
LUK Sau Man(Hong Kong) 

 

Ise and Japan Study Program 2020 

I first learnt about the program in 2019. At that time, I was hesitated to apply, 

spread the information to my classmates in the MA Japanese studies programme and 

encouraged them to join. After that I regretted. My friend came back and told me how 

great the program was. When I heard that recruitment of participants for the 2020 

program was started, I immediately prepared my documents and applied. Thanks to 

the Ise City and Kogakkan University for granting me such an opportunity to participate 

in the programme. 

 

The 3 weeks stay in Ise enriched my knowledge and experience. Although I was 

in the field of Japanese Studies since my Undergraduate days, there are many things 

that I still do not know much about, for example, Shinto, which are difficult to reach in 

my home country, or even if I visited Japan.  

 

The schedule was finely arranged. Basically, we had lectures in the morning, and 

then went for field trips to related sites after lunch, thus what we learnt in the morning 

were reinforced immediately on the same day. A wide variety of topics, from culture 

to history, language, etc, are covered. It was impossible to learn everything within 3 

weeks. However, things we learnt are more than enough to spark off further studies in 

the future.  

 

What I am most grateful for is that I met many wonderful people in Ise. Teachers 

in Kogakkan University and experts in museums are all passionate about their fields of 

studies. Common people in Ise are always friendly and willing to tell us stories about 

the city or even their own lives. Last but not least, members who joined the program 

from all over the world are intelligent and caring. The insightful question they asked 

brought the lectures to the next level. I am looking forward to meeting them all again 

in the future. 

 

Under the threat of 2019 Novel Coronavirus, it was not easy to make the program 

success. Here I would like to express my heartfelt gratitude to Mr. Tamada of Kogakkan 

University, who had been taking good care of us throughout the program.  

 

Thank you! 



シュウブン・リク（香港） 

 

2020 年「伊勢」と日本スタディプログラム 最終リポート 

 このプログラムを初めて知ったのは 2018 年頃でした。参加した友達の感想を聞い

て、次回は必ず応募すると決意しました。今年のプログラムに参加させていただきま

して、誠にありがとうございました。 

 三週間の研修は私の知見を大きく広げました。学部生の頃から日本研究専攻とは言

うものの、いまだに知らないことがたくさんあります。特に神道など、母国にいる時

はもちろん、日本を訪れてもなかなか触れられないものがたくさんありました。 

 プログラムのスケジュールはとてもよく構成されました。基本的に午前中は授業を

受け、午後は関連する場所へのフィールドワークでした。そのため、授業で学んだこ

とは、その日に印象を深められました。テーマはさまざまな分野から構成され、文化、

歴史、言語など、幅広く含まれていました。わずか三週間ではすべてを学ぶことがで

きませんでしたが、これからの研究にヒントをいただくには十分でした。 

 このプログラムで一番ありがたく思ったのは、たくさんの素晴らしい方々に出会っ

たことです。皇學館大学の先生や博物館の専門家方の、それぞれの研究分野に対する

情熱を感じました。伊勢市民の皆様は優しくて、いつも市や自分のお話を聞かせてく

れました。そして、各国から伊勢に集まり、このプログラムに参加したメンバーたち

はみんな賢くて思いやりがある方々でした。皆様の鋭い質問が授業をレベルアップさ

せました。いつかまた皆様に会えますことを、楽しみにしております。 

 新型コロナウィルス感染が広がる中、このプログラムを成功させることは簡単では

なかったと思います。この場を借りて、私たち参加者の面倒を見てくださった皇學館

大学の玉田様に感謝を申し上げます。 

以上 


