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国際交流の全学的組織づくり
留学生センター長

末 松 良 一

１．１
０年を経過した本学留学生セ
外部評価委員の先生方から共通してよい評価をいただいた活
ンター
動は、
日本語研修コースと短期留学プログラムである。
研修コー
名古屋大学の留学生センターは、 スの留学生に対する日本語教育は、国内トップレベルであると
１
９
９
３年の設置以来、順調に発展し
再認識された。９名の日本語教官と多くの非常勤講師の先生方
てきたといえる。この１
０年の間に、 が極細かいクラス分けとともに熱意とプロ意識をもって留学生
短期留学プログラム部門、日本語
教育にあたっている賜物である。また、本学の短期留学プログ
メディア部門などが加わり、教官
数も１４名となり、昨年度には、留学生センターの建物も新築さ
れた。
しかし、全学で１２００名を超える留学生を受け入れている本学
において、留学生センターが全学共通基盤としてその機能を十
分発揮しているのかといえば、疑問を投げかける方も多いので
はなかろうか。
現状において、留学生センターが主として対象としている留
学生が、日本語研修コースの留学生と短期留学プログラム
（NUPACE プログラム）の留学生に限られていることを認識さ
れている方は意外と少ない。留学生センターの時間外入館カー
ドやコンピューター室のパスカードを持っているのもこれらの
留学生のみである。もちろん、留学生の生活指導相談や日本人
学生の海外大学への派遣活動は、広く全学を対象として行って
いるが、それぞれ、１、２名のセンター教官が担当している現
状では、十分な課題の解決は望めないといわざるを得ない。私
が敢えてこんな指摘をするのは、
皆さんにまず、
留学生センター
の現状を知っていただきたいからに他ならない。
２．初めての外部評価の実施
センター設立１０年を区切りとし、次の１
０年への指針を得るこ
とも目的の１つに掲げて、昨年１
２月に初めての外部評価を実施
した。３人の有識者をお招きして、これまでのセンターの活動
実績に対する評価とあるべき姿に対するご意見を伺った。
３人の外部評価委員の先生方は、超御多忙中にも関わらず、
膨大な資料にも目を通していただき、１日センターに来ていた
だいて、センター教官に熱意ある率直な意見を述べていただい
た。

ラムが好評を得ているのも、センター教官の努力はもちろんで
あるが、発足当初から全学的なサポート体制が採られていたこ
とに大きく依存していると言える。
外部評価委員の先生方からご指摘いただいたご批判は、全学
共通基盤としての留学生センターのあり方に関することであっ
た。１つをあげれば、個々の留学生プログラムは、よくやって
いるが、名古屋大学の留学生全体に対する教育方針、カリキュ
ラムが明示されていないとの指摘を受けた。
３．議論の緒についた全学的組織づくり
昨年６月に開催された国際学術コンソーシアム (AC) 21 によ
る国際フォーラムを契機に、主要協定大学との国際学術交流の
持続的発展に取組む AC21 推進室が昨年末に学内組織として設
置され、今年４月から本格稼動する準備が進められている。ま
た、留学生専門委員会を中心にして、本学の「外国人留学生受
入れに関する基本方針」が取り上げられ、１年間の検討を経て
昨年１
２月に本学国際交流委員会において承認されるに至った。
昨年秋頃から、国立大学におけるセンター統合の動きが活発
になり、昨年１
２月には、７大学の留学生センター長と留学生課
長が集まり、留学生センターの全学共通基盤組織としての改革
に関する取り組みについての意見交換がなされた。今年に入っ
て、本学では、
「留学生指導相談の全学体制」に関するワーキン
ググループが留学生専門委員会の中に、「留学生センターや
AC21 を含む新しい組織づくり」に関するワーキンググループ
が新組織創設等検討小委員会に、それぞれ設置され、本格的な
議論の場がつくられ、本学の国際交流・国際協力の全学的組織
づくりの具体的検討が急ピッチにスタートした。
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４．画期的な留学生課と国際交流課の連携強化
大学の留学生教育や国際交流の全学的組織づくりを考えると
き、大学事務部の組織構成も非常に重要な課題である。大学の
国際化は、事務職員の協力なくしてありえないといえる。

５．組織づくりへのご協力を
私が、留学生センター長を拝命して瞬く間に２年が過ぎよう
としている。果たしてこの２年間、本学の留学生のために、ま
た、センター教官の方々のためにどれだけの貢献ができたのだ

本学においては、事務局サイドから留学生課と国際交流課の
一元化の方向が打ち出され、両課の職員が、今年３月から留学
生センター内の同じ部屋で勤務を始めた。このことは、国立大
学においては画期的なことであると評価される。ご存知のよう
に、文部科学省内では長年にわたって国際交流課と留学生課は、
総務系と学務系とに明確に分けられてきた。そのため、国立大
学においては、国際交流課と留学生課は総務と教務に区画され
て運営されてきた。本学では、その垣根を越えて、方向性を明
確にして机を並べて活動する職場を実現したのである。

ろうかと自問すると、反省点ばかりである。
さらに、もう１期２年留学生センター長を勤めさせていただ
くことになった。なぜ、私なのかという疑問はぬぐえないが、
来年度の独法化を直前に控えて、新しい本学の国際交流・国際
協力のための全学的組織づくりが急がれる中、ただただ微力を
尽くさなければと覚悟せざるを得ない。
全学的な組織づくりには、部局の先生方のご理解とご支援・
ご協力が不可欠です。多くの先生方のご意見をお聞かせいただ
くとともに、組織づくりに一緒に取り組んでくださることをお
願い申し上げます。
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念
願の混住寮・国際嚶鳴館の誕生
念願の混住寮・国際嚶鳴館の誕生
The International Ohmeikan: a place of happiness
Sharghai Jiaotong University, China (PRC)
短期交換留学生

When I think about the Ohmeikan, I feel that we like it very much
and that we enjoy the life here a lot. In my mind, it is a place of
happiness that is more than a dormitory. It is special on two points.
One point is that we have common space here. We have a big hall
on the first floor, and a kitchen, a living room, and a laundry room

Xu Jia

even later. The hall in the first floor may be used for various things,
such as Ping-Pong games, large dormitory-wide parties, drama
performances and so on. It has become natural to expect that every
evening or night someone will be playing ping-pong in the hall on
Level 1 of the Ohmeikan.

on each of our own floors. The kitchen is one of my favourite places.

These common areas give us much chance to communicate with

I cannot remember how many times I have cooked with my friends
to prepare for our parties. Cooking by oneself is no more than
making some food but by cooking with friends you can enjoy the
process of cooking, share the happiness of having dinner together,
and learn from each other how to cook. We even celebrated the

each other, and give us much fun. I cannot even imagine the life here
without a common living room or hall to share with one another.
The second point is that foreign students live here with Japanese
students. Although at the beginning there were some misunderstandings between foreign students and Japanese students because of the

Chinese New Year this year on January 31. It was a big party from 1
o'clock in the afternoon till 10 at night, with more than one thousand

different cultures and the fact that it was the first time that they had
foreign students in their dormitory, the situation is getting better and

"gyoza" (a Japanese dish) and about 25 people. And then the living
room, another favorite of mine, with nice big tables, a TV set and
many comic books ("manga "), is surely
made for social gatherings.
We always have video
nights here with drinks
and snacks or just have
drinking parties where we

better since the problem was discussed in a meeting attended by the
whole dormitory in December last year. I think this is because both
foreign students and Japanese students are coming to understand one
other. Apart from this problem, which is getting better all the time,
there is every other reason for why it is a good idea to have foreign
students and Japanese students living together. For example, it helps
everyone who wants to learn another language and culture different
from his or her own. We have become friends, as hoped. We go
travelling together, go to "karaoke " together, talk together and laugh
together. Thanks to the Japanese students we had a very interesting
festival of the Ohmeikan, which included many sports, games, and
especially, parties! The festival began in October and continued for
almost two months. The festival was great! We had much fun
playing ping-pong games, baseball games, watching and performing

talk until the early
morning. It is so fun at
times that sometimes no
one wants to leave until 3
o'clock in the morning, or
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in our own plays, message games and so on. People became close
very quickly by playing games together. Thus, the culture of partying
probably comes from the very beginning when Japanese students on
each floor gave us welcome parties.

from us, as well as having a worthwhile and fun life experience are
probably some of the main reasons for studying overseas. The
Ohmeikan is exactly such a place that can provide this opportunity; it
is a place of happiness.

Communicating with and getting to know other people different

〈訳〉国際嚶鳴館：幸福な場所
嚶鳴館はみんなの好きな、みんなが楽しめる場所じゃないかと思う。私にとってはこの会館は単に寮というよりも価
値のある幸福の場である。特に二つの特徴があって嚶鳴館は他の場所より優れている。
一つ目は共同に使える場所がある。例えば、一階にある大きなホール。また、各階に共通の台所、リビング、ランド
リーなどがある。台所は私の大好きな場所の一つである。今まで、何回友達と一緒にパーティーのために料理を作った
かは数えられない。みんなで料理を作る時は一人で作る時と違って、お互いに交流して、相手の国の料理を習って、一
緒に夕食を食べながら話し会うのでもっと時間を楽しく過ごせると思う。
今年の１月３
１日に中国のお正月も一緒に祝った。２
５人ぐらいで１
００
０個以上のぎょうざがあって、午後の１時から夜１０
時までのすごく大きなパーティーだった。また、私の二番目の好きな所はリビングで、大きなテーブルやテレビや多く
の漫画が交流のため置いてある。普段この部屋でパーティをしたり、映画を見たり、夜遅くまで話したりしている。楽
しくて時には午前３時を過ぎても帰らないこともある。
一階のホールはもろもろの目的で使われるホールである。例えば、会館全員向けのパーティとかピンポンとか、ドラ
マの時使える。毎晩一階のホールでピンポンやっている人を見るのは当たり前のことになっている。
このような共通の場所があるからこそ私達は交流できている。このような共通のホールとリビングがなければ寮生活
は考えられない。
二つ目は、嚶鳴館では私達留学生と日本人の学生が一緒に住んでいること。勿論、初めのころ留学生と日本人の学生
の間に異文化のせいで、それに実際その時初めて日本人学生は留学生とこんなに身近な所で接したのでいくつかの誤解
があった。しかし、去年の１
２月に会館全員でやった会議でこの問題を話し合ったため、時間が経つに連れて関係はよく
なってきている。この問題以外にも留学生と日本人の学生が一緒に住むことの良い面もある。例えば、他の国の言葉や
文化を習うことができる。今、私達は一緒に笑ったり、カラオケにいったり、一緒に旅行したりしている。日本人の学
生達のおかげで嚶鳴館祭りも行った。祭りは１
０月に始まって２ヶ月間ぐらい続いた。この祭りの時みんなでピンポンし
たり、野球したり、芝居したりしていた。この祭りは楽しかった。
ゲームを一緒にすることによって、より親しくなることができた。このパーティーの文化は、私達がきたときに各フ
ロアの日本人学生がウェルカムパーティーを開いてくれたことから始まっている。
他の国の人と交流することと、他の国のことを習うことを経験することは、海外に留学する大きな目的である。嚶鳴
館はこのような経験を得られる場所の一つである。これは幸福の場所である。
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名古屋大学国際嚶鳴館での５ヶ月
理学部
寮長

馬場 隼輔

昨年の８月に念願の新寮（国際嚶鳴館）が完成した。一人の
寮に住む者としては新しくなったことでいろいろと期待してい
た。実際、今までの嚶鳴寮とは大きく異なり、なによりきれい
であった。今までの寮が汚かったということもあるのだろうが、
とてもきれいに思えた。そして、一人部屋になったことも大き

考え方だと僕は思います。これの意
味としては例えば寮内の規則に関し
て、大学側（厚生課）から決められ
た規則に対し、日本人学生は納得し
ても留学生は個人の責任の範囲まで

い。今までは二人部屋だったことから考えると喜んでいる人が
多いのではないかと思う。また、留学生との混住になったこと
も大きな変化だといえると思う。
新寮に移行して生活してみると最初はあまり違いはないよう
に思えた。同じ階に住む留学生と仲良くもなり、旧寮にいた頃
は考えもしなかった経験が出来ている。大学に行っていてもな

規則をつくられるのはおかしいと
いって納得してもらえないことが
あったりします。こういった時はほ
んとにどのように説明していいもの
か、どのように説明をすれば納得してもらえるのか、をよく考
えさせられます。人に（特に今まで生きてきた環境・背景など

かなか留学生と話をする機会はないが寮にいると様々な国の人
たちがいていろいろな話を聞ける。これは絶対にこの寮の大き
な特徴だと思うし、なかなか他の場では経験できないことだと
思う。
しかし、今まで様々な文化の中で生活してきた人たちが集ま
ればはやはり問題も生じてくる。生じてくる問題は大きいもの
から小さいものまで様々であるが、解決にはなかなか至らない。

が大きく異なる人）に対して物事を説明することの難しさを最
近特に感じます。
こういった時に日本のことわざにある「郷に入っては郷に従
え」という言葉を持ち出すのは簡単ですが実質的な解決にはな
にもなりません。むしろ現実においては留学生との間に壁を作
る要因になりかねません。どうすれば、納得してもらえる説明
ができるのか、これを考えることで僕個人の人間としても生長

身近な問題から上げると共同生活していく上での問題である。
ゴミの分別、共同の物・場所の利用の仕方などがある。また、
大きいものを上げればこの寮の特徴でもある自治活動への参加

できていくと思います。
いろいろと書いてきましたが、今思う一番大きな問題は僕が
英語を話せないという事だと思います。いいたいことを自分の

の仕方などである。
こういった問題を抱えた中で１
２月に寮長になりました。僕は
３年生という事もあり就職活動やバイトなどでなかなか寮にい
ないこともあり留学生との関わりは個人的なものはほとんどな

言葉で自分の口から言えるようになれば、今思うどれだけのこ
とが解決できるようになり、また、どれだけ解決に近づくか分
かりません。僕は、今まで英語が必要になるとはよく聞いてい
ましたが実際に必要になることがなくあまり真剣に勉強してこ

く自治会活動をとおしてのものばかりでした。ところが寮長に
なった事で今までは同じ建物に住んでいるだけだった留学生の
考え方やものの見方をより深く考えるようになりました。
いろいろと考え方の違いは感じますが中でも特に、日本人学
生は集団の中に個人がいるという考え方が強いのに対し、留学
生は個人の集合体が集団という考え方をしているように思う点
です。留学生といっても全ての留学生というわけではなく大半
の人（特にヨーロッパ・アメリカからの留学生）はそういった

なかったように思います。今はそれをとても後悔しています。
今本当に英語の必要性を実感し、自分の無力さを痛感していま
す。せっかくだからこれを機に英語を勉強しようと思います。
今後、社会に出て行くときにいかに英語が必要かということが
早めに分かりよかったと思います。
今後はやはりより多く話し合う機会を持ち、お互いが相手の
文化を尊重できるようになっていけば今ある問題も一つ一つ解
決していくと思います。
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留学生との寮生活
医学部保健学科

藤岡 美世
私がここ、名古屋大学に来た時はまだこの寮は鉄骨の骨組み
だけの全く形ないものでした。まだ「嚶鳴寮」と呼ばれていた
旧寮で皆が生活していて、私の名古屋生活のスタートもここか
らでした。この頃は二人で一部屋に住む形態がとられていて、
私の同室はとても頼りがいのある同学科の先輩だったのでたく

主張するレベルも違ってくるわけです。日本人それぞれだって
多少不満があるのは否定できないことですし。
他にも色々な障害が残っていますが、まだ国際嚶鳴館は始
まったばかり。これからどんどん自分たちの手で作り上げてい
けば、必ず良い国際寮が完成すると思いますし良い生活を留学

さんのことを教えてもらえましたし、共同生活をする上で規則
をきちんと守らなければならないこと、そうしなければ皆が気
持ちよく生活が出来ないことを教えてもらいました。特にこの
頃の女子寮は全体数で三十と少し程度だったので規則を守らな
ければ仲良く生活することができませんでした。いえ、そうす
ることが当たり前で、実社会でも大事なことなのですから、身

生とおくりたいと日本人皆が思っています。きっと留学生たち
も希望を胸に日本にやってくるわけですから、楽しい快適な寮
生活をおくりたいと思っているはずです。
そのために、留学生それぞれも日本の集団生活がどういうも
のなのかを理解しようと努力して欲しいと思いますし話し合い
にも参加して意思を伝えようとして欲しい、日本人たちも変え

を持って重要さを知ることができたというのが本当のところで
しょうか。
この寮が新しく生まれ変わる、この事は入寮前からの既知事
実でした。もちろん留学生と一緒に住むことになるということ
も。新しい寮に移り住むまでは、はっきりいって何も想像でき
なかったし、むしろ想像しようとも思いませんでした。なぜな
ら日本で生活、名古屋で生活すること自体は変わらないのです

なければならないところを徹底的に試行錯誤して、うまく生活
できるように留学生と協力していかなければならないと思いま
す。いままで大変な面ばかりを述べてきましたが、実際は勿論
楽しい部分もあります。例えば、言葉の勉強が楽しく出来ます。
これは日本語で〜と言うんだけど、ドイツ語では何と言うの？
ロシア語では？と聞いて驚いたり、新たな発見をしたりします
し、逆にこれは日本語では何と言うの？と聞かれたりして、ま

から。しかし、実際に留学生が入寮してきて、共同生活が苦し
いということを目の当たりにしました。
まず、上手く言いたいことが伝わらない。英語で話しても、

さに楽しい言語勉強もできます。
また日本のテレビを見ながら、こんな番組は日本特有のもの
だと教えてもらったり、逆に同じようなテレビ番組があるとそ

ネイティブとは違って単語の選び方や単語の持つニュアンスの
違いを私たちはきちんと理解できているわけではないし、もち
ろん留学生たちの日本語だって完璧なものではありません。特
に名古屋市はごみの分別が難しいとがあってこのあたりが未だ

の詳しい話も聞かせてくれたりします。それから、やはり同じ
年齢層なので、恋の話とか、友達の話など寮内のリビングでお
菓子を食べながら話すこともあります。すごく楽しいです。そ
の辺りの意見のばらつきとか、出てくる意見の種類は日本人の

に留学生が上手く出来るように私たちが伝えることができませ
ん。日本人ですら悩むこともあるのに、留学生が簡単に理解で
きるわけないですよね。
次に、寮内の情報伝
達をスムーズに行うた
めに週一で開かれる
BK（会議名）について
も理解が得られません。
それはよくよく考えれ
ばしかたのないことで
す。育ってきた国レベ

友達同士の中での会話とあまり変わらないのです。話していて、
国境など全く感じませんし、お互いの意見を否定することなく、
そういう考え方もあるのかと理解しながら話をすることができ
るのです。
また私事ですが、第二言語としてドイツ語をとっているので
すが教えてもらいました。そのかわりに日本語の漢字の読み方
や、単語の意味を逆に教えてあげました。近くに学んでいる言
語のネイティブがいるとすごくわかりやすいし、その言語に対
して更なる興味も沸いてくるものです。話を色々聞いてみて、
今度は私がドイツやポーランドに行ってみたいと思うようにな
りました。
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ルでの環境の違い、社
会的な思想、思考形態、
もっと広げれば歴史的
な背景も違うわけです
から、共同生活という
ものへの考え方や、自

寮生であるだけなのに、他の学生と違って国際的な交流がた
くさんでき、経験豊富な充実した生活がおくることができると
いうのはこの国際嚶鳴館ならではだと思います。問題もありま
すが、協力し合って素晴らしい国際嚶鳴館を作っていくことが
できれば、私たち日本人と留学生双方の生活が本当に充実し、
さまざまな思い出をつづっていくことが出来ると思います。い

分の学生生活、一日の
時間の使い方の自由を

え、この国際嚶鳴館ならば必ず可能であると信じています。

暖かな大家族―国際嚶鳴館
日本語・日本文化研修コース

閔

海花

留学生センターの日本語・日本文化研修生として昨年の１
０月
に日本に来てから、もう５ヶ月の時間が経ちました。あっとい
う間の５ヶ月でしたが、とても有意義な時間でした。なぜかと
いうと、それまで頭の中にしかいなかった日本事情を自ら体験
し、昔はぜんぜん知らなかったことをいっぱい経験することが

このような問題もありますが、総
体的には嚶鳴館の自治は私たちの生
活に便利と利益を与えてくれました。
日本事情についての私たちの認識を
深くしてくれたので、肯定すべきも

できたからです。私たちが日本を知るための大切な窓が、今私
たちが住んでいる日本での家―国際嚶鳴館です。
この建物の前身は名古屋大学学生嚶鳴寮でした。それを建て
直し、昨年８月に国際嚶鳴館が生まれました。A 棟と B・C 棟
の二つの部分に分けられているこの建物には約３０
０人の学生が
入居しています。その中には留学生が約６
０人います。寮の主体

のだと思っています。ごみの分別と
当番制度によって私たちの生活環境
は向上し、資源の統一回収によって
資源の浪費がだいぶ緩和されました。
また、共用施設（卓球台、コピー機、自動販売機など）の使用
も便利になりました。

となっている A 棟は９階建てで、南と北に各１
５室の一人部屋と
共用のリビング、キッチン、洗濯室が一つずつあります。B・C
棟は三階建てで大体同じ構造をもっています。一階のホールは
ロビーが大部分の空間を占めていて事務室と倉庫がその一部を
占めています。嚶鳴館は新しくできた建物なので震度８の地震
にも耐えられるそうです。東海地震が心配される名古屋の留学
生にとっては一安心とも言えるでしょう。

嚶鳴館で感じたもう一つの印象と言えば、日本人学生と留学
生の生活時間の違いです。留学生たちはよくロビーに集まって
映画見たり、話し合ったりします。それは日本人学生にとって
は贅沢に感じるかも知れません。日本人の学生たちは忙しそう
で、学校が終わったらすぐバイト先に向かう人が珍しくありま
せん。ですから昼間は日本人学生にぜんぜん会えないのです。
夜遅くまで起きてご飯を食べたり、洗濯したりするのもごく普

嚶鳴館の運営は日本人学生が中心です。寮のルールも旧寮の
ルールをほぼそのまま引き継ぎました。その中でも一番大切な
のが寮生の自治制度です。おおざっぱに言うと、寮生に選ばれ

通です。その影響で留学生も時には夜と昼が入れ替わった生活
をするようになりました。これも多分日本独特なものだと思い
ます。

た寮長と自治委員会が主導する自治制度です。留学生にとって、
しかし、１
１月から１
２月にかけての寮祭が日本人学生と私たち
そのような制度は初めての経験だったと思います。だからその
留学生を近づけて、お互いの理解を深めるきっかけになりまし
制度を完全に理解した上で受け入れるのはずいぶん難しいこと
た。寮祭も日本の学校の伝統的なもので、いろんなイベントが
でした。はじめは興味半分、疑問半分で参加する留学生が多かっ
行われます。演劇、運動会、ソフトボール大会、卓球大会、伝
たのです。そのため、後に矛盾と衝突は不可避のことになった
のです。それは留学生にとっては大きな文化衝突だったのでは
ないかと思われます。
一番印象的だったのはブロック会議についての衝突です。こ
の問題は今でも完全には解決されていません。ブロック会議と
いうのは各階の南北二つのブロックごとに毎週水曜日の夜行わ
れますが、自治委員会の新しい規定とかを伝えたり、自治につ
いての問題を提出したりするのです。しかし、留学生たちはこ
のブロック会議に違和感を隠せませんでした。たとえば、日本
語がぜんぜんわからない留学生は何回か参加したあと、出席を
拒否し始めました。そこに座っていても何も分からないからで

言ゲームなどいろいろなイベントに誘われていっしょに楽しん
だばかりではなく、その中から日本人の真剣さやチームワーク
の精神などを感じるようになりました。そして、コンパを通し
て日本の酒文化についてもさらに深く学ぶことができました。
それをきっかけに留学生たちもたくさんの日本人の友達を作る
ようになりました。彼らもよくドライブとかツアーに留学生た
ちを誘ってくれて違う文化の交流がもっとうまくできるように
なりました。
異文化の理解には一日や二日ではなく長い時間がかかります。
しかし、嚶鳴館という大家族の中で、日本人学生も留学生もみ
んなよりよい寮の雰囲気を支えていくために頑張っています。

す。ところが、日本人の学生たちはこの会議は寮生の会議だか
らといって参加を強くもとめました。また、会議の時間が長す
ぎる、繰り返しが多い、効率が悪いなど、さまざまな不満が留
学生側から提出されました。この問題はいまだに根本的には解
決されていません。

これは何よりも大切なことだと思います。小さな嚶鳴館が世界
平和の縮図ではないかと思われる時もあります。
とにかく日本での貴重な一年間を嚶鳴館で過ごせるように
なってよかったと思います。これからもみんないっしょに頑張
りましょう。
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〈インタビュー〉島田民子さん（学生寮事務補佐員）

Ｑ．このお仕事は何年目ですか。
――３年前に医学部の事務を退職したのですが、まだまだ働け
ますし、こちらで人を探していたので応募しました。ここで仕
事をするようになって、
「若返ったね」と言われます。若い学生
さんたちと毎日接しているからでしょうね。

Ｑ．留学生と日本人学生の交流につ
いてはどうでしょうか。
――最近、春休みになったせいか、
留学生たちが１階のロビーに集まっ
ているのをよく見かけます。
「どこに

Ｑ．勤務時間はどうなっていますか。
――朝８時半から午後５時までとなっていますが、毎朝６時４
０
分頃に来て、ゴミの整理をします。ゴミの管理と荷物や郵便物
の受け取り、寮生の問い合わせへの応答が主な仕事です。午前
中はけっこう忙しいですよ。私が帰る午後５時から１
０時までは

行くの？」と言うと、
「カラオケ」と
いう答え。昼間は安いんですって。
ただ、そうやって出かけて行くのは
留学生だけですね。ちょっと寂しい
感じがします。とくに女子はその傾向が強いですね。男子はス
ポーツを一緒にやっているようです。ロビーで卓球をしている

警備会社の人がいます。１
０時から翌朝私が来るまでは誰もいな
いのですが、何かあれば警備会社の人が駆けつけることになっ

のをよく見かけますし。そう言えば、１
１月の寮祭の演劇は一緒
にやっていました。
なかなか立派なもんですよ。
舞台に幕も作っ

ています。

て、照明も借りてきて、ビデオも撮ってね。１
０月に来たばかり
の留学生には大変だったでしょうけど。

Ｑ．留学生が入寮してきたことをどう思いますか。
――とてもよかったと思います。前の寮にもいろいろ取り決め
があったのですが、なあなあになっていて、ちょっとだらしな

Ｑ．外来者の取り扱いが問題になっていますが。
――外来者は事務室のノートに名前を書くことになっています

いところもありました。今は留学生が見ているのでちゃんとし
なくてはならないと思っているようです。男子は各ブロックに
２人位だからいいのですが、女子は３
５人の日本人に対して留学

が、さっとエレベーターに乗ってしまうと分かりません。この
前、夜に非常ベルの誤作動があって、警備員が駆け付けてみる
と、部屋に連れてきた友だちが間違って非常ベルを押したこと

生が３０人ということで、最初は「英語ができない、どうしよう」
と不安がっていました。最近はだいぶ慣れたようですね。なん
かよく分からなくても、留学生と話していると楽しいですしね。
日本の子たちも英語の勉強をしなくちゃと言います。刺激に

が分かりました。それから寮生たちが気を付けているのでしょ
うか。最近は規則がきちんと守られているようです。レジデン
スや会館に比べると嚶鳴館は規則が多くて、
留学生たちから「こ
こは厳しいです」と言われるんですが、ここは混住寮ですし、

なったようですよ。

外から来る人たちとよりも寮生どうしでもっと交流してほしい
ですね。

Ｑ．日本語のできない留学生とはどうやってコミュニケーショ
ンをとりますか。
Ｑ．４月には新入留学生が１０人位入ってくるんですが。
――誰か日本語の分かる人に助けてもらいます。留学生の方も
――今度は今いる留学生が助けてくれるので心配はありません。
日本語の分かる友だちを連れて来ますし、問題はないですね。 「通訳しますから、いつでも言って下さい」という留学生もいま
留学生も最近は日本語がだいぶ上手になりましたよ。朝ゴミの
すし。留学生の部屋は決まっていますので、前に住んでいた留
整理をしていると、
「おはようございます。行って来ます」と元
学生が退去する時に何かメッセージを残していくというのもい
気な声で挨拶をしますし、帰ってくるときに「お帰り」と言う
いかもしれませんね。それよりも、４月には新入生（日本人）
と「ただいま」と答えてくれます。かわいいですね。この前、 が７０人位入ってきますので、そちらの対応の方が大変だと思い
３人の留学生を裸祭に連れて行ったんですよ。国府宮に住んで
ます。新入生にとっては良い経験になるでしょうね、寮での生
いるので、さじき席のチケットをもらったんです。お宮に行っ
活は。
たら、他の寮生も来ていました。
「寒くない？」と聞いたら、
（インタビュー：松浦、浮葉）
「寒いけど、面白いです」と言っていました。お祭なんて関心が
ないだろうと思ったら、そうでもないようですね。
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協定校紹介
協定校紹介
The Warsaw University of Technology
Warsaw University of Technology, Poland

Marcin Grzelewski
The origins of
Polish universities of technology
go back to the
XVIIIth century.
They were related to either
military technology or mining,
which demanded
complicated
technological processes as a result of the exploitation of deeper
seams. The model school of technology, a university of technology,
was designed by the French, who in 1794 founded the School of
Technology in Paris. In the beginning of the XIXth century universities of technology were opened in Prague (in 1806), Vienna (1815)
and in Karlsruhe (1824).
The Warsaw University of Technology, so named in 1915, continues
the tradition of the Preparatory School for the Institute of Technology set up in Warsaw in 1826 thanks to the efforts of Stanislaw
Staszic. The University's roots also reach down to the Hipolit Wawelberg and Stanislaw Rotwand School of Machine Construction and
Electrical Engineering, created in 1895. The many generations of engineers it turned out and its
significant contributions to
the development of technical
sciences earned the Warsaw
University of Technology an
acclaimed position in the
country as well as international renown.
Warsaw University of Technology is a community of stu-

dents and teachers. Its unity stood well the test of history. Whenever
faced with a challenge ― the need to speak out on matters of public
import, or looming danger ― the community members instantly set
aside their mutual animosities, turned a blind eye to differences in
opinion, promptly rallied around the same ideas and took united action, placing common good at the top of their priorities. In its operations the Warsaw University of Technology attaches special
importance to respect for human and civic rights and to academic
freedoms. Every member of its community is free to express his or
her thoughts, evaluations and convictions while respecting ethical
principles and the law. The academic staff enjoy freedom in undertaking scientific research and publishing the results thereof, and are
guaranteed a
role in drafting
teaching
curricula. Students of the Warsaw University
of Technology
share in decisionmaking with regard to every aspect of their
school, and are
indeed themselves alone responsible for some areas of its operation.
Warsaw University of Technology here the 19th century tradition
encounters the visions of the future information era. There are 17 faculties covering almost all fields of science and technology. All of
them are situated in Warsaw except for one in the city Plock.
Here 30,000 students meet 2,000 professors to learn from them not
only technological creativity but also universal human values. Their
career choices vary from architecture to business and management,
from mathematics and computer science to biotechnology and environmental engineering, from applied chemistry to geodesy and transport; but their life goals are common: to meet the challenge of the
changing world. Due to the huge investment and restructuring efforts
accomplished during the last decade, Warsaw University of Technology is today able to offer not only a rich spectrum of standard ways
to engineering careers, but also - for the most talented youth - individual paths of accelerated development enabling, graduates to reach
the most prominent positions in science, technology and
management.
Many University professors are not only model scientists, but also
model patriots and moral authorities. The University's attachment to

ECIS NEWS 19

9

rules and values, the traditions of liberation manifestations of the students and academic staff constitute the foundation for the participation of the school in public life, whose presence reaches far beyond
the school's academic, potential and scientific achievements. Numerous University professors have been awarded honorary doctorates at
other Universities.
Warsaw University of Technology hosts large scientific congresses
and important cultural events. The historical Main Building is the
symbol of Warsaw University of Technology. It was the venue of
many important historical events: rallies, sessions, meetings and
ceremonies. Here marches and demonstrations were organized. Today, the famous University Audience Hall is a representative place
for Warsaw. Balls are held here in which the Prime Minister, the
Marshalls of Parliament and Senate and many other eminent guests
participate. The social, political, cultural and scientific elite meets
every year at Carnival balls.
The University Center for Physical Education, located in the vicinity, promotes physical training and sports among both students and
the whole academic community of the University. Low-cost accommodation and meals are available for students in the University dormitories located close to the University Central Campus. The student
life is very enjoyable. One will find anything he desires but must be
aware of party-loving polish students nature, especially when staying
in the dormitories. All foreign students are very welcomed and will

be given sufficient care from
their colleagues who usually
know foreign languages (especially English) and will be
more than glad to help all
newcomers. I encourage everyone considering to visit or
study at the Warsaw University of Technology to do so,
promising a lot of fun and
unique one in life time
experience.

〈訳〉ワルシャワ工科大学
ポーランドの工科大学の起源は１
８世紀にさかのぼる。工科大学は、軍事技術、あるいはより深い層の開拓のために複雑な技
術工程を要するようになった鉱業に関連していた。工業学校のモデルとなった大学は、１
７
９４年にパリに工業学校を設立したフラ
ンス人によって、設計された。１９世紀のはじめに、工科大学はプラハ（１
８
０６年）、ウィーン（１
８
１５年）
、そしてカルルスルーエ
（１８
２４年）に開校した。１
９
１
５年にワルシャワ工科大学と名づけられた当校は、１
８
２
６年 Stanislaw Staszic の尽力によってワルシャ
ワによって立てられた、技術研究所のための準備学校の伝統を受け継いでいる。当大学のルーツは、１
８９
５年に作られた
Hipolit Wawelberg and Stanislaw Rotwand School of Machine Construction and Electrical Engineering にもつながっている。ワル
シャワ工科大学は、幾世代にもわたるエンジニアの輩出、また技術科学への多大なる貢献によって、ポーランド国内のみならず
国際的にも高い評価と名声も得ることとなった。
ワルシャワ工科大学は、学生と教員の共同体であり、その結束の固さは歴史の中でも際立っていた。難関に直面したとき、ま
たは公共の重要な問題や迫り来る危機について意見を言わなければならないとき、この共同体メンバーは敵対意識を脇へ置き、
主張の違いには目を瞑り、速やかに共通の思想のもと集結して、統一された行動をとり、公共の利益を第一に置いた。ワルシャ
ワ工科大学は、人権や公民権、そして学問的自由を尊重することに特に重きを置いている。全ての共同体の人々は、倫理的規
則や法を尊重している限り、それぞれの考えや評価、信念を自由に表現することが出来る。教官は、科学研究を行い、その結
果を出版する自由を享受しており、また教育カリキュラムを作成する役割を保証されている。ワルシャワ大学の学生は大学の全
ての面で、決断を下す権利を共有しており、いくつかの分野においては、彼らのみで責任を持って行動している。
１９世紀からの伝統あるワルシャワ工科大学は今将来の情報化時代のビジョンに直面している。１
７の学部は科学技術のほぼ全
ての分野をカバーしている。Plockという街にある１学部以外は、みなワルシャワに位置している。３
０
００
０の学生が、２
００
０の教授
から、技術的な創造性のみならず、普遍的な人間の価値についても学んでいる。学生の職業選択は、建築から経営、数学や
コンピューターサイエンスからバイオテクノロジーや環境工学、応用化学から測地学や運輸などと幅広い。しかし、彼らの人生
のゴールは一つである。変化する世界に挑戦していくこと。先の１
０年間での巨額の投資と、再建への努力の成功により、ワル
シャワ工科大学は今、多種多様なエンジニアの職業への標準的コースと同時に、特に優秀な若い才能に対しては、科学、技
術、経営分野で、卒業後に卓越したポジションにつける加速度的発展の個別コースが用意されている。
多くの大学教授は、科学者のモデルとしてだけでなく、愛国者、また倫理的権威のモデルでもある。大学の、規則や価値へ
の帰依、学生や教員の解放表明の伝統は、大学の公共生活への参加の基礎を成しており、その存在は大学の学問的そして科
学的達成をはるかに超えている。多くの教授たちが他大学での名誉博士号を授与されている。
ワルシャワ工科大学は多くの科学分野の会議を主催し、また重要な文化的イベントも行っている。歴史的なメインビルディング
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は、ワルシャワ工科大学の象徴である。それは多くの重要な歴史的出来事、例えば集会、会議、儀式などの発生地であった。
ここで、マーチやデモが結成された。今日、有名な大学のホールは、ワルシャワを代表する場所である。ここで、首相や議員、
多くの著名なゲストが参加する舞踏会が開催される。社会的、政治的、文化的、そして科学的エリートが毎年１回この舞踏会
で一同に介する。
ワルシャワ近郊に位置する、体育のための大学センターは、学生や、大学全体の身体トレーニングやスポーツに貢献している。
大学の中央キャンパス近くに位置する大学寮では、良心的な価格で部屋と、食事が得られる。学生生活はとても楽しい。望む
ものは何でも見つけられるだろう。しかし、しかし、パーティーを愛するポーランド人学生の気質には注意しなければいけない。
特に寮に滞在しているときは。留学生はとても歓迎され、外国語にも通じている仲間たちから（特に英語）十分な援助を受けら
れるだろう。そして、留学生もやがて次にくる新しい学生たちを喜んで手伝うようになるだろう。ワルシャワ工科大学で勉強する
ことを考えている全ての人に、ぜひ来ることをお薦めする。多くの楽しみと人生の中で貴重な体験を得られることだろう。

St. Olaf College: Life on the Hill
St. Olaf College, U.S.A.

Erin Mickens
St. Olaf is a small, four-year liberal arts college of the Evangelical
Lutheran Church, located on the top of a hill in Northfield, MN,
USA. Northfield is a small town, yet conveniently located just 45
minutes by car from Minnesota's capitol, St. Paul. As Northfield is
also home to Carlton College, it is a lively town, and there is never
a shortage of things to do.
Minnesota experiences four seasons, however if you go there, you
will discover that certain ones are definitely longer than others. Summer is hot and humid at times, but the weather soon becomes cool
and the leaves begin to change color sometimes as early as the end of
September.
Autumn on the hill is beautiful, but often so quick that you might
miss it if you close your eyes for too long. Students enjoy playing in
the falling leaves from the many trees on campus. It snows sometimes as early as October until occasionally as late as May, always
guaranteeing a white Christmas. Be sure not to miss the Christmas
Festival at the beginning of December, a long standing tradition of
St. Olaf's world famous music department. Those in choir or orchestra will have been practicing hard for this four day long festival. All
students are invited.
In January, students do not take a regular class schedule, but attend
one class intensively. Many students choose to take part in an off
campus study program for January. But for those still on campus, the
college offers a wide variety of interesting, creative courses to
choose from. Just make sure that you bring warm clothing, January

end of the year draws near, and everyone's schedules become tighter.
A typical class schedule at St. Olaf consists of four classes, each
meeting three hours a week, and sometimes an occasional lab in
addition. The class work is pretty heavy, however for those with extra time, there is a large variety of clubs, student groups, sports, and
other activities to keep busy. They are a lot of fun, and should not be
missed. For the musically inclined, there are many different choirs
and instrumental ensembles to join, as St. Olaf is famous for music.
Private music lessons are also offered through the college.
Between student activities, a part-time job, school work, and time
with friends, I usually keep very busy, but there are always interesting social events taking place, such as dance parties, music concerts,
and guest speakers. Be sure not to miss the President's Ball in the
spring, where students and faculty dress in their best and come to the
auditorium for a formal ball with live music, and real ballroom
dancing. St. Olaf even offers a ballroom dancing class as a physical
education option, a popular choice on campus. In any case, it is near
impossible to get bored.
I like St. Olaf for so many reason, but one of them is that because
of its small student population, it really feels like a tight community.
I think that it is unique in that way, from larger colleges. If you someday you get the chance, please come to St. Olaf to discover your own
favorite aspects of life on the hill.

and February are the coldest months of the year, with wind chills of
as low as -70 degrees! It is not for the timid. But don't worry, the
dorms are heated!
When spring time finally comes, everyone is excited to get outside
and enjoy it. You will often find students sitting out on blankets
studying in the sunshine. There is always a Frisbee game taking
place somewhere, and barbeques become a regular. It is fun to get
ice-cream cones from The Cage, a small cafe on campus, and eat
them while talking to friends outside Buntrock Commons, the new
student center in the middle of campus. With the nice weather, it is
very difficult to concentrate on studying, however it is a must, as the
ECIS NEWS 19
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〈訳〉セントオラフ大学：丘の上の暮らし
セントオラフ大学は、福音ルター派教会の４年制リベラルアーツ大学で、アメリカミネソタ州ノースフィールドにあ
る丘の上にあります。ノースフィールドは、小さな町ですが、ミネソタ州都のセントポールから車で４５分という、便利
な場所に位置しています。ノースフィールドはカールトン大学のホームタウンでもあるため、とても活気があり、する
ことがなくなってしまうことなど、決してありません。
ミネソタには四季がありますが、もしあなたがミネソタを訪れたら、その中の一つが他と比べてずいぶん長いことに
気がつくでしょう。夏は時に、蒸し暑いですが、すぐに涼しくなり始め、木の葉は早いときには９月の終わりごろから
その色を変えだします。この丘に訪れる秋は非常に美しいですが、とても短いため、少し長く目を閉じていると見逃し
てしまうかもしれません。学生はキャンパスにある多くの木々から落ちる葉の中で遊ぶことを楽しみます。雪は、早い
ときには１０月から降り始め、遅ければ５月まで続くことがあります。ホワイトクリスマスを迎えられることは保証付き
です。１２月の初めにあるクリスマスフェスティバルは決して見逃さないでください。セントオラフ大学の世界的に有名
な音楽学科の長年にわたる伝統行事で、合唱団やオーケストラはこの４日間のフェスティバルのために、厳しい練習を
続けます。全ての学生が、招待されています。
１月には、学生は通常の授業ではなく、集中的に１つの授業だけに参加します。多くの学生は１月に大学外のスタ
ディープログラムに参加します。しかし、キャンパスにいる学生のためにも、大学は様々な面白く、また独創的なコー
スを用意しています。暖かい洋服を持ってくるのを忘れないでください。１月、２月は一年の中で一番寒く、体感温度
は華氏マイナス７
０度にもなります！心臓の弱い人向けではないですね。でも、心配しないでください。寮はしっかり暖
房が入っていますから！
春がようやくやってくると、皆は喜んで外へ飛び出し、この季節を楽しみます。学生がブランケットの上で、太陽を
浴びながら勉強する姿をしばしば見かけることでしょう。いつもどこかで、フリスビーゲームが行われ、バーベキュー
が定番になります。大学内の小さなコーヒーショップ、The Cage でアイスクリームを買い、キャンパスの真ん中にある
新しい学生会館の Buntrock Commons の外で、友達とおしゃべりしながら、食べるのはとても楽しいことです。この素
晴らしい気候の下で、学業に専念するのは非常に難しいことですが、学期末が近づくため、そうしなければならず、み
んなのスケジュールもより忙しくなります。
セントオラフ大学の典型的な授業スケジュールは、４クラスぐらいです。一つが一週間に３時間あり、時に実験もあ
ります。授業はとても大変ですが、時間に余裕のある人たちのためには、色々な、クラブ、学生グループ、スポーツ、
その他のアクティビティーなど幅広い活動が用意されています。これらはとても楽しいものであり、決して見逃せませ
ん。セントオラフは音楽が有名であり、音楽好きのためには、多くの合唱団や、合奏団があり、参加することができま
す。プライベートの音楽レッスンも大学によって開かれています。
学生活動はじめ、アルバイト、学業活動、そして友人と過ごす時間などで、私は普段からとても忙しいですが、大学
ではいつも魅力的なイベントが開催されています。例えば、ダンスパーティーや、音楽のコンサート、またゲストの講
演など。そして春の学長主催舞踏会にも参加するべきです。学生も、教員も最上の格好をし、生演奏と社交ダンスによ
る、正式な舞踏会のためにオーディトリアムに集まります。大学は、体育の授業で、社交ダンスのクラスも開講してお
り、非常に人気があります。いずれにしろ、この大学で退屈することは不可能です！
私がセントオラフ大学を好きな訳はたくさんありますが、その一つには、学生数の少なさにより、親密なコミュニ
ティーを感じられることにあります。これは他の大きな大学と比べて、特徴あることだと思います。もし、あなたがい
つの日かチャンスをつかんだら、ぜひセントオラフ大学に来て、この丘の上で、あなたなりの素敵なセントオラフ大学
の一面を発見してください。
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第２回オープンフォーラム「多文化共生社会を生きる」を終えて
留学生センター教育交流部門

田中 京子

留学生センター第２回のオープンフォーラムは「多文化共生
社会を生きる」というテーマで、在学生の海外留学相談や留学
生の相談に応じ、留学生と地域との交流促進等の活動を行って
いる教育交流部門が主催し、その経験を地域メンバーと共有し
知識や理解をより深める目的で行った。
第１回オープンフォーラムの出席者に電子メールで知らせる
ことを中心に、留学生センター教官の協力を得て、興味・関心
のありそうな人達を対象に広報を行ったところ２
０名の登録が
あった。日本語教育や国際交流に関わる地域ボランティアを中
心に２
０名の登録者があり、欠席が１名あったため、当日は地域
から１
９名と留学生センタースタッフ４名が参加した。
フォーラムの最初は留学生センター教育交流部門の三宅政子
教授による講演「文化の異なる隣人たち」で、外国籍の隣人と
共に生活することの歴史的・世界的な状況や日本での状況につ
いて考えた。続いて、同部門の松浦まち子助教授が進行役とな
り、文化の異なる人たちと接する中で起こりがちないくつかの
事例をとりあげ、それらについてグループごとに考察する活動
を行なった。昼食時間をはさんで、同部門田中京子が進行役で

囲気が作りやすく、得るものも大きかったと思われる。参加者
へのアンケートでは、１６名から回答が得られ、それによると、
わかり易さにおいてはすべての回答が５段階評価の５であり、
その他、興味が持てた、内容の意義深さ、実践へのヒント、時
間配分、資料ハンドアウト、のすべての項目において、平均

トランプを用いた異文化接触の疑似体験学習を行ない、その経
験を通して感じたことを全員で話し合った。
参加者すべてが、日頃外国籍の隣人と積極的に関わり合いな

４．６〜４．９の回答を得ることができた。記述欄では１
６名全員か
ら感想が寄せられた。
「視点をかえて、角度の異なる考え方、見
方を日頃気にかけているつもりであるが、知らず知らずの間に、

がら共に生活している人であったため、共感し学ぼうという雰

固定観念から離れずにいる自分を再認識する機会を頂いた。
」と
いうような内容に関する感想、
「体験を通じて、他グループの方
達と交流できたことも良かった。自分たちの細々とした活動を、
少し別の視点から眺めることができたような気がする」という
ネットワークに関する感想、
「今回は日本語関係の参加者が多い
ようだったので、多方面の（行政、福祉、学生他・・・）方と
の交流の機会も設けていただけるとありがたい。
」という参加者
に関する意見、
「オープンフォーラムは、３回／年開催して頂け
ると非常に助かる。
」という意見などがあった。
留学生センターのスタッフにとっても、参加者の活力に励ま
され、学ぶことが多く、有意義な会であったと思う。
「名大の中とは思えないほど、
楽しくすばらしいフォーラムで
した」という記述も見られ、名古屋大学についてのこのような
固定観念を払拭していくためにも、オープンフォーラムの意義
は大きいのではないかと感じた。
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退任スタッフから

２１年５カ月＋２年１カ月の日々

教授

藤原

雅憲

２００
３年３月末日をもって、２
１年５カ月専任教官として、２年１カ月非常勤講師としてお世話になった名古屋大学を去ります。こ
の間、多くの方々のご支援に支えられて大過なく過ごすことができました。この紙面をお借りして、皆様方に心からお礼を申し上
げます。公私ともに引っ越し作業に追われる中、過去を振り返るゆとりが持てません。私の見聞したいくつかの事柄をもとに筆を
進めたいと思います。
愛知県立大学学長の森正夫先生をはじめ３人の先生方が平成１
４年度に、センターの外部評価を行ってくださいました。日本語教
育についは、「 インテンシヴコース は、長年学内から安定した高評価を得ている上、CMJ の改訂・カリキュラムの複線化（日本
語研修コース）など不断の改善努力がなされ、着実な成果が上がっている。
」とコメントしてくださいました。そのような外部評価
を受けた組織に自分が所属していたことを嬉しく思います。
１９８
２年４月期を前にして、市販の教科書を用いず自前の教科書を作りながら教えていくことを決定しました。このような無謀と
もいえる試みを可能にしたのは、ワードプロセッサー（東芝１号機）の誕生でした。編集が自由に行えるという強い味方を得て、
毎日深夜まで初級教科書 CMJ の作成を続けました。７月中旬暑い太陽が照りつける中、
２４課を完成させました。微々たるプロジェ
クト X だったかもしれません。
学生が教師を動かすのでしょう。その後、中級の教科書の作成に向かいました。読本中心の市販教科書に満足できなかった私た
ちは、高度な口頭表現力・聴解力を養成するための教科書を開発することになりました。今までになかったものを教材化する作業
に多くの時間を費やしました。作成にあたった全てのスタッフが、自らを燃焼させて生み出す苦しみと喜びを体験したのではない
かと思っています。
それから、上級の教材開発を志しました。が、この試みは、生教材が時間とともに色褪せてくるという理由で断念せざるをえま
せんでした。それに代わって、指導内容・方法に関する基本的な考え方は示せるのではないかと考え、
『上級日本語教育の方法』と
いう、センターのスタッフによる論集を刊行しました。
CMJ 初版が作成されて１５年が経過した頃、改訂の必要を感じ始めました。ここでもまた、非常勤講師であるスタッフの惜しみな
い協力を得て、作業を進めました。２
０
０
２年４月に改訂版が出ました。
私の２１年５カ月の日々は、教科書開発の連続だったようです。今は、センターでの自分の役割が終ったことを実感しております。
私の師であり、名大における日本語教育の創始者の一人である大坪一夫先生（麗澤大学教授）が２
０
０２年３月にセンターを訪問さ
れました。帰られた後、次のようなメールをくださいました。
「センターが大躍進を続けていることに感銘を受けた一日でした。
」
センターのますますのご発展を切に祈願いたしております。

退職にあたって出会いと別れ

留学生課長

刈屋

悌二

私と留学生関係の仕事の係わりは、文部省（現文部科学省）留学生課で庶務関係の仕事を８年間勉強させていただいたことに始
まります。庶務関係では、課の庶務業務は勿論のこと日本国際教育協会及び国際学友会の補助金業務が中心でその他の事業は
浅く広くでありました。
文部省時代で印象に残ることは、留学生受け入れ１
０万人計画を策定した時期を体験できたことです。首相官邸での会議の準備や
大蔵省担当官との折衝など思っても見なかったことが体験できました。厳しいこともありましたが、留学生行政に大変理解してい
ただいたことが多かったと感じました。
その後他の部署に異動し、
５年後広島大学、
九州大学、
名古屋大学と約１
０年留学生課長として留学生業務の現場を体験しました。古
くから課題とされている奨学金問題と宿舎問題は永遠の課題でしょうか？ 文部省での机上の仕事と違い留学生業務の幅広さ、相
談事の複雑さ、大変さを痛感しました。
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平成１２年４月に赴任し３年間お世話になりました名古屋大学での印象をお話したいと思います。一番に感じたことは、留学生セ
ンターの教官の方々のまとまりが良いこと、また、留学生専門教育教官の先生方が文部省の趣旨通り活躍されていることです。そ
れに非公式ではありましたが、留学生センターが中心になりフロントラインというネットワークが構築されて一部局の問題が全学
で解決できることのすばらしさです。留学生センターが留学生事業の中心となっていることの証と思います。このことは、歴代留
学生センター長の強いリーダーシップの成果の一言に尽きます。赴任当時の塚越先生、現在の末松先生大変お世話になりました。
塚越先生には留学生センター棟の新営及び文系共用部分の使用について、末松先生には分散している先生方の留学生センター棟へ
の統合についてご苦労されました。留学生センターの先生方の希望に添った結果になれたことを嬉しく思います。
教育内容の充実した日本語・日本文化教育部門、これからの発展が期待される日本語教育メディア・システム開発部門、相談体
制が充実している留学生教育交流部門、プログラムの充実を図りさらなる学生交流の拡大が期待される短期留学部門、どの部門を
見ても先生方の熱心さが伝わります。このような先生方と出会い一緒に仕事が出来たことを自慢に思います。その中で、自分に何
が出来たのか振り返ると先生方に助けられたことばかりのようで反省の一言です。留学生課の事務スタッフにも恵まれ大過なく任
務を終えることが出来ますが各学部で留学生業務に携わっている事務職員の研修や連絡会等を年１回くらい企画し、事務職員の資
質の向上のための企画が出来なかったことをはじめ幾つかの課題を解決できなかったことが心残りです。
私は４月からは新しい出会いを求めて頑張ります！。留学生センターも新しい出会いの中で頑張って下さい。学外から名古屋大
学留学生センターの発展をお祈りします。３年間大変お世話になりました。

退職にあたって

留学生課

浅井富士子

私の留学生業務との関わりは、はじめは経済学部で３
０年位前のことです。２人、３人と留学生の方が入学するようになって、そ
の後少しずつ増えはしましたがそれでも１
０名たらずの世界でした。その頃は今と比較すればとても丁寧な対応ができました。職員
の私たちにも余裕があって、
ホームビジットは日常的でした。教務学生掛のメンバーと一緒に旅行やハイキングに出かけたり、
ホー
ムパーティもよく開いて一緒に語って歌って楽しんでいたころが蘇ります。
その後本部学生課（現在の学務課）に初めて留学生掛ができたとき掛員となり、法学部でも留学生関係を担当し、そして今留学
生課の職場で５年間、最後の仕事を留学生との関わりを持って終えられることに幸福感を覚えます。留学生課に異動してきたとき
は、組織も拡大していましたがそれ以上に留学生数が増加していて、仕事を細かく分担せざるをえなかったり、何しろ余裕がなく
書類上の仕事をこなすのが精一杯で、１人１人の留学生の方と余裕をもって接することなどとてもできなかったけれど、留学生課
にあって雑務で下支えしながら、ここ２
０年間ほどの留学生支援の在り方の大きな変化を振り返っています。かつての私費留学生の
方はほとんど奨学金なんて受けられなかった。今ではまだまだ足りないとは言え半数近くの留学生の方が何らかの奨学金が得られ
るようになってきたし、特別選抜の入学試験、短期留学プログラムを始め英語によるコースの開講、学内外のグループによる幅広
い支援活動、etc． どれをとっても隔世の感があります。一方、問題や新たに解決せねばならない課題も留学生増に比例して山積
状態です。それらの課題の解決に向けては、留学生受入れに関する基本方針の参考資料などに盛られていますが、事務担当者の立
場からは、外国語もでき留学生業務の専門性を磨いた留学生課の職員が、協定校の国際交流・留学生担当部門の担当者と対等に連
絡し合って、留学生交流が進められるスタッフの強化と留学生増及び支援事業の増加に見合う人員配置がされることを切望してい
ます。留学生を取り巻く環境がより一層充実していくことを願ってやみません。
名古屋大学で過ごした期間中に、大勢の外国人留学生の方々と接し、いろいろな世界のさまざまなこと、例えば、教育・生活・
風土・食べ物・習慣からものの考え方まで、この職場ならではの沢山のことがらに触れられたことは、わたしの大きな財産となり
ました。
退職とともにすべての時間が自由になりますので、私にでもできる支援活動がありましたら、いつでも声をかけてください。積
極的に参加していきたいと思っています。
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全学向け日本語講座年間スケジュール
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前期全学向け日本語講座の案内

平成１５年度前期全学向日本語講座実施要項
１．
目的
本学に在学する外国人留学生・客員研究員・外国人教師などを
対象とし，日常生活はもとより大学での研究活動に必要とされる日本
語の運用能力を伸ばす。
２．
開講期間
平成１
５年４月１７日〜７月１
７日 １
２週間
３．
開講レベル・クラス数・授業時間数・主教材
 初級Ⅰ（UW１０１）
・目標：日本語がほとんどわからない学生を対象に、
日本語文法
の初歩的な知識を与えるとともに日常生活に必要な話しことば
の運用能力を育てることを目標とする。
・クラス数・時間数：１クラス、
週４コマ
（８時間）
・主教材：A Course in Modern Japanese, [Revised edition] Vol. 1
 初級Ⅱ（UW102）
・目標：A Course in Modern Japanese, Vol.1 の内容に相当する日
本語の知識と運用能力を持つ学生を対象に、さらに日本語文
法の知識を与えるとともに日常生活に必要な話しことばの運用
能力を育てることを目標とする。
・クラス数・時間数：１クラス、週４コマ
（８時間）
・主教材：A Course in Modern Japanese, [Revised edition] Vol.2
 初中級（UW200）
・目標：初級Ⅰ、Ⅱで学んだ文法事項のうち重点項目を選んで復
習し、それが実際に使えるように運用練習を行う。
中級レベルで
必要となる漢字力、読解力を含め、日本語運用能力の基礎を固
めることを目標とする。
・クラス数・時間数：１クラス、週４コマ
（８時間）
・教材：留学生センター作成の教材を用いる。
 中級Ⅰ（UW201）
・目標：初中級（UW２
０
０）
レベルに相当する日本語の知識と運用
能力をもつ学生を対象に、日本語の文法を復習しつつ、４技能
全般の運用能力を高めることを目標とする。
・クラス数・時間数：aと b の２クラス、各クラス週４コマ
（８時間）
・主教材：『現代日本語コース中級Ⅰ』
『現代日本語コース中級Ⅰ・聴解ワークシート
（予習・
授業シート編）
』
 中級Ⅱ
（UW202）
・目標：『現代日本語コース中級Ⅰ』
の内容に相当する日本語の
知識をもつ学生を対象に、日本語の文法を復習しつつ、４技能
全般の運用能力を高めることを目標とする。
・クラス数・時間数：aと b の２クラス、各クラス週４コマ
（８時間）
・主教材：『現代日本語コース中級Ⅱ』
『現代日本語コース中級Ⅱ・聴解ワークシート
（予習・
授業シート編）
』
 上級Ⅰ
（UW301）
・目標：中級Ⅱ修了または同等のレベルの学生を対象に、
大学で
の勉学に必要な口頭表現、文章表現の能力を養うことを目標と
する。
・クラス数・時間数：４科目（４クラス）
、
各科目週１コマ
（２時間）
 上級Ⅱ
（UW302）
：
・目標：上級Ⅰ修了または日本語能力試験１級程度の日本語能
力を有する学生を対象に、大学での勉学に必要な口頭表現、
文章表現の高度な能力を養うことを目標とする。
・クラス数・時間数：：４科目
（ ４クラス）
、
各科目週１コマ
（２時
間）
○上級Ⅰ、
Ⅱの授業では以下の４科目を開講する。
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・上級 R（上級読解）
：新聞や雑誌などから抜粋した生の文章を迅
速、
的確に読みとる技術を学ぶ。
・上級 W
（上級文章表現）
：小論文を書くために必要な技術を学ぶ。
・上級 S（上級口頭表現）
：ゼミなどで発表したり討論に参加するた
めの技術を学ぶ。
・上級 L
（上級聴解）
：ニュース解説や講義などを聞き取る技術を学
ぶ
どの科目も４技能を関連づけた学習活動を行うが、授業の重点の
おき方は異なる。
○受講生は都合に合わせてどの科目を履修してもかまわない。４科
目すべてを履修してもよい。
○上級Ⅰ、Ⅱでは定員１
５名を越える申し込みがあった場合は、再履
修者の受講を制限することがある。
＊レベル分けテストの結果と受講申込者の数によってクラス編成を
変更することがある。
４．
クラス定員：１５名を原則とする。
５．授業時間割と教室
留学生センター事務室前に掲示した時間割および 留学生セン
ターホームページを参照。
使用教室については追って掲示する。
６．担当教官

留学生センター専任教官及び非常勤講師

７．受講申込期間及び場所
受付期間：平成１５年４月７日〜４月１
１日
受付方法：インターネットでの登録先→
http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/zengaku.html
問合せ先：留学生センター事務室
１または uwjp-reg@ecis.nagoya-u.ac.jp
（内線２
１
９８、
５
９５
電話での登録はできない。
）
８．
レベル分けテスト
○次に該当する者は必ずレベル分けテストを受けること。
 はじめて全学向日本語講座
（初級 II 以上）
を受講する者。
 修了の認定を受けなかった者で、ひとつ上のクラスを受講し
たい者。
○次に該当する者はレベル分けテストを受ける必要はない。
 初級 I を受講しようとする者。
 平成１
４年度（２
００
２年４月〜２
００
３年１月）に全学向け日本語
講座を受講し、修了と認められた者はひとつ上のレベルを受講
できる。
 後期と同じクラスをもう一度受講したい者。
実施日時：平成１５年４月１
１日 １
７
：００〜１
８
：０
０
実施場所：受講申込み期間に掲示する。
発
表：平成１５年４月１
５日 １
３
：００
留学生センター掲示板に掲示。
９．
注意事項
＊申込期間中に受講申込手続きをしなかった者は、
受講を認めない。
＊最初の授業の際、名古屋大学の学生証、在学証明書、在職証明
書など、身分を証明できるものを必ず持参すること。持参しなかっ
た者は受付けない。
＊教科書は南部生協書籍部で事前に購入すること。

UNIVERSITY-WIDE JAPANESE LANGUAGE PROGRAM
SPRING SEMESTER 2003
1. OBJECTIVE:
This intensive program is intended for international students,
researchers and foreign teachers at Nagoya University, who wish to
improve their Japanese for everyday life in Japan and for carrying
out research.
2. PERIOD:
Thursday, April 17th, 2003 〜 Thursday, January 29th, 2003（12
weeks）
3. COURSES, TEACHING MATERIALS & CLASS HOURS:
1) Elementary Japanese (UW101)
This course is designed for students who have little or no
knowledge of Japanese. As well as teaching the fundamentals of
elementary grammar and 150 kanji, it aims to develop oral skills
necessary for everyday life.
・Textbook: A COURSE IN MODERN JAPANESE, ［Revised
edition］VOL.１
・Class hours: 4 lessens(8hours) per week
2) Elementary Japanese (UW102)
This course is designed for students who have completed
Elementary Japanese I, or the equivalent. As well as teaching the
fundamentals of elementary grammar and 150 basic kanji, it aims to
develop oral skills necessary for everyday life.
・Textbook: A COURSE IN MODERN JAPANESE,［Revised
edition］VOL.2
・Class hours: 4 lessens(8hours) per week
3) Pre-intermediate Japanese (UW200)
This course is designed for students who have completed
Elementary Japanese II, or the equivalent. It aims to consolidate
knowledge of basic grammar so that it can be used in speaking and
writing. It also aims to develop reading ability and knowledge of
kanji.
・Textbook: No textbooks. Teaching materials developed by the
center will be provided in class.
・Class hours: 4 lessens(8hours) per week.
4) Intermediate Japanese (UW201) (Two classes a and b)
This course is designed for students who have completed
Elementary Japanese II, or the equivalent. Emphasis is placed on
reviewing grammar patterns and improving the students' working
knowledge of Japanese. Classes cover conversation, reading
comprehension and listening comprehension.
・Textbooks:『現代日本語コース中級』
『現代日本語コース中級 聴解ワークシート（予
習・授業シート編）
』
・Class hours: 4 lessens(8hours) per week.
5) Intermediate Japanese (UW202) (Two classes a and b)
This course is designed for students who have completed
Intermediate Japanese I, or the equivalent. Emphasis is placed on
reviewing grammar patterns and improving the students' working
knowledge of Japanese. Classes cover conversation, reading
comprehension and listening comprehension.
・Textbooks:『現代日本語コース中級』
『現代日本語コース中級 聴解ワークシート（予
習・授業シート編）
』
・Class hours: 4 lessens(8hours) per week
6) Advanced Japanese (UW301)
This course is designed for students who have completed
Intermediate Japanese II, or the equivalent. It aims to develop a
working knowledge of Japanese necessary for study and research at
university level.
7) Advanced Japanese (UW302）
This course is designed for students who have completed Advanced
Japanese, or who have passed Grade 1 of the Japanese language
proficiency test. It aims to develop an advanced working knowledge
of Japanese necessary for study and research at university level.
・Four subjects are offered for Advanced Japanese I and II:
・Advanced Reading

・Advanced Writing
・Advanced Speaking
・Advanced Listening
Although each subject has its own focus as specified above, all four
language skills are integrated into the advanced classes.
・Textbook: No textbooks. First-hand materials such as
newspaper/magazine articles and video tapes are used. Teaching
materials will be announced in class.
・Class hours: Each class has one lesson(two hours) per week
○ Students in the advanced levels are permitted to attend any
number of classes they are assigned to.
○ Students who have passed and yet wish to repeat the same
advanced level may not be accepted if the class exceeds 15 students.
*The above courses may be reorganized depending on the number of
students and results of the placement test.
4. MAXIMUM NUMBER OF STUDENTS: 15 per class
5. TIMETABLE & CLASSROOMS:
The timetable and classrooms will be announced on the notice
board of Ryugakusei Center.
6. TEACHING STAFF:
Full and part-time teaching staff of the Education Center for
International Students.
7. REGISTRATION:
Period: Monday, April 7th 〜 Friday, April 11th, 2003
How to: On the website. →
http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/zengaku.html
Inquiries: Education Center for International Students' office
Ext. No. 2198 or 5951(no registration via the phone)
E-mail: uwjp-reg@ecis.nagoya-u.ac.jp
8. PLACEMENT TEST:
1) Students who wish to take Elementary Japanese I are not required
to sit for the placement test.
2) Students who successfully completed a university-wide Japanese
language program class in the previous semesters are not required to
sit for the placement test. They may automatically proceed to the
next level.
3) Students who wish to repeat a course need not take the test.
4) Students new to the University-wide Japanese program(except
beginners), or those who did not pass the class in the previous
semester and wish to proceed to the next level, are required to sit for
the placement test.
DATE: Friday, April 11th, 2003
TIME: 17:00 〜 18:00
PLACE: To be announced.
RESULTS: Placements will be announced on the Center notice
board at 13:00 on Tuesday, April 15th, 2003
9. NOTES:
1) In principle, those applicants who fail to register during the
relevant registration period, or who do not take the placement test,
will not be admitted to the program.
2) All applicants are required to show some form of identification
document (ex. student ID card) to their teachers at the first lessons.
3) Students are required to check the class list and purchase
textbooks from the Nanbu Co-op before classes commence.
UNIVERSITY-WIDE JAPANESE LANGUAGE PROGRAM
Spring Semester 2003
REGISTRATION Period: Monday, April 7th 〜 Friday, April 11th,
2003
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〈春の行事予定〉
４月９日
４月１０日
４月１１日
４月１１日
４月１２日
４月１７日
４月１８日
４月２６日

１３：３
０〜１５：３
０
１７：００〜１
９：０
０
１０：０
０〜１
２：００
１７：３
０〜１
９：３０

全学の新入留学生オリエンテーション
（シンポジオン）
留学生会館入居オリエンテーション（留学生会館２階ラウンジ）
家族のための日本語コース開講式 （インターナショナルレジデンス会議室）
インターナショナルレジデンス入居オリエンテーション

１８：０
０〜２
１：００
１６：３
０〜１
８：３０
１５：３
０〜１
６：３０
１０：０
０〜１
２：３０

（インターナショナルレジデンスロビー）
（インターナショナルレジデンスロビー）
（留学生会館２階ラウンジ）
（留学生センターロビー）
（インターナショナルレジデンス）

NUFSA 新入留学生歓迎会
アフタヌーンティー
アフタヌーンティー
NUFSA 春のバザー

留学生センター地図・連絡先

To Motoyama

International Residence
To Yagoto

Toyota Auditorium
ECIS/ISED
South Gate

名古屋大学留学生センターニュース No.1９
2003 年３月発行
発行 名古屋大学留学生センター
〒 464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL: 052-789-2198
FAX:052-789-5100
http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp

20

