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名古屋大学における日本語教育の将来展望
尾 﨑 明 人

名古屋大学における日本語教育
は、これまで留学生センター日本

育プログラムを編成してきたわけです。
ところが、留学生の大幅な増加によって一部のコース、とり

語・日本文化教育部門が一手に引
き受けてきました。センターが創
設された1993年の在籍留学生数は
603名でしたが、現在では約1200
名とほぼ倍増しています。この間、短期交換留学生のための日

わけ全学の学部・研究科に在籍する留学生を対象とする全学向
日本語講座ではクラスの規模が大きくなり、日本語教育全体を
見たときに不均衡が生じてきました。また、同じ国費研究留学
生でも細かな点でニーズが異なることも否定できません。そこ
で、人的リソースと運営経費の観点も含めて、既存の６コース

本語コース、日韓理工系学部留学生のための予備教育コースを
新たに開設したほか、全学留学生の日本語教育ニーズに対応す
べくさまざまな取り組みを進めてきました。
本年４月に国立大学法人に移行したことを踏まえ、留学生セ
ンターではその中期目標・計画の中で日本語教育の将来構想を

全体を見直す大がかりな作業に着手しました。例えば、全学向
日本語講座上級、日本語日本文化研修コース、学部日本語コー
ス、日韓理工系予備教育はいずれも中上級のレベルの教育内容
を含んでいるので、これらのコースの内容と学生のニーズを再
吟味し、上級レベルとして統合できる部分は統合する方向で検

具体化しようとしています。今日は、以下に挙げる６つの項目
を中心に日本語教育の将来展望についてお知らせし、全学的な
支援をお願いしたいと思います。
１）日本語教育プログラムの継続的な改善、拡充
２）ネットワーク技術を駆使した教育システムと教材の開発
３）世界に開かれた日本語教育プログラムの運営
４）国内・国外の日本語教育機関との連携
５）日本語教育からの社会貢献
６）日本語教員の養成

討しています。同様に、初級、中級のレベルでもこれまでのコー
スの部分的な統合を考えています。
こうした改編計画を煮詰める段階で全学の先生方の日本語教
育に対するご意見も伺いたいと考え、今年の４月に約2000名の
先生方に日本語教育に関するアンケート調査をお送りし、391
名の先生方から回答をお寄せいただきました。先生方には誌上
をかりてお礼申し上げます。
この調査結果を踏まえて、現在、計画案の最後的な詰めを行っ
ており、来年2005年４月から実施する予定です。今後とも全学
的な視野から日本語教育に対するニーズを把握するとともに、
当面は全学向日本語講座と短期日本語教育の充実に一層力を入

１．日本語教育プログラムの継続的な改善、拡充
留学生センターでは、現在６種類の日本語コースを運営して
います。これらのコースは基本的に留学生の受け入れ身分を考
慮して作られています。例えば、もっとも歴史のある「日本語
研修コース」の場合は、文部科学省が配置してくる国費研究留
学生と教員研修生を主な対象としており、一部学内の私費留学
生および JICA 委託留学生などを受け入れています。これらの
留学生の大半は日本語の知識がなく、しかも半年後には研究室
で専門分野の指導を受けるという前提で来日しているので、そ
の条件に合ったシラバスとカリキュラムを考え、徹底した少人
数教育を行うことで教育効果をあげてきました。受け入れ身分
によって日本語教育のニーズが異なるという観点から日本語教

れることにしています。
日本語教育は国際交流の推進と密接に関わっています。国際
交流の進展に伴い、今後とも日本語教育の新たなニーズが生ま
れるでしょう。これまでにも短期交換留学生、日韓理工系留学
生、さらには法学研究科特別留学生および JICA 委託留学生の
日本語教育を実施してきました。今後、ツイニング・プログラ
ムやヤング・リーダーズ・プログラムなどでも日本語教育が課
題になることが予想されます。限られた人的、物的リソースを
どのように生かして本学の国際化に貢献していくかが日本語・
日本文化教育部門の大きな課題です。
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２．ネットワーク技術を駆使した教育システムと教材の開発
時間的な制約のために留学生センターの日本語授業に参加で
きない学生も少なくありません。この問題を解消するには学内
ネットワークを活用した遠隔教育が考えられます。すでに今年
度から実験的に中上級レベルの読解教材を配信しメールで指導
を行っています。今年度の試行実験をもとに来年度からは本格
的な実施に移す計画です。
マルチメディア教材を学内のネットワークを通じて配信する
ことによって、通常の教室授業に参加できない留学生の学習支
援を行っていく計画です。日本語の運用能力がこのような形態
だけで身につくとは考えにくく、遠隔授業が教室授業の代替に
なるとは思えませんが、日本語教育プログラム全体の構成の中
で教室授業と e-Learning の役割分担をどのように確立してい
くかがセンターの研究課題になっています。
学内向けのインターネット授業や学習教材を広く世界に公開
し、海外でも留学生センターの授業の一端が体験できるような
体制づくりも検討課題です。このような計画を進めるには、学
内他部局との連携などによる技術面での人的リソースの確保、
予算の確保などが大きな課題になります。

大事な仕事です。
さらに、日本語教育は日本国内だけで完結するものではあり
ません。短期交換留学生を例にとれば、来日前に日本語を学習
し、帰国後も学習を続けるケースがあります。＜自国−日本−
自国＞という流れの中で日本語教育を考える必要があるわけで
す。名古屋大学の日本語教育プログラムを海外の教育機関の立
場に立って評価することも重要です。そのためには、名古屋大
学に学生を送っている協定大学との連携も視野に入れなければ
なりません。
５．日本語教育からの社会貢献
愛知県は全国でも外国人の多く居住する地域です。1990年末
には約８万人が外国人登録をしていましたが、現在では16万人
を越えています。こうした地域に在住する外国籍住民の増加に
伴い、日本語学習を支援する日本語ボランティアも増えていま
す。すでに留学生センターではボランティア研修会を開催して
いますが、今後とも中部東海の日本語教育拠点として地域にお
ける日本語教育に貢献していきます。
また、本学留学生が地域の方々と定期的に交流し、その中で
日本語運用能力が伸ばしていけるよう今年度からセンターの教

３．世界に開かれた日本語教育プログラムの運営
留学生センターの日本語教育は学内の留学生、研究者などを
対象としており、大学の外に向かっては開かれていませんでし
た。今後は、日本語教育プログラムの受講だけを希望する学生
などにも門戸を広げ、協定校をはじめ広く海外から受け入れる
ことも検討したいと考えています。例えば、日本語日本文化研
修コースはこれまで日本研究を志す国費留学生を受け入れて大
きな成果をあげてきましたが、今後は海外の大学で中級レベル
の日本語を習得した日本研究者の卵を積極的に受け入れること
も考えられます。また、夏と春に実施している集中コースだけ
を受講する学生の受け入れも検討する価値があるでしょう。こ
のような短期受講者の中から将来名古屋大学に正規留学する学
生も出てくるものと思います。
さらに、すでに触れたインターネット授業も世界につながっ
ています。言うまでもなく、学外、海外の日本語教育の需要は
多様であり、そのニーズを分析することが重要です。その上で
名古屋大学全体の国際化戦略の中で一定の役割を果たしたいと
考えています。
４．国内・国外の日本語教育機関との連携
日本語教育を名古屋大学の中だけで考えるのではなく、中部・
東海地域全体として考えることも重要です。この地域の大学、
教育機関と連携し、それぞれの機関が持つ人的リソースを機関
を越えて活用する方策を考えるためのネットワークづくりを通
して、この地域の日本語教育体制全体の向上に貢献することも
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室を利用して週２回交流の機会を提供しています。このような
活動の場は、留学生だけでなく地域のボランティアの方々が留
学生の目を通して地域の国際化を考えていくことにもつながる
と考えています。
６．日本語教員の養成
日本語教育担当教員は、全員が大学院国際言語文化研究科の
授業を担当し、院生の研究指導に当たっています。大学院教育
は、日本語、日本文化、日本語教育などの研究成果を人材育成
に生かす場として重要です。特に、外国人の受け入れが避けら
れそうにない日本社会の現状と将来を考えると日本語教員の養
成はきわめて重要な仕事です。今後とも日本語教育の将来を担
う人材を名古屋大学で養成するという重要な役割を担っていき
ます。
留学生センターの中期目標・計画に沿いながら日本語教育の
将来展望を述べました。やりたいこと、やるべきことはたくさ
んあります。しかし、すでに平成16年度から日本語教員の定員
１名が削減されましたし、授業時間数の８割以上を非常勤講師
に依存する中で予算削減が行われることも決まっています。こ
うした厳しい制約の中で将来計画をどのように進めていくかが
問題ですが、全学的な理解を得る努力をしながら、現在の人的・
物的リソースを最大限に活用して中期目標達成に努めたいと考
えています。

特 集

名古屋大学の日本語教育
―全学教員アンケートと新しい日本語教育プログラム―
日本語教育に関する全学調査
―教員アンケート結果報告―

名古屋大学留学生センターでは、これまで全学の留学生・研
究員など毎年延べ1100名を対象に、６つの日本語コースを運営
してきました。1993年センター開設以来日本語学習者の数は増
加しつづけ、その学習目的や条件も多様化してきています。ま
た、大学法人化の流れのなかで、これまでの方向を見直す必要

表２．身分

1

教授

164

2

助教授

113

3

講師

29

4

その他

75

無記入

10

合計

391

も生じてきました。
そこで、全学の先生方を対象に、留学生の日本語教育に関す
るアンケートを実施し、今後の改善に先生方のご意見を生かし
ていきたいと考えました。2004年5月から6月にかけてアンケー
トを各部局の事務のご協力をいただき、回収いたしました。多
くの方々に、たいへんお世話になりました。本当にありがとう
ございました。御礼を申し上げますとともに、ここにその結果
をご報告いたします。
なお、いただいたご要望等、より詳しい集計結果は留学生セ
ンターホームぺージ (http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/) に掲載
いたしましたのでご覧いただければ幸いです。
１．対象者及び回収率
名古屋大学に所属する助手以上の教員約2000名
回答者数：391名（回収率：20％）
２．回答してくださった先生方のプロフィール
表１．所属研究科

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

所属研究科
文学研究科
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科
工学研究科
農学研究科
国際開発
多元数理研究科
国際言文研究科
環境学研究科
情報科学研究科
総合保健体育センター
エコトピア
その他
無記入
合計

人数
4
9
5
7
25
115
57
29
10
7
4
46
20
9
24
16
4
391

２．留学生の受け入れ経験
問：これまでに先生の研究室で留学生を受け入れたご経験は
ありますか？
あり：

297名 （76％）

なし：94名 （24％）

回答された先生方の８割近くの方が研究室に留学生を受け入
れたご経験をおもちでした。
表３．受け入れ人数

受け入れ留学生数
1名
2名
3名
4名
5名
6名〜9名
10名以上
無記入

教員数
75
44
38
34
28
31
37
10
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４．受け入れた留学生の日本語学習
問：その留学生は、日本語の学習はどのようにされていたの
でしょうか。
表４．留学生の日本語学習（複数回答可）

1
2
3
4
5

日本語研修コース
全学向け日本語講座
チュータによる
学外の日本語講座
特に受けなかった

190
115
50
39
71

３）その他

26名

表６．その他の問題

1
2
3
4
5
6
7
8
9

学習者の習得が不十分（個人差あり）
鶴舞 - 東山の移動に時間がかかる
読み書きをもっとやってほしい
漢字圏の学生と非漢字圏ではちがう
時間数が足りなかった
英語も使えるようにして欲しい。
学生が日本語学習より研究活動を優先
6ヶ月コースのレベル差・クラス分けの基準不明
その他
計

9
4
2
2
1
1
1
1
5
26

６．教師が判断する日本語必要度（3段階評定）
問：先生の研究室での日本語の必要性についておたずねしま
す。それぞれの場面で、どの程度日本語が必要ですか？
非常に必要・あまり必要でない・まったく不要
表７．日本語の必要性

場面
非常に必要 あまり必要でない まったく不要
ゼミでは
248
100
14
先生との個人的な話では
136
188
44
事務室などでは
300
54
3
学生同士の交流では
222
126
10

その他
母国で日本語を学習してきた 19名
日本語学校で研修後受け入れ ２名
研究室で交流を通して
3名
わからない

4名

５．留学生が日本語学習をする上での困難
問：その際、どのような問題がありましたか。
１）日本語コースの授業時間と専門研究の時間調整がうま
くいかない 53名（複数回答可）
日本語研修コース留学生担当教員
41名
全学向け日本語講座受講生担当教員
26名
その他（日本語の授業は受けなかったなど）３名
自由記述（一部）：
・セミナーと日本語の授業が重なった。
・キャンパスが東山と離れているため。

問：その他、日本語が必要な場面や相手・内容をご記入下さい。
表８．日本語が必要なほかの場面

・日本語コースの時間が多く実験研究時間に支障
・日本語コースの授業の負担が大きい、研究室のゼミに
参加できない。
・参加させたい研究会と重なることが多くあった。
２）日本語クラスのレベルが合わない 24名
表５．理由

1
2
3
4
5
6
7

4

レベルが低すぎる・やさしすぎる
レベルが高すぎる・難しすぎる
学習者のニーズとクラスが合わない
個人差がある・個人差に対応していない
学習者の習得が不十分
中国の学生には漢字学習は不要
その他
計

3
2
3
4
5
2
5
24

場面
人数
日常生活 ( 住宅・病院・役所・銀行など）
49
学内の研究活動（患者・業者との接触など）
23
学会、研究会での発表や討論
18
講義
5
全般
5
日本の文化を知る
4
論文執筆のため
3
英語ができない場合は必要
3
災害時、非常時、警察、消防、救急
1
アルバイト
1
本をよむとき
1

７．留学生センターの日本語教育に対するご要望をお書きくだ
さい。（自由記述）
・ レベル・内容の多様化 18件
・ 日本語の必要性 11件
・ 学生の多様性 6件
・
・
・
・
・
・

集中講義について 4件
日本文化教育 ４件
日本人学生等の活用 3件
教員の増員 ２件
開講時間帯 2件
センター外との連携 2件

・
・
・
・

精神的サポート 2件
家族への対応 ２件
指導教員との連絡 2件
検定試験の採用 2件

・ 英語による教育システム 1件
・ 鶴舞キャンパスの問題 1件
・ その他
16件
その他お礼の言葉をたくさんいただきましたが、省
略させていただきました。
ご協力本当にありがとうございました。
今回のアンケートに対して、直接お電話やメールによってご
回答いただいたものがありました。それらは、留学生センター
ホームページの集計結果〈自由記述〉に含めさせていただきま
したが、中に、たいへんご丁寧なコメントをいただいたメール
がありました。センター教員としてその文章に非常に感銘し、
勇気づけられたものなので、ご本人のご許可をいただき、ここ
に掲載させていただきました。以下の記事はその全文です。

教員アンケートに対するｅメールによる回答
大学院理学研究科生命理学 前 田 雄一郎

私は本年４月より理学研究科生命理学専攻の教授（当面は兼
任のため客員教授）を勤めています。外国人の日本語教育の問
題については関心を持っていますので、アンケートに回答する
と共に、以下欄外に書きたいことを書きます。私は筆記するの
が苦手で e-mail の方が効率的なのでこうすることをお許しく
ださい。
まずアンケートへの回答：
１．これまでに先生の研究室で留学生を受け入れたご経験はあ
りますか？
私が引き継いだ研究室には１名の留学生（インドネシア）が
在籍します。
私はこれまで大学以外の研究所で研究室を主宰してきました
が、これまでロシア人の大学院学生１名、博士研究員４名、ド
イツ人の大学院学生１名、博士研究員３名、技術員１名を雇用
した経験があります。
２．
その留学生は、日本語の学習はどのようにされていたでしょ
うか？
現在の名大の研究室に在籍する留学生は名大の留学生セン
ターでの日本語研修コースを受講したようです。
私が名大以外で雇用していた研究員・大学院生については研
究所が雇用した個人チューターに本人の家庭で訪問授業を受け
ていた場合と、理研のように研究所が個人チューターを雇って
研究所で（複数の生徒を相手に）研修を実施している場合があ
ります。
３．その際、どのような問題がありましたか？
名大の日本語研修コースを受講した留学生の場合はよく習得
しているので大きな問題はなかったと推測します。

研究所が雇用した個人チューターに家庭で訪問授業を受けて
いた場合：
長所は本人のレベルに合わせての授業を受けられる。また、
語学以外の個人的な相談に乗ってもらえる。
短所は、よほど日本語学習の動機付けがはっきりしないと
チューターとのなれ合いとなって、よい相談相手になっても日
本語は身に付かない。
研究所が雇用したチューターに研究所にて複数が授業を受け
ていた場合：
長所は、それなりに他人からの刺激を受けられる。
短所は、時間のやりくりが付かない、レベルが合わないなど
と言って止めてしまうことが多い。
ここでも日本語学習の動機付けの問題が大きい。
４．先生の研究室での日本語の必要性は？
これはたいへん重要な問題だと思います。
ゼミでは、ゼミを英語で実行するなら（英語ができる外国人
の場合は）日本語の必要性は低い。
個人的な会話では、英語でならこちらも対応できるので必要
性は低い。
事務室などでは日本語が必要。ただし、事務室も今後は英語
でも対応できるようにすべきでしょう。
学生同士の交流：これは日本語が必須。これが重要である。
５．留学生センターの日本語教育に対する要望
済みません。名大での経験が少ない（名大の大学院を修了し
た者ではありますが）のでわかりません。ただし、講義を受け
持っている学部２年生のクラスに２名のブルガリアからの留学
生がいます。この学生は（特に男子学生の方は）かなりの日本
語能力を獲得しており、留学生センターの活動がしっかりした
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成果をあげていることを知ってたいへん感心しております。
以下、欄外に書くべき事：
私は14年間ドイツで研究生活を経験しており、そのうち５年
間余は博士研究員、８年間余は研究室を主宰しておりました。
博士研究員時代、その研究室では私がいる限り、会合もすべて
ドイツ語ではなく英語でやってくれました。私はドイツ語では
コミュニケーションが全くとれなかったからです。それが有り
難かったので、日本に戻ってきてからは、自分の研究室では一
人でも日本語ではコミュニケーションができない人がいるとき
には英語を使うとのルールをたててそれを10年間にわたって実
行しています。それで私の研究室ではいつも会合もゼミも英語
で行っています。
当初、私は私の研究室で雇用した外国人研究者に対して、研
究室では日本語は必要ない、研究室はすべて英語で用が足りる
ようにするし、事務も英語で通じるから（英語が堪能な人に秘
書をお願いしていました）
、と言っておりました。街では日本
語が必要だからそのために日本語を学習しろ、と指示していま
した。これは大きな間違いでした。というのは、研究室という
小さな集団の中でさえ、日本人の同僚とよい関係を保持するた
めには日本語を使えることが絶対に必要なようです。日本人の
同僚は、たとえ２−３年間の外国生活の経験があるとしても常
時英語で話すことには骨が折れるらしく、どうしても日本語を
使えない外国人研究員とうち解けた関係を作ることができにく
いようです。外国人本人が日本語を十分しゃべれなくとも、日
本語を学習しようとする意欲があれば、それだけで好感を持た
れ交流は楽になるようです。
ここでは２つのことを言いたいのです。第一は、日本語を実
際に使ってどれだけ用が足りるかどうかの問題だけではなく、
集団の中に少しでもとけ込むには日本語を学習したいとの意欲
が必要であるということです。第二は、集団の中にとけ込める
かどうかは、外国人が日本でやっていく場合に大変重要です。
これは外国人と日本人の間に生じる様々な問題に直面して私も
ようやくその深刻さに気が付いたというわけです。（語学力は
問題の一部である、ということでもあります。広い意味での文
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化的・社会的摩擦、他人とのコミュニケーションをどう取るか
という問題、が実に大きい。）
もちろん大学に来る留学生は全員が英語を自由に使えるわけ
ではないので、共通言語として日本語をきちんと教える以外の
選択肢はないのでしょう。それに対して私のように主に博士研
究員からなる研究室の場合は日本語を止めてすべて英語でやる
との選択肢があり得ます。しかし私の経験では、このような場
合でも明確に意識して日本語の学習を重視する必要があるよう
です。ドイツの Humbolt Stiftung が、一律数ヶ月のドイツ語
研修（ゲーテ・インスティチュート）を義務付けているのには
やはり道理があるように思います。
ただし、日本人の若い研究者にとって研究室で英語を使うこ
との是非は別に議論のあるところと思います。私の10年間の経
験から言えることは、これは大変大きなプラスになっている。
10年間継続して初めてそのように結論できると確信していま
す。
特に海外への留学経験がない日本人の若い研究者（大学院学
生）にとって、
研究の議論を英語でやることは大変不利であり、
当初はまったく言いたいことを言えません。しかしそれでも構
わず、必ず予め英語を書いて準備するように指導します。これ
を５回程度経験すると、いちいち書かなくともそれなりに説明
できるようになります。個人差はありますが、ふつう７−８年
経つと見違えるように英語で議論できるようになり、そのよう
にして育った研究員は国際学会でも質疑応答を含めてすばらし
い発表ができる、食事を共にしながらの議論もできるようにな
ります。
ですから私の経験では、研究室の会合をすべて英語でやって
きたことは日本人の研究員を教育する上では大いにプラスに
なっていると思います。しかし、これが逆に外国人研究者が日
本語を学習する動機付けを低める結果になっているのでしょ
う。ですから、日本語を学習する動機付けを、研究上の利益に
求めるのでは無く、日本の社会や文化とのコミュニケーション
を図るためであると大上段から言うべきだろうと考えていま
す。

平成17年度から日本語コースが大きく変わります
―日本語教育プログラムの改善・拡充―

１．はじめに
名古屋大学が中期目標として掲げているものの一つに「大学
の教育研究等の質の向上に関する目標」があります。この目標
を実現するため留学生センターでは下記のような基本目標を設
け、様々な努力をしております。
（１）外国人留学生の受け入れ、および学生の海外派遣を通し
て教育の国際化に貢献する。
（２）名古屋大学における国際的な学術交流の推進に貢献する。
（３）教育の実践と研究を通して日本語教育、異文化理解教育
の発展に貢献する。
（４）留学生にとってよりよい学習・生活環境を整備する。
（５）地域社会と連携し、地域社会の国際化に貢献する。
ここでは、この中の（４）に関して、
「日本語日本文化教育部門」
と「日本語メディア・システム開発部門」が中心となって進め
ている「留学生の多様なニーズに応えるための日本語教育プロ
グラムの改善・拡充」、
「ネットワーク技術を活用した日本語教
育用教材の開発」についてご紹介したいと思います。
現在、名古屋大学では1200名を越える留学生を受けて入れて
おり、留学生センターではそれぞれの多様なニーズに応えられ
るよう、今までも日本語プログラムの改善、拡充に努めてきま
した。しかし、今後、国際交流のさらなる進展に伴い、今後日
本語教育へのニーズはさらに多様化するものと予想されます。
そこで留学生センターでは、まず既存の日本語プログラムを
見直し、効率化を図るとともに、全学留学生を対象とする全学
向日本語講座の拡充計画を立案し、平成17年度からの実施を目
指して準備をすすめています。また、平成16年度から全学留学
生のうち、特に中・上級の学生を対象としてオンライン日本語
コースの試行も実施しており、そのための教材の開発にも着手
しています。
２．日本語プログラムの現状（平成16年度）
留学生センターでは、現在以下のような６種類の日本語教育
プログラムを実施しています。
（１）日本語研修コース（６ヶ月コース）
（２）日本語・日本文化研修コース（１年コース）
（３）短期留学生日本語講座（NUPACE）
（４）全学向け日本語講座
（５）日韓理工系学部留学生プログラム
（６）学部留学生向け日本語授業

柔軟な対応を」というご意見をいただきました。
そこで、それぞれの留学プログラムの独自性に配慮しつつ、
なおかつ個別的な事情に柔軟に対応できるように、以下のよう
なコースを用意し、学習者の選択の幅を広げることとしました。
そのため、これまで徹底した少人数教育を旨としていた方針を
変更せざるをえない場合も出てくることが予想されます。しか
し、できるだけ多くの留学生のニーズを実現するために議論を
重ね、慎重に準備を進めております。
なにとぞご理解のうえ、ご協力いただけますようにお願いい
たします。
大きな変更点
１．日本語研修コース学習者は、従来通りの週30時間集中コー
スを選択するか、新しく設定した週20時間集中コースのいず
れかを選択できます
２．全学向け日本語講座のクラス数･時間数が増えます
３．NUPACE や全学の学習者は、集中コース・標準コースが
選択できます
４．学習者のニーズに合わせたアラカルト・クラスを新たに設
けます
５．授業に出られない学生のためにオンライン授業を提供します
平成17年度からの日本語教育プログラムの概要をご紹介しま
す。各コースの詳しい内容は、留学生センターホームページや
掲示をご覧ください。
また、日韓理工系学部留学生プログラムや学部留学生向け日
本語授業（言語文化）は従来通りで変更はありません。
（１）日本語研修コース（６ヶ月コース）
名古屋大学や近隣の大学の大学院等に進学する国費研究留学
生・教員研究生を対象として、従来通りの週30時間15週にわた
る日本語教育が行われます。このコースは、徹底した少人数で
緻密に組まれた質の良いプログラムを提供することで、研修生
たちにも非常に評判が良く、大学院進学後の学習者の日本語運
用に必要不可欠な学習内容を提供してきたと、これまでも多く
の受け入れ教員の方々から評価されてきました。しかし、その
ような成果を維持していくために、研修生の日本語学習に費や
される時間や負担も大きく、研修生の中には自分の専門にもっ
と専念したいという希望もありました。また、教員アンケート
でも、日本語教育と並行して専門の教育も行いたいという声も
寄せられ、学習者及び指導教官のご判断で午前中のみ日本語を
履修する週20時間コースを選択することも可能としました。た

これらのプログラムはそれぞれ異なるタイプの留学生を教育

だし、コースの途中からの変更はできませんので、コース選択
にあたっては、十分慎重にご検討いただきたいと思います。

の対象としており、それぞれの対象者にあわせた独立したプロ
グラムを作成･実施してまいりました。しかし、教員アンケー
トの結果、多くの先生方から「学生の事情は多様なので、より

（２）日本語・日本文化研修コース（１年コース）
本国で２〜３年日本語・日本文化を専攻してきた国費留学生
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（日本語・日本文化研修生）を対象に、従来通り週30時間15週
にわたって教育を行っていきます。このコースの修了生は、こ
れまで世界各国の企業や教育・研究機関などにおいて第一線で
活躍しており、今後も日本と世界各国を繋ぐ橋渡し役として活
躍する人材を育成するために努めてまいりたいと思います。
従来よりクラス数を１つ減らし、２クラスで実施することに
なりますが、これからも一人一人にきめ細かく対応し、高い質
は維持していくため、カリキュラムの一層の改善に励みます。
（３）集中コース・標準コース ：短期留学生（NUPACE）
・全学向け日本語講座
本学と海外の学術機関との学術交流締結件数が年々増え、学
生交流も活発となり、毎年留学生数も着実に増加してきていま
す。短期留学プログラムで受け入れた留学生は、従来は１日１
コマの「短期留学生日本語コース（NUPACE）」を受講し、自
国の大学で単位を取得してきました。しかし、この学生の中に
は日本語学習にさらに時間をかけ、高いレベルに到達したいと
希望するものもおりました。また、これまでは短期留学生日本
語講座（NUPACE）は４レベルしかありませんでした。
一方、各学部・研究科等に所属する大学院生・研究生、研究
員、外国人教員は、１週間に４コマ開講される「全学向け日本
語講座」を受講してきました。毎期多くの登録者がおりますが、
クラス数が十分ないため、クラス人数が多くなることもしばし
ばありました。
このように従来は、留学生の受け入れの種類によって日本語
コースが決まっていたため柔軟に対応するのが困難な場合があ
りました。平成17年度から、この点を改善するため、「短期留
学生日本語コース」と「全学向け日本語講座」をあわせ、１日
２コマ日本語を勉強する「集中コース」４レベルと１日１コマ
の「標準コース」８レベルを提供し、学習者のレベルや希望に
合わせて選択ができるようにします。
集中コース
対

象

標準コース

日本語研修生（希望者） 短期留学生、各研究科
者 短期留学生、各研究科 大学院生・研究生、研
大学院生・研究生
究員、外国人教員

１ 週 当 た り 20時間
10時間
時
間
数 （1日2コマ、週5日間） （1日１コマ、週5日間）
レ ベ ル 数 ４レベル（初級〜中級） ８レベル（初級〜上級）
開 講 期 間 12週間

12週間

（４）アラカルト授業
留学生の多様なニーズに応えるための改善策の一つとして２
種類のアラカルト授業を設けます。
＜漢字クラス＞
留学生が日本語を学習する際の難関としてよくとりあげられ
る「漢字」について、アラカルト授業を設けます。なかなか一
人では勉強が進まない、ついくじけてしまいそうになる漢字学
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習を少しでも支援するのが目的です。
初級・中級といったレベルに関わらず、
またほかの日本語コー
スの受講や、これまでどのようなテキストで勉強しているかに
関わらずこのクラスを受けることができます。３レベルのクラ
スは、「漢字の基礎の基礎から始めたい人のクラス」
「100字く
らいはわかるけど、そのあとなかなか進まない人が300字を目
指すクラス」「300字から1000字までがんばるクラス」がありま
す。Web 教材なども活用し、漢字の自律学習を支援します。
＜入門講義＞
言語学、日本文化学、日本文学、国際関係論など専門分野を
やさしく解説する入門講義形式で授業を行い、日本語運用能力
を高め、日本を理解するのを助けます。日本人学生を対象とし
た学部や大学院の講義への橋渡しとして、またさらに専門を深
めていくための導入教育として考えています。
（５）オンライン授業
「ネットワーク技術を活用した日本語教育用教材の開発」の
一環として、これまでも初級文法教材 WebCMJ をはじめと
するオンライン教材の開発を進め、発信してきました。平成
16年度からは、学内の日本語学習者を対象に「Web 中上級
（Web300）」クラスを開講しています。これは、日本語の授
業に出席することが時間の関係などで難しい留学生のために、
Web 上で教材を配布し、学習者からの解答に対しフィードバッ
クを返すというものです。オンラインでの通信だけではなく、
直接会って指導をするためのオフィースアワーも設け、この
コースを続けていく上でのアドバイスも行っています。現在は、
中級レベルの学習を修了した学習者を対象とした読解・作文の
クラスを開講していますが、将来はさらに対象者も広げ、内容
も充実させていく予定です。
４．おわりに
以上のように、平成17年度から大幅に日本語のプログラムを
変更いたします。コース選択の幅が広がったことにより、日本
語研修コースの留学生や短期留学生 (NUPACE)、従来全学向
けの授業を受講していた全学の大学院や研究生は、クラス登録
に当たり戸惑われることが予想されます。
受講される留学生の方や指導にあたられる先生方には、でき
るだけ多くの情報を今後発信していきたいと思っています。留
学生センター日本語日本文化教育部門としては、過渡期の多く
の問題に対して柔軟に対処していく所存でいますが、受講生の
数など予想できない部分もあり、ご迷惑をおかけする場合もあ
るかと存じます。
「留学生にとってよりよい学習・生活環境を整備する」とい
う目標に向けて、最大限の努力をしていくつもりでおりますの
で、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。
留学生センター日本語・日本文化教育部門
教員一同

学生の声
研修生謝辞

今年９月に、日本語研修コース50期生33名と、日本語・日本文化研修コース23期生20名の修了式が行われ
ました。今まで留学生センターを修了したＯＢたちは、日本をはじめ、世界各国の企業や教育・研究機関な
どで大活躍しています。
今回は、これから世界に羽ばたく修了生たちの留学生センターで過ごした半年間、一年間をご紹介したい
と思います。修了式でそれぞれのコースを代表して、二人にスピーチをしていただきました。短い時間でし
たが、ここで学んだことはきっと彼らの将来に役立つものと思われます。楽しかったこと、悲しかったこと
など、ぎっしり詰まった半年間、一年間の思い出を綴っていただきました。

日本語研修生
（6カ月コース 2004年4月〜９月）

OGEMBO, JAVIER GORDON
（ケニア）
みなさま、こんにちは。今日スピーチをさせていただいて、
うれしく思います。日本語の先生方、しどうきょうかんの先生
方、じむのみなさまに心からかんしゃしたいと思います。こと
わざのとおり、ものごとにはみんなはじめがあり、おわりがあ
ります。All good things must come to an end.
今日、コースのおわりをいわうためにあつまりました。この
６ヶ月、私たち学生は、日本語だけではなく、日本のしゅうか
ん、日本の食べ物、生活のしかたなど、文化も勉強することが
できました。
そのうえ、先生方やいろいろな国のりゅうがくせいとなかよ
くなれて、かんしゃしています。
もちろん、日本語の能力もじょうたつしてきました。私たち

ひらがなとカタカナをおぼえるのはチャレンジでした。かん
じは読み方がいろいろあるのでもっとたいへんでした。もっと
勉強して日本人のように話せるようになりたいと思います。み
なさんがんばりましょう。せんもんの勉強もがんばりましょう。
先生方、６ヶ月のあいだ、にんたいづよく教えていただき、
ありがとうございました。おかげさまで話せるようになりまし
たし、もっと勉強できるきそ（foundation）ができたと思います。
さいごに、これからもいい友達としてこまったときも、こま
らないときも、たすけあって、いっしょにがんばっていきましょ
う。今日は、ありがとうございました。

は、お店などに入るとき自信をもって「あのう、すみません、
いくらですか」と聞けるだけではなく、しょうひんの名前もお
ぼえられるようになりました。私のように、日本にきたとき「ト
ヨタ」しかわからなかった人も、いろいろ話せるようになりま
した。

６カ月コース
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日本語・日本文化研修生
（１年コース 2003年10月〜2004年９月）

BAKRE, PRASAD VIVEK
（インド）

皆さんこんにちは。今日はこの場を借りて、名古屋大学日本
語・日本文化研修コース（１年コース）の代表として私たち学
生のコースに対する気持ちをお話したいと思います。
一年コースを考えるとすぐ去年の10月のことを思い出しま
す。日本に留学することになってとてもうれしかったです。し
かし、クラスメートと先生方はどんな人かなという不安もあり
ました。最初のオリエンテーションの日に「ああ、私はこの人
たちと一緒に一年間を過ごすんだ」と思いました。皆日本語が
上手で、優しそうな人ばっかりだったのでほっとしました。授
業が始まると皆の性格や考え方、価値観など色々わかるように
なりました。お互いの国のことを聞いていて、違うところに気
がつくと「へえ、こんなに違うんだぁ」と思ったり、似ている
ところを見つけると「似ている！似ている！」と思ったりしま
した。本当に大変いい交流をすることができました。こうやっ
て交流を深めていくうちに、私たちには目に見えない固い絆が
結ばれました。
私たちの間の絆を強めたのはこの一年コースのクラスメート
と先生方だと思います。特に先生方は本当に親切で、色々面倒
をみてくださいました。毎日授業で先生方と冗談を言ったり、
色々な話題について話し合ったりする機会があってとてもよ
かったと思います。一番良かったことは、先生方に色々な相談
ができたことです。先生方に自分の悩みについて話すだけで、
気持ちがすっきりしたことが何回もあります。私たちを理解し
てくださった先生に深く感謝の気持ちを表したいと思います。
この一年コースで私たちは色々なことを学んだと思います。
日本語はもちろんのこと、その他にも数え切れないほど様々な
ことを学びました。研究レポートを通じて、皆それぞれの興味

のある分野についてよりよく理解を深めることができたと思い
ます。そして、総合演習で色々な人にインタービューしたり、
討論をしたりして色々勉強になりました。それだけでなく、先
生方と一緒に遠足にも行ってとても楽しい時間を過ごすことが
できました。大相撲観戦と運動会も忘れられない思い出になる
と思います。
一年があっという間に過ぎてしまいました。普段、一年間と
いうとかなり長い期間ですが、私たちにとって、本当に短かっ
たと思います。最初の頃は、同じ国の人同士で行動していまし
た。しかし、授業が始まったときから私達のクラスはだんだん
仲良くなって、みんなで色々なことをするようになりました。
中国のキョウさんと韓国のヒョンジョンさんが提案してくれた
「パーティ」がそのきっかけでした。私たちがやるパーティは
普通のパーティと違って、皆が自分の国の食べ物を作って持っ
てくるという特別なパーティでした。それに、毎月パーティを
やって、その月に誕生日がある人を祝ったりもしていました。
日本でのこの一年間、自分の国ではなかなか経験できない
色々な経験をすることができました。旅行に行って親切な人に
出会ったり、ホームステイなどを通じて日本人と交流したり、
自分の国と日本を比較したりして勉強になったことはいっぱい
あります。このスピーチで表すことができなかったことはまだ
いっぱい残っていると思います。日本にきた甲斐があると思え
るのは一年コースのおかげだと思います。私たちの日本での一
年を一生忘れられない一年にしてくれた一年コースの先生方と
名古屋大学に深く感謝の気持ちを申し上げたいと思います。将
来また日本にきたとき、先生方にお会いするのを楽しみにして
います。色々お世話になりました。ありがとうございました。

１年コース
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The University of Illinois at Urbana-Champaign
Elizabeth Saxon (U.S.A.)
One of the University of Illinois most distinguishing characteristics is the vast amount of soybean crops growing in the
neighboring area. That, and pigs. And since soybeans are
innocent and green and produce no particularly perceptible
odor, the pigs are what many students can recognize easily,
especially when a strong wind blows their way. You might
have guessed by now that U of I is situated in a farm-laced
southern area several hours from the United States more
discernibly stimulating cities such as Chicago or St. Louis, a
place dominated by soybean crops and pig farms and plenty
of opportunities for agriculture studies majors to get very
valuable hands-on experience.
With this in mind, upon ﬁrst arriving in Urbana-Champaign
many students ﬁnd it to be, well, perhaps a little dull. And
also maybe a little too much like just another over-crowded,
over-polluted industrial city with the smoke stacks and factories, but also too much like a farm-as-far-as-the-eye-can-seeland with its endless pastures and animals and crops. It is
also important to point out that Illinois is a ﬂat state; there
are no glorious mountains to adorn the background of the
Quad or the spellbinding ocean to satisfy students yearning
for something to do that never gets old as opposed to repeatedly patronizing the local bars, deﬁnitely a widely-practiced
activity in Urbana-Champaign.
But since attending the U of I since the spring of 2001, I
have discovered what I believe is the most important aspect
of the American college life: the university that students ultimately choose becomes their own not simply because of special characteristics that put the school on the map (or forged
notorious reputations) before they enrolled, but rather because of the vivid memories that students can apply to their
university setting after living out their college experience in a
way only they could personally construct. Universities in the
United States grant students this luxury and therefore trust
those students to use this advantage in order to create experiences that will enrich their lives and continue to enrich their
futures following graduation. Regardless of whether or not
a student chooses to honor this privilege is not as important
as the fact that it exists in the ﬁrst place, and the U of I is a
school with opportunities for students that are just waiting to
be seized from behind its contradicting mask.
Something that I have come to appreciate about U of I is

how student-friendly the
campus is. One would
think this characteristic an
essential one considering
that a campus without students is no proper campus
at all, but U of I ardently
promotes the feeling that if
you are a student, then you
are more than welcome to
be there and that this place
is meant entirely for you.
Books or a pen and notebook are a student s passport to sitting down in any café or shop or bench and simply
being there, even without patronizing the facility. But the
simple act of taking a minute or two out of oneʼ s fast-paced
day to sit and think for a moment is one that seems distinctly
American, and if this is so then U of I is as American as it
can get. The atmosphere of campus coﬀee houses especially
are the most relaxed and welcoming, allowing students to
stop in and take advantage of having so many places that
are not their apartments or dorms in which to spend some
time. Of course I am not one to deny the thinking power that
a chocolate chip cookie and hot cocoa kindly provides, but
basically any place on the U of I campus begs for students to
make use of inviting solace in the form of ﬁne shade under
the oak trees on the Quad, the much-loved heart of campus
where something is always happening on the open, grassy
space, the seemingly ancient sofas of the Illini Union that are
so easy to sink into while reading a good book alone that is
either required or unrequired reading. Or one can enjoy the
aforementioned delicacy of a warm drink and dessert in any
of the popular cafes and coﬀee houses. The buildings around
the main area of the Quad also exude powerful history and
charming architecture, two factors that when placed together
also create a very inspiring sense of realizing the motivation
to learn and strive for success.
Basically the bottom line is that the various resources U
of I offers are extraordinary: outstanding professors that
are not just extremely impressive mentors but also trustworthy friends, world-famous libraries, opportunities to view
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a vast array of musical performances and dramas, a chance
to join any of the hundreds of student-run organizations, and
of course one of the most exciting and satisfying college rock
scenes in the country. The list is endless. Like I said, there
is something for everyone at U of I, and all it takes to recognize this is a little taste for adventure.
The feeling of being comfortable in a world that appears
to be run and preserved by students is also what I think of
when contemplating the U of I. Especially at night when one
travels on foot down Green Street, which is the main road
that runs through campus, it is clear that students make the
life at U of I as extraordinary as it is. The students give U
of I its flavor, its charm, and maintain its youthful energy
amongst the generations of tradition and history. Students
are constantly re-shaping the campus into their own world,
their own ideal college experiences, because even though

there are certain
undeniable parts
of academia
that cause inevitable stress,
it is still the
students who
run the show.
This, above everything else,
is what I enjoy the most about the U of I: the fact that when
I am there I can fully embrace my identity as a student and
truly enjoy it. Everything about the campus encourages me
to do so and allows the memories that I have of U of I to
stand out in full-color.

＜訳＞イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校
イリノイ大学の最も大きな特徴は、大学周辺に広がる大豆畑、そして周辺にいる豚である。無臭、無害の大豆畑に対
し、豚のにおいは辺りを漂うので、特に強い風が吹くとその存在はすぐにわかる。ここまで読むと、イリノイ大学が、
シカゴやセントルイスのような大都会から数時間離れた南の農業地帯に位置していることはすぐわかるだろう。農業を
勉強する学生にとって、辺り一面の大豆畑や養豚場などは実地研修に格好な環境である。このような場所なので、アー
バナ・シャンペーンに初めて来た学生たちは、やや退屈してしまうだろう。ゴミゴミした工業地帯にうんざりしてしま
うように、見渡す限り延々と続く畑や牧草地の風景にも飽きてしまうだろう。もうひとつ触れておかなければいけない
こと、それはイリノイ州が平地であることだ。キャンパスの背後にそびえる山々もないし、学生のエネルギーを発散し
てくれるような魅力的な海もない。アーバナ・シャンペーンでやることと言ったら、もっぱら地元のバーに通うことく
らいしかないだろう。
しかし、2001年の春からイリノイ大学に通い始めて、アメリカの大学生活で一番大切なことを発見したように思う。
学生自身が選択して入った大学は、大学の特徴や評判に関係なく、いずれは自分自身のものとなって残る。それは個人
個人によって形作られるものであり、大学から離れてみて初めて、個々の鮮明な思い出と環境が結びつくことで築かれ
る。アメリカの大学は学生自身の人生が豊かになるような経験をさせてくれる。その与えられた環境を学生自身が活か
すかどうかは別として、その特権が初めにありき、と言えるだろう。イリノイ大学はまさにそのような機会を与えてく
れるような環境なのだ。
イリノイ大学のいいところは、学生にとって過ごしやすいことである。学生のいないキャンパスはありえないし、大
学が学生に優しい場所であることが必須であると思う人もいるだろう。しかし、
イリノイ大学は、学生自身のためのキャ
ンパスであることをより一層感じさせてくれるところである。文房具や教科書を片手にカフェやベンチなどに座ってい
ることが、学生の象徴である。忙しさの合間に、少し座って考え事をすることがいかにもアメリカ的であるならば、イ
リノイ大学はまさにアメリカ的空間にあふれていると言える。キャンパスの喫茶店は何よりも居心地のよい場所である。
自分たちのアパートや寮以外に、気軽に立ち寄って時を過ごすことができる場所がたくさんあるのだ。喫茶店でチョコ
レートチップクッキーやホットココアを片手に脳を刺激するのももちろんよいが、喫茶店以外にも、キャンパスには快
適な空間が点在している。中庭のオークの木陰であったり、みんなが集まる芝生の広場であったり、大学生協のすわり
心地のよいソファであったり。もちろんカフェもそうである。中庭を取り囲む建物は歴史と魅力あふれる建築物であり、
その雰囲気は中庭と一体となって、ますます学生のやる気を起こしてくれる。
イリノイ大学の環境は、どれをとってもすばらしい。有能な教授陣はよき助言者であるだけでなく、信頼できる友人
である。さらに世界的に有名な図書館、様々な音楽や演劇を鑑賞できる機会、学生が所属する何百もの諸活動などなど、
挙げればきりがない。とにかくイリノイ大学は何かを得られる場所であり、学生の気持ち次第で十分に活かされる。
イリノイ大学の環境は学生によって営まれているよさもある。特に夜、キャンパスのメインストリートである Green
Street を歩いていると、学生がイリノイ大学の生活を特別なものにしてくれていることを実感する。学生の若いエネル
ギーが伝統や歴史と調和し、イリノイ大学の雰囲気を作り上げている。たとえ勉学によるストレスを避けることはでき
なくとも、学生生活は自分たちによって営まれているのだ。学生という立場と醍醐味を心から感じることができる。そ
れこそが、私がイリノイ大学で何よりも楽しんでいることである。
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Jilin University
Deng Min (China)
Jilin University (JLU)
is located in
Changchun,
the capital

Xinmin campus

city of Jilin
Province in
Northeastern
China. The
University
is directly

subordinated
to the Ministry of Education of China and is the largest and
national key university.
The new Jilin University, an amalgamation of former ﬁve
universities in Changchun, was established on June 12, 2000
in accordance with the decision of the State Council to reform
and readjust the structure of higher education in China. The
former ﬁve universities include Jilin University, Jilin University of Technology, Norman Bethune University of Medical
Sciences, Changchun University of Science and Technology
and Changchun Institute of Post and Telecommunications.
The former Jilin University was established in 1946 and
grew out of the Northeast Administration College and the
Northeast People's University. It developed and enlarged
under the national policy of distributing higher education
resources in key areas of the country. JLU always has the
unique university spirit and academic atmosphere, and was
designated as a national key university. JLU covered wide disciplines in both science and humanities, and had trained great
numbers of talented persons and reached remarkable achievements in science and technology. As a result, it had become
one of the important national training bases for professionals
in basic sciences and for those pursuing high-level academic
studies.
The former Jilin University of Technology developed from
Changchun Automobile and Tractor College and was established in 1955. It developed with the upsurge of automobile
and agricultural machinery industry and became a national
key university in China. It covered the disciplines of engineering, management, science and humanities with its education
programs specially featuring automobile and agricultural
machinery. It was one of the important bases for solving key
problems in science and technology and for training high-level
personnel in automobile and machinery industry. So it was
noted as the cradle of talented professionals in automobile and
agricultural machinery in China.
The former Norman Bethune University of Medical Sciences was founded by Marshal Nie Rongzhen in 1939. Dr.

Norman Bethune, the great internationalist, participated in
the establishment of its teaching and clinical resources. The
university had trained a great number of medical personnel and famous medical specialists and reached outstanding
achievements in scientiﬁc research.
The predecessor of the former Changchun University of
Science and Technology was the Changchun Junior College of
Geology which was set up in October 1951. Its ﬁrst president
was Professor Li Siguang, the well-know scientist in geology.
As a national key university it had multiple disciplines and
unique education programs, and had trained a large number
of talented professionals in mineral resource survey, exploration, extraction, protection, and comprehensive utilization of
mineral resources, thus enriching the studies of earth sciences.
The former Changchun Post and Telecommunications College was established at Jiamusi City of Heilongjiang Province
in 1947. It was the only institution of higher learning in information and telecommunication engineering in the northeast
part of China. It was well equipped for its education programs
and displayed a promising trend in developing new disciplines.
In the past years, it had trained a great number of talented
professionals in informatics and telecommunication.
JLU now has eight campuses in five districts which are
home to thirty-nine colleges covering eleven academic disciplines, including philosophy, economics, law, literature, education, history, science, engineering, agriculture, medicine, and
management. JLU has 16 national key disciplines and 8 national bases for the development of basic science. Other resources
include 5 research bases for humanities and social sciences, 5
national key laboratories, 7 key laboratories sponsored by the
Ministry of Education and 11 by other ministries of Chinese
government. The MacDiarmid Laboratory is named after the
Nobel Laureate, Prof. MacDiarmid who serves as chair of the
Academic Council of the Laboratory.
JLU offers a variety of
degree programs and has
great power in teaching. It
is one of the 22 universities
in China which first established postgraduate schools.
There are 115 undergraduate programs, 192 master's
degree program, 105 doctoral degree programs, and 17
post-doctoral programs. The
year of 2003 saw the enrollment of a total of 59,000
full time students among

Library of JLU
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whom more than 10,000 are graduate students. At present
there are more than 5800 teachers.
JLU is a beautiful university and all the campuses are well
equipped. The Library has a collection of 5.26 million books
and also is the Comprehensive Information Center of Liberal
Arts of the Education Ministry, the only Foreign Scientific
Text Book Center in Northeast China, and the National Humanities and Social Science Higher Education Books Import
Center. It is one of the seven centers of China Academic Library and Information System (CALIS) Center in Northeast
China. The University will make arrangement of the accommodation for both Chinese and foreign students. The dining
halls have cheap and delicious food in different flavors. All
campuses have gymnasiums, stadium, and arenas for basketball, volleyball, table tennis and artistic gymnastics. The Nanling Campus Stadium, with grass soccer ﬁeld surrounded by
standard synthetic racetracks, can seat 10,000 persons.
JLU has established extensive academic exchange and cooperative programs with more than 130 universities, colleges,
and research institutes in 40 countries/districts. More than
500 foreign experts have been invited to attend international
conferences, give lectures, or do joint researches. The mem-

enrollment of foreign
students exceeds 1000.
The College of International Exchange is
dedicated to the teaching and management
of international students. Region-oriented
activities such as the
Northeast Asia University Presidents Conference and Sino-African
Distance Education
Workshops were very
MacDiarmid Laboratory
successful.
For years, JLU has been playing a major role in the educational, cultural and economic life of Northeast Region of China.
Responding to the challenges of the new century Jilin University will unswervingly stick to the credo: Seek truth, be innovative and endeavor to work for the best and be committed

to achieving the status as one of the leading institutions for
higher education well known in China and the world.

bers of JLU have visited abroad thousands of times. Annual
Source: http://www.ilu.edu.cn/english/intro.html

< 訳 > 吉林大学
吉林大学は中国北東部吉林省の首都長春にある。吉林大学は中国教育省の直轄であり、中国で最大かつ重要な国立大
学である。
長春にあった5つの大学を統合して作られた吉林大学は、国務院のもと、中国の高等教育改革をするために2000年6月
12日に設立された。5つの大学とは、吉林大学、吉林工業大学、白求恩医科大学、長春科学技術大と長春郵電学院である。
かつての吉林大学は1946年に設立され、Northeast Administration College と Northeast People s University から発
展した。高等教育を国の重点地域に普及するという政策のもと、吉林大学は発展拡大した。吉林大学は常に独特の大学
精神と学風を持ち、重要国立大学と位置づけられた。吉林大学は科学、人文科学双方の分野を広くカバーし、才能ある
数多くの学生を訓練し、科学、技術分野で素晴らしい業績をあげてきた。その結果として、吉林大学は基本科学の研究
者、及び更なる高等教育を目指す者たちへの重要な国の訓練拠点のひとつとなった。
かつての吉林工業大学は Changchun Automobile and Tractor College から発展し、1955年に設立された。自動車と
農業機械産業の発展に伴い、中国での重要な大学となったのである。吉林技術大学では自動車と農業機械に特化した教
育プログラムを施し、エンジニアリング、マネージメント、科学と人文科学の分野をカバーしている。科学技術分野に
おいて鍵となる問題を解決し、自動車・機械産業の高度な専門家を訓練する重要な拠点のひとつであった。従って、中
国の自動車と農業機械産業の、才能ある専門家たちのゆりかごとして捉えられていた。
かつての白求恩医科大学は1939年に聶栄臻元帥によって設立された。偉大な国際人であるノーマン・ベチューン博士
は教育・臨床機関の設立に寄与した人である。この大学は多くの医療関係の人々や著名な医療専門家を訓練し、科学研
究において優れた業績を残した。
長春科学技術大学の前身は Changchun Junior College of Geology で、1951年の10月に設立された。初代学長は地質
学で有名な科学者の李四光教授である。この大学は重要な国立大学であり、様々な分野にわたり独特な教育プログラム
を持っており、鉱物資源の調査、探査、抽出、保護、そして鉱物資源の包括的な利用のための訓練を数多くの専門家に
施し、地球科学の学問の意義を高めた。
かつての長春郵電学院は1947年に黒龍江省の佳木斯市に設立されました。中国北東部では情報と通信エンジニアリン
グを研究する唯一の高等教育機関だった。この大学は教育プログラムの施設が整っており、新しい学問を展開するため
の流れが顕示されていた。過去には情報通信分野で数多くの訓練が専門家に対して施された。
吉林大学は現在5つの地区に8つのキャンパスを持っており、39学部が11分野（哲学、経済、法律、文学、教育、歴史、
科学、エンジニアリング、農業、医学、マネージメント）をカバーしている。吉林大学は基本科学発展のための16の重
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要な学科と8つの拠点を持っている。他の施設としては、人文科学と社会科学のための5つの研究拠点、5つの国立研究
所、教育省により財政援助されている7つの研究所、そして中国政府の他の省によって援助されている11の研究所がある。
マクダイアミッド研究所はノーベル賞受賞者であり、研究所の学術委員会の議長である、マクダイアミッド教授にちな
んで命名された。
吉林大学は様々な学位プログラムを授け、教育において大きな力を持っている。大学院を初めて中国で設立した22大
学のうちのひとつだ。115の学部プログラムと192の修士プログラム、125の博士プログラム、17の博士号取得後プログ
ラムがある。2003年には59,000人の正規学生が入学し、そのうち大学院生は10,000人である。現在5,800人以上の教師が
いる。
吉林大学は美しい大学で設備も整っている。図書館の蔵書数は526万冊で、図書館は教育省の総合リベラルアーツ
インフォメーションセンターであり、中国北東部では唯一の外国の科学分野の書籍を扱っている。さらに人文科学や
社会科学関連書籍を輸入している国立機関である。中国北東部で７つある China Academic Library and Information
System (CALIS) のひとつだ。吉林大学は中国人と外国人学生双方に対して生活施設の確保している。食堂には安価で
美味しく、様々な料理がある。全てのキャンパスには体育館、競技場、バスケットボールコート、バレーボールコート、
卓球場、体操競技場が備わっている。南嶺キャンパス競技場はサッカー場とレーストラックを完備しており、10,000人
の観客を収容できる。
吉林大学は学術交流と提携プログラムを40カ国の、130以上もの大学、学校、研究所と結んでいる。500人以上もの
外国人専門家たちが国際会議に参加したり、講義をしたり、合同リサーチをするために招待された。また、吉林大学
のメンバーは何千回にも渡って外国を訪れている。一年間の外国人学生登録者数は1000人を越える。The College of
International Exchange は外国人学生への教育と管理に携わっている。北東アジア大学学長会議や中国−アフリカ遠隔
教育ワークショップのような地域に特化した活動は成功を収めた。
吉林大学は長い間、中国北東地域における教育、文化、経済界の中で重要な役割を果たしてきた。吉林大学は新世紀
の挑戦に対して信条に従っていく。それは、真実を追究し、革新的であり、最高を目指して努力をし、中国と世界で高
等教育をリードする著名な機関のひとつであるという地位を確保しつづけていくことである。
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新任スタッフ紹介（平成15年度・16年度）
研究協力・国際部国際課
留学生センター棟内の座席表（右下参照）に従ってご紹介します。

課長補佐

市岡

課長

高

北條 泰親

2004年4月から国際課で勤務しています。現在の職
務は旧国際交流課関係の内容ですので、職務で直接
留学生の方と接することはあまりありませんが、そ
れでも今では時々言葉をかわす留学生の方もいま
す。国際化と言われて久しいですが、大学の中のそ
の前線へきたなという感じがしております。

横家
奈美

国際企画掛

国際企画掛
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国際企画掛長

2003年6月にここへ来て以来、留学生
センターに来訪する留学生の方々か
らの活気を感じる毎日を送っていま
す。趣味は階段を見ることです。コ
ンクリート製の年季の入ったものや
変な造りのものが特に好きです。お
勧めの階段がありましたら是非とも
ご一報ください。

今津 衣美乃

名古屋大学に勤務して以来、ずっと
会計関係の仕事をしてきましたが、
今回初めてのインターナショナル分
野で、英語や中国語が飛び交う中、
戸惑いと共に新鮮さと楽しさも感じ
ています。

雪文

2004年9月1日付けで新規採用になり、
国際課に配属になりました。以前の
仕事（ホテルに勤務しておりました）
とは全く異なることもあり、分から
ないことばかりですが、がんばりた
いと思います。

国際交流会館長
加藤 公子
（勤務地はレジデンス )

3年ぶりに、また名古屋大学で働かせていただくこ
とになりました。過去に関わった仕事の進展や残骸
（？）を見て懐かしみつつ、昨年、大学評価・学位
授与機構により最も高く評価された本学の国際連携
活動がさらに充実されますよう、お手伝いできれば
と思います。

細川

2003年4月に留学生課留学生企画掛長
でこちらにお世話になり、本年4月か
らは、国際課国際企画掛長としてお
世話になっております。留学生関係
では、資格外活動許可申請の申請取
次を担当しております。
パパチャリで4番目の子どもを保育園
に送り迎えしております。

課長補佐
（留学生支援室長 )
門林 勝國

留学生課、国際交流課を経験し、再
びここに国際課スタッフとして掲載
していただくことを嬉しく思います。
山の上の事務局にあった国際交流課
から引っ越して来て1年半が過ぎま
す。留学生の皆さんの近くで楽しく
仕事をさせていただいています。

研究協力・国際部国際課座席表

学

合術
田交
流
由掛
美長
子

吉
田
幸
代

事
務
補
佐
員

坂
口
入口

敏
弘

林
佳
生
子

事
務
補
佐
員

皆さん、はじめまして。2004年3月よ
り留学生センターで事務補佐をして
おります。ここでは、窓口他で留学
生と接する機会が多いのですが、母
国を離れ日本にやってきた彼らが安
心して勉学に励み、日本での日々が
思い出深いものとなるよう笑顔と誠
意で対応していきたいと思います。

2004年9月1日に社会連携課から国際
課 短 期 留 学 掛 に 異 動 に な り、 こ の
原稿を書いている時点でちょうど
１ヶ月が経ちました。この時期は、
NUPACE の9月生の受入時期に当た
り、とても充実した１ヶ月になりま
した。留学生関係の仕事は、初めて
で不慣れなため皆様にご迷惑をお掛
けすることもあるかと思いますが、
一所懸命がんばります。
2004年1月から国際課の方でお世話に
なっています。主に名古屋大学短期
交換留学プログラム（NUPACE）関
係の仕事を担当しています。国際課
で働き始めて、いろいろな国々から
来ている留学生の方と接することが
でき、毎日楽しく仕事をさせて頂い
ています。

横
井
利
行

岡
嶋
静
江

短
期
留
学
掛
主
任

事
務
補
佐
員

奥
田
重
美

古
田
知
美

留
学
生
掛
長

2003年4月から留学生関係業務に携
わっています。2003年度は主に民間
奨学金など私費留学生関係を、2004
年度は国費留学生関係を担当してい
ます。

留
学
生
掛

2003年6月に国際課に配属されまし
た。留学生を通じて、世界の文化に
接することができるばかりでなく、
留学生に「日本」を教えていただい
ている気がします。そこで最近では、
古き良き日本を訪ねる旅にはまって
います。

研究協力・国際部国際課 AC21推進室（野依記念学術交流館1階）
国際企画掛

久田 淳子

国際企画掛

2003年4月からＡＣ２１推進室に勤務してい
ます。国際交流課に所属して4年が経ち、5年
目の今年4月には、留学生課と合併して国際
課となりました。新しくなった組織で私も初
心に返り、希望していた国際関係業務に携わ
ることができる喜びを忘れずに、日々邁進し
たく思っています。

留学生相談室
白石 慶子

2004年4月から留学生相談室に勤務していま
す。留学生からの相談業務だけでなく、地域
やボランティア団体との連携や近隣の学校と
の交流活動のお手伝いなどを通して、学ぶこ
との多い毎日です。働きながら学びの機会を
与えられている幸せを感じています。

日本語・日本文化教育部門
李 澤熊

2003年4月に着任しました。もともと留学生
センターの日本語・日本文化研修コースの研
修生で、修了後はそのまま名大の大学院に進
学し、2003年の3月に勉強を終え、再び本セ
ンターに戻ってきました。当時、お世話になっ
ていた先生方のほとんどが今もいらっしゃっ
てとても心強く、楽しく仕事をさせていただ
いています。

短期留学部門
助手

2004年4月に国際課に着任し、現在、名大プ
ロフィール（英語版）等の冊子の発行やホー
ムページ等の広報関係業務と国際学術コン
ソーシアム（AC ２１）関係業務を主に行っ
ています。AC ２１を含めた名古屋大学の諸
活動をより多くの人に伝えられるよう努めた
いと思います。

留学生会館

事務補佐員

講師

滝 智仁

事務補佐員

兼松 英代

会館のサービスが悪いという学生に、ここは
ホテルではありませんと応えながら、チップ
をもらって働いていた昔を思い出しました。
ホテルと寮の違いをひしひしと感じていま
す。

教育交流部門
助教授

堀江 未来

2004年7月より、教育交流部門海外留学室を
担当しています。名大生のキャンパスが世界
中に拡がるよう、様々な形の留学を支援して
いきたいと思います。学内外のネットワーク
を大切にしつつ、少しでも名古屋大学の国際
化に貢献できれば幸いです。

短期留学部門
筆内 美砂

2003年5月から短期交換留学受入れプログラ
ム（NUPACE）を担当しています。着任を
機に関東から名古屋に移り住みましたが、新
天地での生活はまさに国内異文化体験。留学
生の心境をあらためて体感しました。留学経
験を通して、学生の視野と可能性、出会いが
広がることを願っています。

事務補佐員

橋田 るみ

2003年3月から短期留学室でお世話になって
おります。非常勤とはいえ久しぶりの職場復
帰で当初は戸惑いましたが、皆さんの優しさ
と何よりも忍耐に支えられ、楽しく、活き活
きと仕事をさせていただいています。異国の
地で頑張っている留学生の皆さんのお手伝い
ができることを嬉しく思っています。
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名古屋大学には1985年5月留学生が自発的に創設した名古屋大学留学生会があります。その時の留学生数は302名で
した。その留学生会を支えることを目的として、同年11月教職員を会員として ｢ 名古屋大学留学生後援会 ｣ が設立さ
れました。その後、留学生数の増加に伴い ｢ 後援会 ｣ の果たす役割も増えてきました。現在では次の事業を行ってい
ます。

１） 名古屋大学留学生会（NUFSA）の活動への経済的支援
２） 外国人留学生の不測の事故･疾病への経済的支援
３） 外国人留学生に関わる教職員または会員への経済的支援
４） 外国人留学生の賃貸住宅入居に係る連帯保証
５） その他、後援会が特に必要と認めた事項

最近では、留学生会の活動はもちろんですが、｢ 賃貸住宅機関保証 ｣ 事業が大変利用されており、これまで保証人
になることが多かった教職員と個人に保証人を頼まざるを得なかった留学生の精神的負担を大きく軽減したといえま
す。また、国費留学生の奨学金支給の遅延や私費留学生の経済的困窮に対しては ｢ 貸付金 ｣ 制度が多くの留学生の助
けとなっています。さらに、留学生数の増加とともに不測の事故･疾病も多く起きていますが、いずれの場合にも後
援会からの経済的支援は当事者や関係者にとってなくてはならぬものになっています。
このような趣旨をご理解いただき、この後援会による留学生支援事業がさらに拡大し有意義なものとなるよう皆様
からの温かいご協力をお願いいたします。すでに、後援会にご加入いただいている皆様には感謝申し上げるとともに、
引き続きご支援をお願い申し上げます。まだご加入いただいていない方々には、身近にいる留学生への支援として是
非ご寄付くださいますようお願い申し上げます。（１口2,000円 １口以上）

ご加入については、下記までご連絡をお願いいたします。
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名古屋大学研究協力･国際部 国際課

課長補佐

門林 勝國 （℡：052-789-2192）

または、留学生センター教育交流部門

教授

松浦まち子 （℡：052-789-2193）

入管法が変わります
The immigration Control and Refugee Recognition Act will be amended.

「出入国管理および難民認定法の一部を改正する法律」が平成16年12月2日から施工されますので、留学生に関係が
あると思われる部分を掲載します。
The Act Amending Part of the Immigration Control and Refugee Recognition Act will be enforced on
December 2, 2004 and the following is a part of it which foreign students should be informed.

罰金の引き上げ

Raising ﬁnes

不法入国の罪等に関する罰金額の上限が引き上げられます。
●不法入国の罪等 罰金３０万円➡３００万円
・偽変造旅券で入国したり密入国したりした場合
・在留期間を経過して不法残留（オーバーステイ）した場合
●無許可資格外活動の罪

罰金２０万円➡２００万円

・就学生が資格外活動許可を受けずに日雇いのアルバイトをした場合

等

The upper limits for ﬁnes for illegal entry, etc. will be raised.
● Illegal entry, etc. : from 300,000 yen to 3 million yen
・Where an alien has entered Japan with a forged or altered passport or has entered secretly
・Where an alien has stayed beyond the authorized period of stay
● Engagement in activities other than those authorized : from 200,000 yen to 2 million yen
・Where an alien staying in Japan under the status of pre-college student has worked part-time without obtaining permission for
engaging in activites other than those authorized under the status of residence

在留資格取消制度の新設

Establishment of the status of residence revocation system

在留資格をもって在留する外国人について、次の事実が判明した場合には、
在留資格の取消しの対象となります。
① 上陸拒否事由に該当していることを偽った場合
② 活動内容を偽った場合
③ ①、②以外の内容を偽った場合
例：申請人が自己の学歴や経歴等を偽って上陸許可等を受けた場合
④

申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合

⑤

入管法別表第１の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に係る活動を正当な理由が

ないのに３月以上行っていない場合。

When any of the following facts are found with respect to an
alien who is staying in Japan under a status of residence, his/her status of residence may be revoked.
①

The alien has made a false statement that he/she does not fall under the grounds for denial of landing.

②

The alien has made a false statement regarding the activities to be undertaken while staying in Japan.

③

The alien has made a false statement on matters other than those mentioned in ① and ② .
Example : where an alien has obtained permission for landing by making a false statement on his/her own academic records or
qualiﬁcations.

④

A person other than the applicant has submitted a document that is not based on fact.

⑤

The alien staying in Japan under any of the statuses of residence prescribed by annexed table 1 of the Immigration Law has not
engaged in the activities corresponding to those of the status issued for three months or more without justiﬁable reason.

法務省入国管理局発行案内から抜粋
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