師空海は、没後、奥の院に埋葬されました。しかし、早くから亡

くなったのではなく、生きて瞑想しているとする信仰がうまれて、今も毎日僧によって食事や着替

えが届けられています。この橋を渡ると撮影が禁止されています。でも、そのなかは仏教の神聖感

で心が揺り動かされました。 
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まっすぐ歩いて御廟橋につきました。この橋を渡ると弘法大師空海御廟への霊域に入ります。奥の

院は弘法大師の聖地です。弘法大師空海は、没後、奥の院に埋葬されました。しかし、早くから亡

くなったのではなく、生きて瞑想しているとする信仰がうまれて、今も毎日僧によって食事や着替

えが届けられています。この橋を渡ると撮影が禁止されています。でも、そのなかは仏教の神聖感

で心が揺り動かされました。 

システム工学研究科 大学院１回生 

 季 節 （中国） 

九月一日に「和歌山の世界遺産を学ぶ」研修ツアーに参加しました。日本に来てから京都や奈良

や福岡など各地の名所へ行きましたが、「一番」感動したのは高野山です。正直に言えば、中国人に

とって高野山は有名な観光地ではないかもしれません。私も最初「お寺が多い」という印象しかあ

りませんでした。でも、今回の研修ツアーで、戦国時代の歴史から日本の仏教文化まで沢山勉強し

ました。最初に行ったところは奥の院です。入口に入って、こんもりと茂った森で心が落ち着きま

した。今は晩夏なので紅葉はあまり見られなかったです。秋になったら、もっと美しいと聞きまし

た。高野山は春、夏、秋、冬、一年間のいつでも特有な景色が見られます。春は桜、夏は緑、秋は

紅葉、冬は雪、これこそ「天地の賢い息、歳月の精華」を受けたという思いがしました。 

 

そこから山の中に入って急に暗くなりました。三本の木が一つの根で結ばれており、三本の線香を

立てているみたいです。ここは戦国時代からの沢山のお墓があります。至る所に緑のコケが生えて

いて、歴史の重さを感じました。私は「信長コンツェルト」というドラマを見たことがあるので、

もともと戦国時代の歴史に興味があります。ここで豊臣家のお墓を見て、ドラマの内容が頭の中で

再現されました。 

まっすぐ歩いて御廟橋につきました。この橋を渡ると弘法大師空海御廟への霊域に入ります。奥の

院は弘法大師の聖地です。弘法大師空海は、没後、奥の院に埋葬されました。しかし、早くから亡

くなったのではなく、生きて瞑想しているとする信仰がうまれて、今も毎日僧によって食事や着替

えが届けられています。この橋を渡ると撮影が禁止されています。でも、そのなかは仏教の神聖感

で心が揺り動かされました。 
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 その日の午後にガイドさんの案内で伽藍に行きました。奥の院と違って全体的に明るい印象でし

た。中門を入って左側に御社があります。仏教の発源地に神社があるのは、日本の仏教と神様が融

合した珍しい文化です。 

伽藍の代表的建築物は根本大塔です。綺麗な色彩、立派な建築、と

ても雄大でした。生活の悩みとか勉強の困難など、ここで鐘の音を

聞いて落ち着いて自分の心を見ると、自分自身をきちんと反省で

きます。 

 今回の「和歌山の世界遺産を学ぶ」研修ツアーに参加して、日本

の歴史や仏教文化など沢山勉強しました。特に瞑想体験で自分の

過去を反省し、未来のことをきちんと考えました。人生は何事もなく順調に行く訳がない、楽しい

ことも辛いことも人生の経験です。辛いことを味わって、幸せな時間を大切にする事ができます。 

 自由時間のとき、のんびりと歩いている外国の人々を見ました。彼らは日本語が全然分からなく

ても、この環境にいるだけで仏教の洗礼が受けられる。それこそ文化の影響力と思いました。 

 

教育学研究科 大学院１回生 

房 亭亭（中国） 

  私のイメージの中には、仏教はアジアの宗教でヨーロッパにも伝わったが、そんなに普及してい

るはずはないと思っていました。初めて高野山に行った時、街を歩いているヨーロッパ人の多さに

びっくりしました。これは、私には高野山の独特な魅力となり、同じ外国人の私でも、ヨーロッパ

人が日本の街で歩いている風景を見ることはなかなか面白くて嬉しいと感じています。多分、国々

の国境線はどんなにはっきりしても、宗教と信仰は国境がないということかもしれません。 

  20人以上のグループでいろいろ見たり体験したりすることは、高野山では珍しいことではないと

思うが、グループの中の一人一人にとっては、多分珍しくて滅多に体験できないことかもしれませ

ん。特に、夜のゲームでみんなと一緒に昼のあいだ見学した所を思い出しながら、各自の感想をシ

ェアすることで、みんなの考えたことに共鳴するのは本当に楽しいことです。こんなに楽しい方法

によって、自分に独特な気持ちを心に刻まれたことは、グループでないとできないことでしょう。 

  今回のグループでは、多分これからまた会えることのない人が多いかもしれませんが、一緒に参

加できて本当にありがたかったことだと思います。将来、どこかで、何をしていても、今回の和歌

山での研修体験を思い出したら、きっと日本の自然と文化の情景、およびここでの友達の笑顔が目

の前に浮かんでくることでしょう。 

教育学部 交換留学生 

Lay Khien Chanh （ベトナム） 

この「和歌山の世界遺産を学ぶ」研修ツアーは、私にとって本当に大切な思い出になりました。

1 泊 2 日の高野山での旅行で普段経験出来ないことが体験できました。高野山へ行くのは初めてで
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はなく二回目です。楽しみにしている所が沢山あり、特に高野山での宿坊体験は期待していました。 

その日の朝、私たちは WINコンコードの先生たちに連れられて、わくわくする気持ちで高野山へ

行きました。高野山に到着した時、優しくてすごく親切なガイド先生たちは、私たちに高野山のあ

ちこちを詳しく案内してくれました。高野山のいろんな特別な所に連れて行きました。高野山の歴

史とか、その特別な場所などはだいたい了解しました。いろいろな情報が分かるようになりました。 

WINコンコードの先生たちとガイド先生たちは、私たちのためにいろんな準備をしてくれていて本

当にありがとうございました。 

高野山で最も印象に残っているのは奥の院です。高野山で一番のメインスポット奥の院に行って

きました。前に、テレビの旅番組で「世界遺産・高野山の奥の院について」特集が組まれたのを目

にしてから、一度は行ってみたいとずっと思っていた場所です。奥の院は大きく二つのエリアに分

けられます。一つは入口近くのお墓や慰霊碑がずらりと並ぶ墓地エリアです。もう一つは弘法大師

御廟を中心にした聖地エリアです。奥の院を歩いてまわることで、違った雰囲気を持つ、これら二

つのエリアを楽しむことができます。奥の院を歩き始めるとすぐに様々な企業の慰霊碑が目につき

ました。高野山には、歴史上で有名な人物のお墓がいっぱいあるのだと私が観た旅番組でもたくさ

ん取り上げられていました。墓地エリアを通って北へ進むと、御廟橋という橋が現れました。この

橋を超えると聖地エリアに入ります。聖地エリアでは、写真撮影をすることは禁止です。ここから

先にも見どころはたくさんありますが、私が特に素晴らしいと感じたのは、天井からおびただしい

数の燈籠が吊るされた燈籠堂です。その他は、ガイド先生たちから聞かされた奥の院の多くの情報

はだんだん分かるようになりました。もし機会があれば、是非奥の院に戻ってきたいです。 

 

経済学部 大学院２回生 

王 麗文 （中国） 

―凛とした心で過ごす高野山の旅― 

 弘法大師空海が真言密教の道場を開いてから千二百年の年に中国から来た留学生として、私は「和

歌山の世界遺産を学ぶ」研修ツアーに参加させていただきました。同じ和歌山大学の留学生たちと

共に、都市の喧騒を離れ、歴史ある祈りの地へ一泊二日の旅に出ました。 

高野山は、標高約 900 メートルの山の上で、周囲およそ 15 平方キロの盆地に 117 もの寺院が建

ち並んでいます。真言宗の開祖である弘法大師空海が修行の場として建立した地として世界遺産に

登録されています。 

山道を通り抜けて高野山にたどり着いた瞬間から、気持ちが引き締まるような思いがしました。

周囲がたくさんの木立に囲まれている高野山に行くことは今回が初めてではありません。まず、弘

法大師が入定した中心聖地という奥の院からのお参りで、日本語ガイド先生の丁寧な説明を受けな

がら、緩やかな雰囲気でお参りをすることができました。その後、弘法大師が最初に建立したとい

う堂塔が並ぶ壇上伽藍と総本山の金剛峰寺にお参りしました。どの建築物も細工が見事で圧倒され

ます。日本の寺に特有な静かな雰囲気で、就職活動以来イライラしている気持ちも落ち着きました。 
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夜間には宿坊で夜の瞑想、朝には勤行の読経など、いろんな非日常の体験をしました。更に、朝

晩の食事は精進料理をいただきました。特に野菜たっぷりの料理や胡麻豆腐、てんぷらなども彩り

も鮮やかです。留学生達は、ボランティアの先生達と一緒に、高野山の文化に関することや自分の

感想についてにぎやかな雰囲気でゲームをしました。一人暮らしをする私にとって、このような旅

は極めて稀な思い出となりました。 

次の日、ささやかな虫の声を伴い、朝露に輝く紅葉の中で一日がスタートしました。日本に来て

初めて「コスプレ」を経験しました。留学生の私たちが、日本の伝統的な服に着替えてから鏡に映

る姿を見ると、頭の中で自分が想像していた日本に対するイメージが一瞬現実のものとなりました。 

 この旅を通じて、日本の伝統文化について深く勉強することができました。特に、和歌山の世界

遺産である高野山です。和歌山大学に留学し、和歌山に暮らして大変ありがたいと思っています。 

 

システム工学研究科 大学院２回生 

Mak Kwan Wai （香港） 

私はこのツアーに参加する前に高野山に関して聞いたことはありますが、詳しいことは知りませ

んでした。観光へ行くつもりでしたが、結局いろんなことを勉強するとは想像していませんでした。

だから、このツアーを準備してくれた WINコンコードの皆さんとガイドさんに感謝します。 

ツアーのガイドさんたちの説明を聞くとともに、高野山の由来や歴史など、いろんなことを勉強

しました。中国からの仏教文化と日本の神道文化とが組み合わさったことや、歴史上の人物たちの

高野山での動きや、今の日本の企業が高野山の中に建設した墓なども、この場所が特別になる原因

になります。そして、高野山は日本の文化と結ばれているということを感じています。 
また、高野山のツアーでいろんなことを体験しました。忙しい生活をしている間に、起きてから

寝るまでも、頭の中には常に色々なことを考えています。ツアーで体験した瞑想のことは、確かに

有効的なリラックスの方法だと思います。そして、精進料理を初めて賞味しました。とても美味し

いと思いますから、私はいっぱい食べました。美味しい料理を準備してくれた人たちに感謝します。 
私はこのツアーに行く前に、学校のことばかり考えていました。このツアーに参加して他の留学

生と交流し、自然の環境や美しく且つ伝統的な建物を見たりしたことで、心の中に積もっていたス

トレスが発散しました。だから、参加してよかったと思います。 

教育学部 ４回生 

Gomez Juan Marino  （アメリカ） 

 高野山に参加できてよかったと思います。奥の院をはじめ、霊宝館、大塔などの名所を回りまし

たが、一番印象に残ったのはやはり奥の院でした。なぜなら、奥の院で過去、現在、未来をそれぞ

れ実感できる場所だったからです。 

 奥の院は無数の墓がある場所です。それは、ただの古い墓だけではなく、豊臣秀吉、織田信長、

徳川家康のような有名な人物の墓もあります。高野山ではこのような人物の生と死について学ぶこ
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とができ、さらにその昔の雰囲気も実感できます。歴史に興味のある人には、この理由で奥の院を

お勧めします。 

 過去の人物の墓だけではなく、近年の会社や個人もたくさん墓を作っています。芸能人の墓も見

られます。お墓参りしている人の姿も。どの国でも墓場というのは、過去と現在がつながる場所だ

と考えられます。高野山の奥の院も例外ではありません。しかし、奥の院が私に興味を引かせたの

は、ただの墓として存在しているからではなく、未来にもつながっているからです。  

 奥の院の奥では、空海というお坊さんは昔から休まず、死なずに冥想しているという言い伝えが

あります。空海は未来の仏、すなわち弥勒菩薩を待っていて、その間ずっと冥想しているという話

です。 

この話を聞いて私は思いました。高野山は『昔』を守る場所でも『現在』を助ける場所でもな

く、実は『未来』に向かって作られた場所だと。過去から学び、現在で自分を磨き、そして未来を

楽しみにするという場所に感じました。これは、私にとってとても印象的で感慨深いものでした。 

 

観光学部 ３回生  

張 偉慧 （マレーシア） 

 私は今回が２回目の高野山だったが、またもや雨の日々であった。しかし、今回の旅は前回より

とても勉強になった。特に高野山を訪れた時、ガイドさんが色々詳しく説明してくれたことはとて

もよかったと思っている。高野山の特徴や歴史、景色など色々体験できた。日本の世界遺産である

場所を訪れることは、留学生の私たちにとって貴重な機会であった。 

 高野山の色々なところを見て回った。例えば、根本大塔、伽藍、霊宝館、金剛峯寺などへ行った。

その上、根本大塔や金剛峯寺の中を見学することは初めてなので、テンションが高くなり学べるこ

とが多かった。その中でいちばん気になるところは奥の院である。なぜかというと、最初に訪れた

場所であるかもしれないが、今でもずっと頭に残っているからだと思う。奥の院を回っていたとき

ガイドさんから聞いたその歴史は、日本の仏教にたいへん貢献していることがとても興味深く感じ

た。そして、2 日目に女人堂に行かなかったのは少し残念と感じたが、その代わり、金剛峯寺や伽

藍中門のあたりをゆっくり歩き回ることができた。帰る前の古代の服装を着装する体験は新鮮であ

った。そのままの格好で九度山を訪れることがとても特別な体験でワクワクしていた。そのような

服装で歩いているのが大変であったが、昔の人々の大変さが少し分かった。 

 この一泊二日の高野山ツアーで様々な事を学んだ。それに、違う国からの留学生と出会って知り

合うことができて嬉しかった。次に機会があったら是非また高野山を訪問したい。 
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教育学部 交換留学生                                                           

宋 詞  (中国) 

 先生たちのおかげで、世界遺産である高野山で二日間勉強できました。奥の院から壇上伽藍、金

剛峯寺まで全部見学して、少し疲れましたが感慨深い旅だったと思います。 

 高野山では、独自の芸術性を生かす庭師のおかげで、木が花よりも美しく見えます。澄んだ空、

澄んだ川、澄んだ鳥の声、知らず知らずのうちに澄んだ心になりました。どこまで行っても静かな

雰囲気に囲まれていて、人は思わず足取りが軽くなって、この静けさを破るのは忍びないような気

にさせます。 

 一番印象深いのは、燈籠堂の正面にある千年も近く燃え続けている二つの「消えずの火」でし

た。ここに来た方々は、私たち一行のように神仏を信じていない人が多いでしょう。私は僧侶たち

が弘法大師を敬虔に思っている気持ち、一つ一つの古い建物が持っている重厚な歴史感は想像もつ

かないが、参拝しに来た方々が一緒に作り上げた静かな雰囲気から、参拝者の敬意が感じられま

す。穏やかな雰囲気に囲まれている私は、黙々とゆっくり歩いている間にだんだん落ち着くように

なり、心が洗われたような気がしました。 

 高野山では、自然的な環境であれ人文的な環境であれ、人の心を打つ力を持っています。ここは

それなりの魅力があるのが分かりました。 

 

観光学部 大学院２回生 

王 雅丹（中国） 

 私は、和歌山大学に在学中の留学生と一緒に高野山へ行ってきました。行く途中のバスの中で自

己紹介をしてお互いを知る機会がありました。みんなそれぞれ違う目標を持って日本へ来ており、

こうして出会えることは一つの縁だと思います。だから、みんなすぐ仲良くできて、大家族のよう

な旅が始まりました。 

 今回の交流会は二日間になります。最初、高野山に着いたらすぐ NPO法人 高野山異文化交流ネ

ットワークの方に山内の「奥之院」と「壇上伽藍」の二大聖地の案内説明を受けました。留学生に

分かりやすくするために写真もたくさん用意されていました。 

 お昼ごはんは精進料理を食べながら自己紹介をしました。留学生と NPO法人の方々とが良いコミ

ュニケーションをとって、お互い知ることが出来ました。夕方には金剛峰寺へ行って国内一番の石

庭園を拝観し、その細かいまでの自然への配慮について私はすごく感動しました。  

 夜には山内にある宿坊に泊まる事ができました。美しい庭園、歴史の雰囲気があふれる非日常的

空間を味わう事が出来て良い経験でした。  

その翌日も世界遺産を巡って、武士の衣装を着る体験もしました。こうして高野山での二日間の

合宿は無事終わりました。豊かな自然、神秘的なお寺、何百年以上の長い歴史があるなかで、一番

興味を惹かれたのが仏教のことでした。無神論者の私が初めて仏教のことに興味を持ちました。目

を閉じると鐘の音が響き、からだの中へ広く深く心を清めていきます。葉、石、砂、色、蓮の花な
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剛峯寺まで全部見学して、少し疲れましたが感慨深い旅だったと思います。 
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観光学部 大学院２回生 

王 雅丹（中国） 
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ど、世の中にある万物は全て意味があり、肌で、心で感じていきましょう。きっと生きることに対

して感謝の気持ちがいっぱいになります。友達もたくさんできたし、良い旅で満喫しました。 

 

教育学研究科 大学院２回生 

宋 婭萍 （中国） 

以前、高野山の歴史や弘法大師のことを英語で説明してくれたので、ほとんどわからなくて、た

だ風景を見て楽しみました。深い森に覆われた山の頂にある高野山のこと、数多くのお墓のこと、

金剛峰寺にある綺麗な庭のことしか覚えてなかったです。今回は二日間の研修なのでゆっくりと回

りました。また当地のガイドさんがいたので、色々説明してくれて、高野山についての理解はある

程度できました。大変楽しく勉強になりました。 

今回高野山に行って感じたのは、今までには感じたことのない安心感です。普段の生活では学校

や就職やアルバイトの事などで、いつも慌ただしいです。落ち着いて自分の事をよく考える時間や

機会はなかなかありません。そこで、だんだん初心を忘れてしまいました。ところが、高野山に着

いた瞬間、心が落ち着いてきました。いつものように周りには人がいるのに、車が走っているのに、

私にとっては静かでした。目を閉じたら自分の世界に入りました。即ち、反省できました。反省し

て初心をだんだん思い出し、元の自分にだんだん戻り、安心しました。この二日間は、どこに行っ

ても、空気にはその安心感が漂っています。特に、蓮華定院で勤行を体験し、貴重な一時間で色々

を考えました。やりたいことをもう一度確認し、頑張っていこうという気持ちが強くなりました。 

                                                       

 

教育学部  交換留学生 

Tran  Thi  Kim  Loan （ベトナム） 

日本に来たばかりなのに、高野山に行って様々なことが勉強できた。本当に良かったと思う。今

回、和歌山の世界遺産（高野山・九度山）を学ぶ留学生として行った。奥の院、檀上伽藍、金剛峰

寺などで綺麗な景色を見るだけではなく、千年ぐらいの歴史も勉強できた。奥の院に入ればお墓が

たくさん立てられていて驚いた。UCC コーヒーのお墓もあるし、白アリのお墓もある。そして、気

に入ったことは、綺麗になりたい女の人に向けて化粧をしている像があった。なぜかというと、自

分が綺麗になるように、この像の前に行き、祈っているという話があるからだ。この像を見た時、

面白いなと思った。その上、奥の院でのお墓はだいたい同じ形だから、この像は目立っていた。 

次は檀上伽藍に行った。門の前に蓮池があった。いい景色だと思う。蓮池と呼ばれているが、蓮

が全くない。ちょっとショックだった。青い池と柳と赤い橋が組み合わさると景色が均整になり、

昔のドラマの宮殿内に入ったような感じであった。 

やはり日本で一番長い仏教の歴史がある所である。行くと、穏やかで落ち着く気持ちになる。本

当に良いところだと思う。 
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