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名古屋大学の国際化推進と留学生センター
留学生センター長

最近、米国ハーバード大学人文・

江 崎 光 男

トワークを構築し、本学教職員学生の異文化理解・国際理解を

自然科学大学院（GSAS）の新し
い院長シーダ・スコクポル氏
（Dean

促進し、日本人学生の向上心を育成し、地域の国際化に貢献す
る等、
外国人留学生は多くの役割を担っている。言い換えると、

Theda Skocpol, AM 72, PhD ʼ75）
から同窓者（alumni）宛で寄付依

名古屋大学はこれらの重要な役割を外国人留学生に期待してい
る訳である。逆に、外国人留学生は、日本人学生と同じく、社

頼状をいただいた
（私は PhD 74）
。
書状によれば、新院長として初めて同窓生にこの種の手紙を送
るにあたり、いろいろ考えた末、１つの極めて決定的な点−わ
れわれの基本的使命（our key mission）にはっきりと焦点を
あてることに思い至ったとのことである。それは、世界の最も

会人・職業人・研究者・専門家としての自らの将来を、名古屋
大学に託している訳であり、われわれはこれに応えなければな
らない。
名古屋大学では、現在、1200人を超える外国人留学生が学ん
でいる。大学院レベルで約900人、学部レベルで約200人、その

優れた大学院学生の幾らかを教育すること（to educate some
of the best graduate students in the world）である。そのため
彼らの研究推進を支援し、彼らがよりよい教師になるよう指導
し、彼らの好奇心が趣くところその志を助ける。だから大学院
基金に支援を願いたいとの趣旨であった。このような寄付依頼
状は同大学から年に２、３回くらい送られてくる。時には大規
模キャンペーンもあるが、通常は50ドル、100ドル、いくらで
も結構ということなので、２回に１回くらいは、何かのお役に
立てばというささやかな願いをこめて、ビザ・カードで100ド
ル送っている。もちろん、名古屋大学教員として、名古屋大学
同窓会ならびに名古屋大学留学生後援会に対しても、本学およ
び留学生の皆さんの更なる発展を願って、できる限りの支援を
心懸けていることは言うまでもない。

他研修生・聴講生等である。学生総数に占める留学生比率は、
おおよその値で、全学が７％、大学院が15％、学部が２％であ
る。留学生総数を地域別に見れば、アジアから約1000人（うち
中国が約500人）、欧米から約120人、その他開発途上国を中心
に約100人を数えている。留学生総数を資金別に見れば、国費・
政府派遣留学生が約400人、私費留学生が約800人となる。平成
17年度において、私費留学生のうち約400人が授業料免除を申
請し、その半数強が全額免除となり、半数弱が半額免除、残り
約40人が不適合と判断された。また、私費留学生のうち約400
人が、大学推薦あるいは直接個人で、学習奨励費を含む各種奨
学金へ応募し、約３分の２の応募者が何らかの奨学金（その額
に多寡がある）を獲得している。前述の意味で留学生は名古屋
大学の財産・人的資産であり、優れた留学生の受入れを推進す

昨年10月のタイムズ誌教育付録版「世界の大学・ランキング」
によれば、ハーバード大学は総合で世界１位、名古屋大学は同
129位（日本では、東京大学15位、京都大学31位、東京工業大
学99位、大阪大学105位に続く第５番目）にランクされている。
両者の差は決して小さくないが、名古屋大学も基本的にはハー
バード大学と同じミッションを共有していると志を高く考えた
い。少なくとも、世界で優れた日本人・外国人の大学院生を教
育することは、名古屋大学の基本的目標の１つである。外国人
留学生は、名古屋大学にとって優れた知的成果を生み出すため
の多様な人的基盤の構築に不可欠の要素である。また、名古屋

ると同時に、私費留学生に対しては、奨学金・授業料免除によ
る資金的な支援をできる限り拡充する余地がある。
留学生センター（ECIS）は、外国人留学生に対する日本語・
日本文化の教育ならびに就学上及び生活上の指導助言、海外
留学を希望する学生に対する同様の指導助言、その他学生交
流の推進に必要なことを目的に、1993年４月に設置された。設
置後12年をへて、現在は、
「日本語・日本文化教育部門」、「日
本語教育メディア・システム開発部門」「教育交流部門」
（設置
時は留学生相談部門）、「短期留学部門」
（名古屋大学短期交換
留学生受入れプログラム、NUPACE）の４部門体制の下、専

大学の国際競争力を強化し、国際社会における本学の人的ネッ

任教員15人、非常勤講師20数人、本部国際課の職員により業務
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の遂行と運営がなされている。現在の留学生センターのミッ

留学生センターの教育交流部門では、本学受入れの全留学生

ションは次の７項目である。（１）外国人留学生への日本語教

に普遍的で良質なサービス提供を目指した留学生相談と、日本
人学生を対象とした海外派遣相談・情報提供が行われている。
留学生相談は、全学共同施設である留学生相談室を兼任する３
人の教員が、本学受入れの全留学生に対する学習上・生活上の

育・日本文化理解教育を提供するとともに、日本語教育のた
めの教材開発、教育法の開発研究を行う。（２）インターネッ
トや各種メディアを用いた日本語教育用コンピュータ・ソフ
トウェアの研究開発・提供を行う。（３）外国人留学生の就学
上・生活上の相談に対応し、よりよい学習・生活環境の整備に
貢献する。（４）
「名古屋大学短期交換留学生受入れプログラム
（NUPACE）
」の計画立案、運営を行う。（５）海外留学を希望
する学生への情報提供、支援を行う。
（６）地域社会と連携し、
留学生の地域活動を支援し、地域社会の国際化に貢献する。
（７）
名古屋大学の国際的な学術交流に貢献する。
留学生センターの日本語教育２部門は、これまで名古屋大学
の日本語教育を一手に引き受けてきた。現在、本学の留学生・
外国人研究者・その家族を対象とする標準・集中・オンライン
等の諸コース（全学日本語プログラム）ならびに国費留学生を
主対象とする初級６ヶ月・上級１年の特別研修コース等（特別

あらゆる問題の指導・助言にあたっている。最近は、カウンセ
リング専攻のスタッフが不可欠の要員として加わり、学生相談
総合センターとの連携・分業を含め、総合的な留学生相談の体
制が整いつつある。日本人学生への海外留学相談（担当教員１
人）については、その成果を海外留学者数の年毎の着実な増加
に見ることができる。2004年の名古屋大学生の海外留学者数は
181人（2001年は132人）、
その地域別内訳は、
北米82人、
ヨーロッ
パ52人、アジア35人であった。
留 学 生 セ ン タ ー の 短 期 留 学 部 門（ 担 当 教 員 ３ 人 ） で は、
NUPACE の運営、すなわち学術交流協定に基づく４ヶ月から
12ヶ月の短期交換留学生の受入が実施されている。各部局の協

日本語プログラム）を設け、専任教員８人と非常勤講師24人
により、年間約12000時間（おおよその換算で１人週４〜６回）

力による英語のカリキュラムを特色とし、アジアのみならず欧
米からも多数の応募者を得ると共に、わが国で有数の受入れ数
を誇っている。常時、応募者は受入れ数の２〜３倍に達し、最

の講義がなされている。そのうち約10000時間（全体の80％強）
の講義が非常勤講師によって担当されており、その意味で、本

近は、受入れ者の半数以上が私費留学生（学術交流協定によ
り授業料は免除）である。日本学生支援機構（JASSO）によ

学の日本語教育システムは外部依存度の極めて高い、言わば外
注型のシステムである。このシステムは、他大学も同様、発足
以来10数年、一貫して採用されてきた。法人化の進展で、非常
勤講師経費の常時・大幅削減があるとすれば、平成15年度の外
部評価で高い評価を得た本学の日本語教育も、根本的な改編を

る奨学金の支給は近年減少の趨勢にあるが、平成18年度につい
て、国立大学法人の中では本学のみが支給者数の増加を約束さ
れた。また、NUPACE を媒介とする世界の名門大学との学術
交流協定の締結（新規あるいは部局間協定の昇格）のケースも

迫られるだろう。いずれにせよ、留学生センターの日本語教育
について、既存プログラムの改善・拡充、新技術を駆使したシ
ステム・教材開発、日本語教育からの社会貢献、日本語教員の
養成に加えて、国内外の日本語教育機関と連携しながら世界に
開かれた日本語教育プログラムを運営する（例えば、国費留学
生の枠を越えて日本研究者の卵を受入れる）といった将来への
課題と展望がある。
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増えている。
名古屋大学は、国際交流協力推進本部を設けると共に、国際
学術研究・国際教育交流・国際開発協力・国際交流マネジメン
トを４本の柱（ゴール）に、国際化推進プランを策定した。留
学生センターは、上述の日本語教育、留学生相談、短期留学生
の派遣・受入を通じて、国際教育交流の柱（ゴール）を支え、
名古屋大学の国際交流協力の一翼を担い、その推進に貢献する。

特 集

留学がもたらす心の変化
― 帰国留学生とその家族・友人の声 ―
皆さんは、「留学」についてどのようなイメージを持ってい
るでしょうか。一般的に「留学」というと、海外で語学力や専
門分野の知識を深めることだと考えている方が多いかもしれま

た。彼らの声を通して留学の成果を理解することは、今後の留
学生派遣や受入れの教育活動に活かすことができると考えてい
るからです。特に留学を終えた学生たちにとって、慣れ親しん

せん。しかし実際は、専門知識に留まらず、さらに大きな教育
的効果を秘めていると言えます。母国と異なる環境で生活し、
新しい価値観や習慣、文化を体験することで、個々の中に様々
な変化と人間的成長がもたらされます。その成果は、留学を終
えて母国に戻った学生自身が最も実感しているはずです。

だ環境や人々の中で再び生活をスタートすることは簡単なこと
と思われがちです。しかし、
母国の文化に対して逆カルチャー・
ショックを体験し、留学中に起こった変化によって再適応の難
しさに直面する学生もいます。帰国後に待ち受けていた再適応
のプロセスは、さらに留学生活が続くような異文化体験であっ
たという声も聞きます。留学を終えた学生を母国に送り出すと

では、名古屋大学で学んだ外国人学生、また名古屋大学から
海外へ留学した学生たちは、留学を終えて帰国した今、母国で
どのような再適応のプロセス（過程）を経験し、留学生活を振

き、また迎え入れる立場に立ったとき、学生の内面的な成長に
目を向け、尊重することで、学生の留学体験を一段と活かすこ

り返っているのでしょうか。
今回名古屋大学留学生センターでは、留学の意義を探るため

とができるはずです。
今回のアンケート報告から、留学がもたらす心の変化と意義

に、学生の帰国後の生活に焦点を当て、母国に戻った学生の
感想や心境の変化、また周囲の家族や友人の声を集めてみまし

を理解し、幅広い観点で教育活動に役立てていければと思いま
す。

帰国留学生や家族・友人へのアンケート
2003年10月から2005年３月にかけて、①受入れ交換留学生
（NUPACE）または日本語・日本文化研修生として名古屋大学

を併記しました。
アンケートに協力してくださった方々は、
外国人学生13名（留

に在籍した外国人学生、②名古屋大学から海外の協定大学に留
学した日本人学生、③各留学生のご家族や友人を対象に、メー
ルを通じてアンケートを実施しました。今回のアンケートは記

学期間：１学期間５名、１年間８名、出身国：オーストラリア、

述形式の回答が得られるように質問を設定したため、結果は回
答者の声がそのまま伝わるような形で報告いたします。
ただし、
英文で寄せられたコメントはイタリック体で掲載し、和文概訳

アメリカ、インドネシア、インド、中国、ハンガリー、スウェー
デン、
ポーランド、
ウズベキスタン）、
日本人学生３名
（留学期間：
１年間、留学先：アメリカ、イギリス）
、そして留学生のご家
族や友人の８名です。学生氏名、出身国（日本人学生は留学先
国）および留学期間は、本人の了解を得て掲載しています。
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帰国後の第一歩‐逆カルチャーショック
留学するまでは自然なことに思えた自分の国の文化や生活環境も、帰国してみると驚きや違いとなって見えてきます。
異質であったはずの他の生活習慣を知り、慣れてみると、自分の国で「普通だったこと」も「当然なこと」ではなくなる
のです。

帰国後に感じた逆カルチャーショックは、日
本に来たときよりはるかに大きかったです。元
の習慣に慣れるまで、予想以上に時間がかかり
ました。
日本に来る前は「すべてが違う」と予期して
いたけれど、
そんな
「違い」
も徐々に
「自然なこと」
に変わっていったのです。帰国後に感じた違和
感は自分でも驚きました。

まるで「名古屋が私を変えた」とでも書かれ
ているかのように、自分の変化に誰もが気づく
と思っていました。でも実際は違いました。変
わったと感じていたのは内面的なことで、外見
はそのままだったからです。
帰国後、慣れ親しんだ環境もまったく違った
視点で見るようになりました。難しかったのは、
私がどんな違いや変化を感じているのか、みん
なにわかってもらえないことでした。

I must say that my re-culture shock when I returned to my home country was far
greater than the culture shock I had when I first arrived in Japan. I think it was
because I expected everything to be different in Japan which it also turned out to
be. The thing was that all the strange things became normal after some time and I
discovered that all the things that were supposed to be normal to me in my home
country felt abnormal by the time I returned. This took me by surprise and it took me
much longer time than I had expected until I had adjusted to my old customs again.
（Sven Torringer、スウェーデン‑ 学期）

Coming back to the States, I felt like an entirely different person. I thought it
was as obvious to everyone else as it was to me, like "NAGOYA MADE ME A
DIFFERENT PERSON" was stamped on my forehead. Of course, I quickly found
out that it definitely wasn't as apparent as I had originally thought. I still looked the
same on the outside, but I felt so different inside. I started seeing everything through
different eyes, making entirely different observations of the life I used to live and of
a place that used to be so familiar to me. The hardest part about that was that most
people didn't understand what I was going through. It made it harder to fit in.
（Joyce Alvarez、アメリカ‑ 学期）

母国の環境や物事に驚いたこと、そして、そ
んな「違い」に気づくようになった自分自身の
変化に驚きました。今まで意識していなかった
ことがたくさんあったのですね。

It was interesting that I was surprised by the things that had surrounded me even
before. The point was that I hadn't noticed them and hadn't paid attention to them
before. So I was surprised by two sides - surprise by seeing difference and selfsurprise.
（Akbar Vokhidov、ウズベキスタン‑ 年）

「逆カルチャーショック」に対する心構えはあ
りましたが、それでもやっぱり規律や環境意識
など、自分の町と名古屋を比べてしまいました。

I had prepared for the culture shock prior to returning to Indonesia but I still
couldn't help comparing certain aspects of Nagoya to my hometown, such as
discipline and awareness of the environment.
（Dian Elvira Rosa、インドネシア‑ 学期）

今まで考えなかったようなことも、良し悪し
はあれ、日本と比較するようになりました。で
もうまく適応できたと思います。

I started comparing some things I never thought about how it looked like in Japan,
some of which are better in my opinion, some worse. But all in all, I think I adapted
back well, although I still miss many things, like misoshiru or sushi（although
recently there is a fashion for sushi bars in Poland, unfortunately they are quite
expensive).
（Jan Kietlinski-Zaleski、ポーランド‑ 学期）
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帰国後、具体的にどんな違和感を持ちましたか？
気候、環境、言葉や食生活、人とのコミュニケーションの取り方など、違うと感じる要素はたくさんあります。捉え方
や違いに慣れるまでのプロセスは人によってまちまちです。大きな違和感なくすんなり溶け込む学生や、忙しい生活に
戻って考える余裕がないケースもあるようです。

天気、街の感じなどすべてが違ってしっくりこなかった。よ
く向こうでの生活を考えボーっとしていた。
（日本人学生 A、アメリカ−１年）
日本へ帰ってきた直後は、テーブルの高さや洗面台、ベッド
の高さなど、身の回りのものの高さが低く感じられた。
（日本人学生 B、イギリス−１年）
After my return I started to have serious problems with health. In
Japan I practiced kendo, and I was so keen on it, that I decided to join
kendo club in Poland. This club was totally different from the Japanese
one. Trainings were very hard for me because of the difference in air
humidity, and because I was the only girl practicing. Soon my long
forgotten asthma developed again and I still have it. I stopped training
after 2 months. My body was quite exhausted, I started to have often
respiratory track diseases. I didn’t know that my physical adaptation
will be so difficult.
日本で剣道をやってみてとてもおもしろかったので、ポーラ
ンドに戻ってからも剣道部に参加しました。しかし、湿度の違
いや唯一の女性参加者だったため、練習はとてもきつく、治っ
ていたはずの喘息をぶり返してしまいました。２ヶ月後練習を
やめましたが、まだ回復していません。身体的に適応すること
がこんなに難しいとは思っていませんでした。
（Danka Mizgalska、ポーランド−１学期）
I thought every person around me had really different custom
from me. I could not eat spicy Indonesian food. Also I used many
expressions in Japanese Language such as“ Gommennasai”
“ Arigatou” when I talked with my family, friends, neighbors and other
people whom I met.
周りの人たちが自分とはまったく違う習慣を持っているよう
に感じられました。スパイスが効いたインドネシアの食事が食
べられませんでした。また、家族や友達と話すとき、思わず「ご
めんなさい」
「ありがとう」などの日本語が出てきてしまいまし
た。
（Ambiyah Abdullah、インドネシア−１年）
日本人としてマナーをきちんとしなければならない等で多少
めんどうくさく感じることもありました。また、
（日本で）人が
みんな素直にものを言っていないと強く感じました。
（佐藤史子、アメリカ−１年）

As a basic conclusion to all my observations, I have realized that
the thing my country lacks is“ Planning” which the Japanese are
extremely good at. In Japan, life was more convenient and I could do
a lot of things in a given day whereas I have to do a lot of running
around and make efforts to do even half as much back home.
日本と違って、私の国は「計画力」が足りないと思います。
日本では物事をとても効率よくこなすことができましたが、こ
ちらに戻ってきてからは、あちこち走り回ってがんばっても半
分のことしかできません。
（Apoorva Agrahari、インド−１年）
Unfortunately, I lost quite a few words from my English vocabulary
that weren’t used or heard while I was in Japan.
日本であまり使わなかった英語表現をかなり忘れてしまいま
した。
（Ed Gallagher、アメリカ／１年）

違和感を抱くよりも…
I returned to the US just in time to start my senior year, which was
very busy for me. I didn’t have a place to live when I came back either,
so I was focused on finding an apartment and buying a new car etc. I
had so many other things on my mind that I really didn’t have time to
think about the many differences between life in Japan and life in the
US until later, after I was settled in.
アメリカに帰国してすぐに学校が始まったため、住む部屋を
探したり車を買ったりと忙しく、日本とアメリカの違いを考え
る余裕はありませんでした。生活に落ち着いてようやく違いを
考えるようになりました。
（Ed Gallagher、アメリカ−１年）
特に違和感はありませんでしたが、留学した時はゆっくり生
活ができたけど帰国してからは何もかも早くしなきゃならない
気がしました。他の人より就職とかが遅れてないか心配してた
からだと思います。まるで現実に戻った感じでした。
（ソン・ミンジュン、韓国−１年）
特にありませんでしたが、日本に戻っていきたいという気持
ちが確かに強くなってきましたが、将来は、日本で研究するテー
マについて詳しく知識を広げていきたいと思うようになりまし
た。その他、何も馴染めないことは無かったのです。
（Zentai Judit、ハンガリー−１年）
The first month was the worst in that I missed living and travelling
in Japan but I was also happy to see my family and friends and to eat
yummy Indonesian food again!
初めの１ヶ月は日本の生活や旅行の思い出がなつかしくてた
まらなかったですが、家族や友達と再会できたことや、おいし
いインドネシアの食事をまた食べられたことはうれしかったです。
（Dian Elvira Rosa、インドネシア−１学期）
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帰国後、生活に慣れるまでどのように過ごしましたか？
一般的に、帰国してから元の環境に落ち着くまで平均して３ヶ月程度かかると言われます。再適応のプロセスはさら
なる「異文化体験」です。焦らず、留学先の文化や友達とつながりを保つことや、留学で得たよさをさらに発揮する場
を持つことで、少しずつ生活に慣れることができるでしょう。

なるべく忙しくしていました。また、日本で
会った友達と連絡を取っていました。帰国後す
ぐに学校が始まったので元の環境にすぐ慣れま
したが、日本がとてもなつかしかったです。

I tried to keep myself busy, and I also kept in touch with a lot of friends I met
in Japan. It didn’t take too long to feel settled because my semester here started
immediately after I got back home, but I did miss life in Japan quite a bit. It’s nice
that there are lots of Japanese restaurants and shops here in Sydney, so that helped a
lot too, when I was missing Japan.
（Mary Jung、オーストラリア−１学期）

正直、まだ完全に落ち着いたとは思いません。
常に「名古屋での生活」が自分の中に残ってい
て、アメリカの環境に一生懸命合わせようして
いる自分がいます。

To be honest, I don’t quite think I have settled just yet. Part of me still thinks I
am always constantly trying to adjust. I see“ feeling settled” as being able to feel
more like my old self again. However, because Nagoya is always somewhere near
the forefront of my mind, I don’t think I ever quite settled back into my old life
completely. Instead, I had to make some hard changes in my old American life. First,
I had to cut back on a lot of foods I used to love to eat on a regular basis. Most of
my first week back in America found me with a stomachache. I could no longer have
more than one item at McDonald’s at a time, or more than a slice of pizza in one
sitting. I couldn’t even drink an American sized glass of soda. I spent more time on
our Japanese side of town this year, eating yakiniku and curry rice.

マクドナルドのメニューやピザ、炭酸飲料な
ど、どれもアメリカサイズで大きすぎて、昔の
ようには食べられなくなってしまいました。最
初の一週間はお腹が痛くなったほどです。よく
日本食を食べていました。
同じ大学から名大の交換留学プログラム
（NUPACE）に参加した仲間がいたことで、一
緒に名古屋での生活を思い返していました。
戻ってから環境に慣れるまでの大変さも、自分
たちにとっていいことなのだと安心できて、支
えになりました。
名古屋で出会った世界中の友達と E-mail、電
話、贈り物をしたり、再会の場を設けたりしま
した。

I was also lucky enough to have at least one of the NUPACE kids in my school that
I could call and arrange to meet on a regular basis. We spent a lot of time sitting over
dinner and dessert recounting our memories, and serving as a constant reminder that
Nagoya was real and all of our good times actually happened. We also provided a lot
of support for each other, reassuring that the difficulties we were having were valid.
I also spent a lot of time keeping in contact with my NUPACE/Nagoya-made
friends. There have been a lot of emails, phone calls, and packages that have been
exchanged from around the world this past year. We have even conducted a few minireunions here and there, and continue to do so as time goes by.
（Joyce Alvarez、アメリカ−１学期）

私は積極的に対処しませんでした。その時はやらなければならないことが
いっぱいあって、自分の気持ちなど考える時間もなかったようです。それか
ら１ヶ月も経たないうちにもう完全に慣れたと覚えています。ですから特に
何もしなくてもいいと思います。
（袁 鐘、中国−１年）
気持ちは３ヶ月くらいで落ち着きましたが、
健康面は５ヶ月くらいかかりました。喘息の回
復はもう少し時間がかかるでしょう。

Emotionally it took me about 3 months. Physically maybe 5 months, but to treat
asthma I will need same more time.
（Danka Mizgalska、ポーランド−１学期）

母国の環境にはだいたい慣れましたが、それ
でもまだその過程とも言えるかもしれません。
３ヶ月から３ヵ月半くらいかけて山場を乗り越
えました。

Generally I have adapted to national conditions. In some meaning sometimes I feel
it’s still going on. However, the main process has finished in about 3-3,5 months.

ときどき間違えてお辞儀をしてしまいますが、
日本語を忘れないよう、大学の日本語コースを
取ったり、マンガや日本の映画を観るようにし
ています。

I still bow by mistake sometimes. I try not to loose touch with Japanese. I also took
a course at my university I was put in the third year, I read manga and watch some
Japanese movies.

環境に慣れるまで家族や友人のサポートがと
ても大きかったです。自分を受入れてくれ、自
分たちの生活習慣や文化をあらためて説明して
くれたことは、適応の過程で一番大切だったと
思います。

During adaptation, I had a good support by my close people（family, friends and
so on）
. I guess their emotional help was the most important part of my adaptation.
They reopened and explained the national conditions and specifics again to me.
（Jan Kietlinski-Zaleski、ポーランド−１学期）
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留学して特に変わったこと、成長したと思うことは何ですか？
新たな自信が生まれて自立したと思うこと、人とのコミュニケーションや出会いに積極的になること、興味・関心が広
がるなど、どの学生もさまざまな成長を実感しているようです。

変わったというよりも、進歩したのだと思い
ます！「相手」の状況にもっと心を配るように
なりました。適度にお金を使うようにもなりま
した。謙虚な姿勢や言葉遣いを心がけるように
なり、自然や自分の国のよさを理解するように
なりました。前よりきれい好きになったと思い
ます。

Rather than saying that I have changed, I would say, I have evolved!! My stay in
Japan has really made me a better person especially in terms of sensitivity. I pay
much more heed to“ the other person” now and their situation. I have become slightly
spendthrift but not unnecessarily lavish. I forgive more and have become particular
about using humble words. I show more humility rather than pride. I have started to
appreciate nature and my country and its rich culture all the more. I have become
very cleanliness conscious than I was before living in Japan.

物事の「質」にこだわるようになりました。
旧友だけでなく、新しい出会いに対しても前向
きになりました。人間関係も変わることを実感
しました。

I think to some extent I have become sort of stringent about“ Quality” in
everything. I had got over with the loneliness syndrome which had bothered me so
much in Japan. I opened up to new people and moved on though I kept in touch with
the old ones. I realized things change, so do people and our relationships.
（Apoorva Agrahari、インド−１年）

日本に行く前よりも、たくましくなったと思
います。精神的に自立した感じです。日本人だ
けでなくいろんな国から来た人たちと一緒に住
むことで、他の文化に対して前よりも寛容にな
りました。視野がぐっと広がったことに感謝し
ています。

I think I feel a lot stronger than I was before I went on exchange to Japan. I think
the experience helped me to be more independent and become more myself, if that
makes sense. From being in a position as an exchange student in a foreign country, I
learnt how to adapt to foreign situations and to live independently. Being with not just
Japanese people, but people from other countries also, helped me to become more
open-minded. I had previously thought that I was already quite open to other cultures
before I went on exchange, but being in Japan widened my view considerably, and I’
m thankful for that.

人間関係やコミュニケーションに自信を持
ち、積極的になったと思います。
たぶん、海外経験のおかげで、自分自身のこ
とをもっとよく知り、たくましくなったからだ
と思います。

I am definitely more assertive than before in my relationships and communication
with others, though I’m not sure why this is so. Perhaps just from knowing myself
better and becoming stronger from the exchange experience.

自分の進路の幅が広がりました。海外に長期
間行くことに対して不安や恐れがなくなりまし
た。

I’ve become much more open to my career taking me to foreign countries (and
especially Japan!) The whole experience has taken away some of the worries or fears
that I used to associate with going overseas for long periods of time.
（Mary JUNG、オーストラリア−１学期）
留学前、私は自国の新聞だけ読みます。そしてその中の観点をすべてその
まま受け取ります。そばの人々もほとんど私と同じですから、ほかの人もす
べてそうだと思いました。しかし、留学中、私はいろいろな国の人と接触し
ました。そして同じことに対しても、ぜんぜん違う観点を持っている人がい
ることがわかりました。それは立場、教育、環境などいろいろな原因があり
ます。誰が正しい、誰が間違ったとはいえません。
（袁 鐘、中国−１年）

新しい興味：漢字を勉強したり、陶器を集め
たり、剣道を始めたり、興味が広がりました。
お箸で食事をしてみたり、
（静かに）
「いただき
ます」と言うようになりました。姿勢（特に背骨）
にいいので、正座もします。

New interests: I learn kanji, and started to collect pottery, kendo.
New customs also changed in some ways. I eat sometimes with chopsticks, say
itadakimas silently, I like to seat in Japanese style, which is very good for my back
bone.
（Danka Mizgalska、ポーランド−1学期）
まず、留学してからは性格がもっと明るくなりました。韓国で普通に学校
通ってたときはそんなに多くの友達と会える機会がなかったからです。勉強
の仕方も留学前はいつも机で本ばかり見ながら勉強しましたけど、留学して
からは本だけではなく日本語で話したり日本のドラマとか映画とかを見なが
ら勉強するようになりました。もっと自由に勉強してます。
（ソン・ミンジュン、韓国−1年）
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自分の人生や目標に対して自信を持ち、希
望を持つようになりました。自立して、自分の
言動に責任を持つようになりました。また、周
りの人の行動や外見に対しても寛容になりまし
た。

I feel I have become more confident and more hopeful on my goals and strategies
in life. I have learned to be more impassive but more self-confident and purposeful;
to try to be more independent in life and to be self-responsible; to be patient to other
people and their outlook.
（Akbar Vokhidov、ウズベキスタン−1年）

日常生活への感謝

何でも食べるようになりました。あまり食生活に恵まれた環境ではなかった
ですし、食べ慣れないものも食べなければならない状況の下にあったことに
よって、今では何でも感謝して食べます。
また、人とのコミュニケーションの取り方がうまくなったと思います。留学
前は人見知りがひどく、人と打ち解けるのに時間がかかりましたが、今では自
分から話しかけていくほどです。自分の意見もしっかり言うようになりました。
日本では少し、傲慢というか主張しすぎだととられないか多少の心配もありま
すが。
自分が正しいと思うことを自信を持って主張することができるようになりま
した。周りにあわせることは必ずしもいいことではなく、結果的にあわせると
いうことになっても、それは納得の上にすることの重要性がわかりました。
（佐藤史子、アメリカ−1年）

人とのコミュニケーションについて

物事の捉え方の変化

視野と関心の広がり

友達の作り方

意思疎通の不自由さを体験してみて
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☆人に流されることなく自分で考えを貫けるようになった。
（以前は本当に人
に流されやすかったので。
）
☆いろいろな考え方や捉え方ができるようになった。
☆くよくよしなくなった。ポジティブに考えることが多くなった。
☆大ざっぱになった。細かいことを気にしなくなった。
☆世界情勢、政治にも関心を持てるようになった。
☆人生についてすぐ先のことだけでなく、より先のことから人生そのものに
ついて広く考えるようになった。
☆あきらかに体型が丸くなった。
（日本人学生 A、アメリカ−1年）
☆友達の作り方、つきあい方が変わったと思う。留学先で、友達は、 一度出
会えば次の瞬間はもう友達 、また、 友達の友達は、自分の友達 、という
つきあいをした。新たな友達の作り方を覚えた。
☆外国語を使って不自由な生活をしていたことで、帰国後、日本語を使って
不自由なく意思疎通をできる生活に感謝するようになった。帰国直後はこ
の思いが非常に強かったが、帰国後3ヶ月たった今でも、日本語を使って、
問題なく意思疎通を行える環境で生活していることを自然とは思うが、当
然とは思わない。このような経験を通じて、以前より、外国人として日本
に住んでいる人の苦労がわかるようになったと思う。
☆わからないことをわからないとはっきりいうことに抵抗がなくなった（対
外国人とのコミュニケーションに限るが）
。英語で話すとき、自信を持って、
What do you mean？ と聞けるようになった。
（日本人学生 B、イギリス−1年）

留学体験‐家族や友人の目から見て…
留学体験は学生自身だけのものではありません。迎え入れる家族や友達も、学生のさまざまな変化に気づき、学ぶこ
ともあるはずです。
「留学前」の学生を知っているからこそ、
「留学後」の成長がより鮮明に見えてくるのかもしれません。
ここでは、学生の家族や友人のコメントをご紹介します。

■ 帰国後、留学生にどんな変化や成長が見られましたか？
☆家族と一緒によくでかけるようになった。
☆交友関係が広くなった。
（日本人学生 B・親、イギリス−１年）

S h e i s e v e n m o re o rg a n i z e d . S h e
understands growing children, toddlers,
teenagers and their problems as much as
she understands those of the aged and
handicapped. She is very particular about
details now. More tolerant but sometimes she
gets upset about people not understanding
her. She speaks to different people in
different ways according to people.
前よりも計画的で寛容になりました
が、自分の考えをわかってもらえないと
気分を害すこともあります。
さまざまな年齢層や境遇の人たちにつ
いて理解を示し、細やかなことに気を配
るようになりました。人によって話し方
を配慮するようになりました。

☆彼女は大人っぽくなり、少し我慢強くなりました。
（Zentai Judit・親、ハンガリー−１年）

S h e h a s o p e n e d u p t o a d d re s s i n g
international issues as much as those
within our country. She has become more
sensitive about the unprivileged. She is
more concerned about the environment
and pollution problems across the world.
She keeps telling us about Japan and how
things should change in India. She speaks
about international problems and the United
Nations which gives me a lot of hope that the
present generation can do a lot about world
peace because they understand a lot about
international affairs, at least more than our
generation. I think it is for her stay in Japan.
国内事情に加えて国際的な問題、世界
の環境問題などにも目を向け、話すよう
になりました。特権が与えられていない
人たちの状況も意識するようになりまし
た。

She has become more adaptive in her surroundings, and is very
capable of responding intelligently to situations that would normally
prove difficult for people of her age. She also sounds very respectful
and is more open minded to the ways and practices of other cultures.

She has managed to understand a lot
about it (Japan) by being there rather than
reading about it when she hadn’t
been there. She has more facts to tell.
We often ask her regarding certain things
in Japan and she is either very clear about
them or she clearly says that she isn’t very
sure so that she doesn’t give us any wrong
information.
日本について間接的に知っていたこと
も、実際に見てきたことで、具体的な事
実を伝えられるようになりました。正し
いかどうかわからないことには、間違っ
た情報を伝えないよう配慮し、はっきり
「わからない」と言うようになりました。
（Apoorva Agrahari・親、インド−１年）

彼女の年齢ではなかなか難しいことだと思いますが、その場
その場の状況を把握し、的確に対応することができるようにな
りました。他の文化を尊重し、受入れる姿勢を身につけたと思
います。
（Joyce Alvarez・兄弟、アメリカ−１学期）

■ 留学生が生活に慣れるまで、どんな様子でしたか？
過ぎた時間は決して戻ってこない（そしてタ
イムマシンなんてありえない！）と彼女は思っ
ていますが、それでも日本の写真を見たり話
したりしては思い出にふけっています。日本の
ような良さに欠けていることにはフラストレー
ションを感じることもあるようですが、それが
どうあるべきか指摘してくれます。元の環境に
はゆっくりと慣れてきました。たぶん、フラス
トレーションを感じないために環境に慣れるこ
とが必要だとわかっているからでしょう。

She was and she still is very nostalgic about it but she says that she doesn’t want
to believe in the concept of time machine! The time that has gone by never comes
back. But she still browses through her pictures from Japan and tells us stories. She
sometimes gets frustrated about things not being as good as in Japan. But at the same
time, she points out what needs to be done. She slowly has adjusted back to life here
because she probably understands that adapting to the surroundings is the only way
to avoid frustration.
（Apoorva Agrahari・親、インド−１年）
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帰国してから３ヶ月ほど、名古屋の生活を思
い出してよく泣いていました。自分の国の生活
習慣などについて、よく不満をもらしていまし
た。

For three months after she returned, she always cried because she missed Nagoya.
During that period, she always complained about the condition around her, especially
about the custom.
（Ambiyah Abdullah・友人、インドネシア−１年）

私の弟はとても穏やかな性格なので、フラス
トレーションや衝突などの感情をあらわにする
ことはあまりありませんでした。博士課程でま
た日本に戻りたいと言っているので、日本の生
活が気に入り、なつかしく思っているはずです。

My brother is a very calm person and does not seem to show such feelings like
frustration, nostalgia or conflict. But he keeps talking bout his plans to go to Japan
for doing a doctorate at his major. I think he does like it (life in Japan) and misses a
lot.

お箸を使っていろいろなもの（クッキーなど
も）食べるようになりました。日本語とポーラ
ンド語の違いを説明してくれたり、持って帰っ
てきたたくさんのマンガを読んだり、留学中の
友達と連絡を取ったりしています。
600枚以上ある写真をいつも見せながら、日
本とポーランドの文化や伝統の違いを比べて話
しています。

Since returning from Nagoya my brother have started eating half of his meals
with Japanese sticks, including cookies. He also went for Japanese classes of which
he keeps talking almost every day, informing me what the differences between
our languages are. He also brought lots of manga books, and reads them in the
meantime instead of Polish. Once in a while he meets with people that he met during
the scholarship, he keeps contact with them, at least with those who live in nearby
countries. He talks about it (life in Japan) a lot. He keeps showing the pictures,
which he owns over 600 from the study abroad I think, to every single member of our
family or friends that he meets and keeps comparing our traditions and culture with
Japanese one's.
（Jan Kietlinski-Zaleski・姉、ポーランド−１学期）

■ 留学生の経験を通して、あなた自身どんなことを感じましたか？
外国人を身近に感じるようになりました。海外には行ったこ
とはないのですが、世界を近く感じるようになりました。
（佐藤史子・親、アメリカ−１年）
父：子どもが留学中に留学先から送る写真などをみて、自分も
そこに行きたいという気持ちを強くした。そして実際子ど
もを訪ねて家族で旅行した。
母：以前はまったく興味がなかったが、子どもが留学し、E メー
ルで連絡を取り始めたのをきっかけに、パソコンの操作や
インターネット、E メールでのやりとりに興味をもち、留
学期間を通じて、それらの技術がかなり上達した。
（日本人学生 B・親、イギリス−１年）
We have observed that she has changed for better and she talks to
us about it. But when she tries to tell us that we should change, I find
it difficult to do. Because I believe she is somewhat flexible considering that she is young but we have already become what we had to, so
it’s difficult for us to change ourselves with the ease with which she
can change.
彼女はとても成長したと思いますし、彼女自身もそう言って
います。でも、私たちも同じように変わるべきだと言われると、
それは難しいように思います。彼女は若く柔軟性がありますが、
私たちはすでに自分というものが確立されていて、彼女のよう
にすっと変わることはできないからです。
（Apoorva Agrahari・親、インド−１年）
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Joyce is originally from Guam, which is where my family and I still
reside. A great deal of what happens in Asia also affects our lives in
some way. Through Joyce, we were able to learn about lifestyles that
exist thousands of miles away. As diverse as Guam as, the cultures of
other people are very important to us, and Joyce basically added to
our knowledge and understanding of that.
私たちはグアムの出身です。グアムが多様な文化であるよう
に、他の文化は私たちにとって大切なものであると考えていま
す。ジョイスはそんな私たちの知識と理解を深めてくれました。
Joyce and I talk about it (her experience) all the time. It’s something
that she really enjoyed, which is why in my opinion, she opted to
return there. It’s a topic of great discussion in our family, because her
experiences there are unique to her. None of us have gone experienced
being immersed in a totally different culture and its surroundings. It’s
something that we can learn about from her.
いい経験だったからこそ、また日本に戻ろうと決めたのでしょ
う。まったく違う文化につかることができたのは家族の中でも
彼女だけで、いろいろ学ぶことができました。
（Joyce Alvarez・兄弟、アメリカ−１学期）

留学体験を振り返ると、その成果や意義は何だと思いますか？
多くの学生に共通する意見と、ご家族の方々の感想です。

前よりも自立し、考えがさらに広がりました。
柔軟性と理性を身につけたと思います。

I have become more independent and freer in my thoughts. I have become a more
flexible and a more responsible person after my stay in Japan.
（Apoorva Agrahari、インド−１年）
大人っぽくなったことでしょう。問題解決の力を身につけ、世界について
の見方、将来のことをまじめに考えるようになりました。貴重な経験でした。
今も、よく使えると思います。これから留学する方々にも非常に大事な思い
にもなれるし、一生で使える経験だと思います。
（Zentai Judit、ハンガリー−１年）

留学生センターで受けた授業からたくさんの
ことを学びました。授業の進め方や勉強の仕方
がインドネシアとは大きく違い、自分の意見を
言うことや創造的な考えを持つことに意識が向
くようになりました。

I also gained a lot of benefits from the classes I took in ECIS because there is
a sharp contrast between the in-class studying/learning process in Indonesia and
overseas. I felt encouraged to be more outspoken and creative in my way of thinking.
（Dian Elvira Rosa、インドネシア−１学期）

人に支えられているということ

自分は人に支えられて生きているということを実感しました。自分で何で
もできていたのに、
（実際にはそうでなくても、生活する面では）言葉も生活
習慣も全く異なる国で生活するという状況において、私はいろいろな人の助
けを借りなければならないことが多々ありました。自分から心を開いていくこ
とによって、相手も自分を助けてくれる、または理解してくれる、理解しよ
うとしてくれるということを実感しました。その結果として人とコミュニケー
ションをとることは得意ではなかった私が今ではそれを楽しんでいます。同
じ日本人同士ではあまり見えてこない相手を受け入れるということの重要性
を学びました。相手が自分と違うから合わないのではなく、なぜ違うのかど
う違うのかを考え、それを受け入れるということは、相手が自分を受け入れ
るきっかけになります。もちろん勉強の面でも大変なことはたくさんあった
し、
自分がそれを乗り越えたことは自信を持っていうことができます。しかし、
それ以上に人との出会い、また付き合いを通じて自分が人間として成長でき
たこと、そしてさらに今後成長する手がかりをたくさん残せた留学経験にな
りました。
また自分自身がすごく日本人であることを実感しました。私という人間は
日本の文化、美徳を基にしており、それが核になっています。私が今個人的
に思うことは、日本人としての自分をしっかり持つことが自然な自分でいれ
ることだと思っています。自分の文化を誇りに思い、相手の文化を受け入れ
るということです。私は日本人の気の利かせかたが大好きです。謙虚なとこ
ろも大好きです。ほかにも日本の好きなところ、誇りに思えることをたくさん
発見しました。
（佐藤史子、アメリカ−１年）

自分の文化を再認識

積極性とその成果

毎日が発見の連続で、学んだことは数え上げればきりがない。当然と思っ
ていた価値観が崩され、ともすれば、日本の非常識が現地の常識というよう
なことも体験した。留学で学んだことは、価値観は国や文化によって全く違
うものであり、それを排除するのではなく、どうすれば共存できるのかを模
索することが大事である、ということである。
また、留学を通じて学んだことを一つあげるとすれば、積極性の大事さで
ある。友達を作るにしても、授業に参加するにしても、自分の知らない世界
に足を踏み入れるにしても、常に必要なのは、積極性だと思う。受け身で自
分に運が向くのを待っているだけでは、幸運には出会えても、それ以外の運
は掴めない。プライドを捨て、既成の価値観を捨て、勇気を持って、積極的
に行動すること。そうすることで、運を掴み、友達を増やし、授業で成果を
出すことができるのだと思う。一番楽なのは、安穏と自分の殻に閉じこもっ
て日々を過ごすことかもしれない。しかし、一番楽しいのは、恥をかき、失
敗をして、友達に励まされ、成功を人と分かち合ったときにこそ感じられる
ものかもしれない、と思う。積極的に行動し、努力して得られる楽しさほど、
至上の喜びを感じるものはない。
積極性の大切さを教えてくれたという意味でも、留学は、私にとって大変
意義深い。
（日本人学生 B、イギリス−１年）
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留学経験は弟に大きな影響を与えました。小
さなこと（例えば食べ方ひとつにしても）違う
やり方や考え方ができることを学んだと思いま
す。彼の将来にも長く活かせる貴重な経験だと
思います。

Studying abroad seems to be a very interesting and exciting experience, it had a
big influence on my brother. It made him learn how to think in a bit different way and
in how many different ways even the most simple things can be done, even like eating.
I am sure it is a very valuable experience for him that he will remember and use in
his future life.
（Jan Kietlinski-Zaleski・姉、ポーランド−１学期）

彼女の夢がさらにはっきり見えてきたと思い
ます。世界全体のよりよい将来を目指すことの
できる、思いやりのある女性に育ったことを本
当にうれしく思います。

It has given her a direction to her dreams and she is surer about what she wants.
For us, it’s an absolute pleasure to see her grow as an ambitious and sensitive young
woman with dreams of a better tomorrow for the whole world.
（Apoorva Agrahari・親、インド−１年）

（留学は）
「学ぶ」ための最適の手段だと思い
ます。人は経験したことを忘れないものです。
他の人々の生活は、そこに住んだ人に聞くこと
が一番ではないでしょうか。

It’s the best way to learn. People never forget things they’ve experienced.
Who better to teach others about the lives of others, than those that have lived it
themselves.
（Joyce Alvarez・兄弟、アメリカ−１学期）

おわりに
いかがでしたか。留学期間は１学期から１年間と差はあっても、短期間に吸収したことは、大きな成果や達成感となって表われて
いることを感じ取っていただけたでしょうか。今回のアンケートは１年未満の留学経験者を対象としていますので、正規学生として
長期に渡って学ぶ留学生とは感じ方やインパクトが少し異なるかもしれません。しかしどんな留学生であっても、帰国後、母国の環
境や人間関係に適応する過程は、学生が留学先で学んだことを消化する期間としてさらなる成長を促してくれます。時間の経過とと
もに自分が経験したことを振り返り、考え直し、新たな自分を確立していくからです。留学経験は一生続く、と言われる理由はここ
にあります。
帰国留学生にとって、自分が体験したことや感じたことを話す場はとても大切となります。人に伝えることで、留学中に蓄えられ
たエネルギーがバランスよく発散され、自分自身の気持ちを整理したり、好奇心を満たす助けとなるからです。実際、このアンケー
トを回収した際、一人ひとりのコメントはうれしさや充実感にあふれており、編集しきれないほどの量が集まりました。すべてご紹
介できないことが残念です。自分に対する自信、将来の選択肢が広がったこと、さまざまな境遇の人たちにも共感できるようになっ
たり、感謝の気持ちを持つようになったりと、留学がもたらす収穫は確実に目に見える形、見えない形となっていくつも存在します。
学生を支える私たちが信念を持って留学生活をサポートし、助言していくことは、またひとつの大きな「教育」であると言えるの
です。
短期留学部門（NUPACE） 筆内 美砂
留学生相談室 髙木 ひとみ

＊特集記事に関するご質問・ご感想、また今回掲載できなかったコメントをご覧になりたい方は、短期留学室の筆
内美砂宛にご連絡ください。
（Email: fudeuchi@ecis.nagoya-u.ac.jp）
＊名大生の海外留学について詳しい情報をお知りになりたい方は、海外留学室のホームページをご覧ください。
（URL: http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/abroad/index.html）
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The University of Sheﬃeld
Emma Brealey and George Kane (United Kingdom, NUPACE 2004-2005)
The University of Sheﬃeld is spread around the epicentre
of one of England s most famous industrial cities. Sheffield
is situated in the northern central part of England, just off
of the M1 motorway. If you re wondering where you have
heard the name Sheffield before, you may need to take a
look at the back of your knife. Sheﬃeld is world renowned for
its superior quality steel. More recently it has become notorious for being the setting for the ﬁlm The Full Monty. Even
Prince Charles has been caught jiggling his hips to the beat of
Donner Summer s song, Hot stuﬀ , when he visited the city.
There are also two major football clubs, Sheﬃeld Wednesday
and Sheﬃeld United, an avid supporter of the latter being the
Sheﬃeld-born actor Sean Bean.
The best feature of Sheffield is the fact that it combines
urban living with rural surroundings. With Sheffield being

the University of Sheﬃeld has been voted the UK University
of the Year , and as having the best social life rating and the
best Students Union services.
Graduates of Sheffield University include Sir Hans Kornberg（world-famous biochemist）
, Stephen Daldry（ﬁlm director of Billy Elliot and The Hours ）
, Helen Sharman（Britain s ﬁrst astronaut）
, Amy Johnson（pioneering aviator of the
1930s）
, Michael Palin（the former Monty Python member, author and traveller）
, Joanne Harris（author of Chocolat ）and
Eddie Izzard（comedian and actor）as well four Nobel prize
winners for Chemistry.
The University of Sheffield celebrates its centenary this
year, even though its history as individual colleges extends
further back to as early as 1828. When it was oﬃcially founded in 1905, there were 114 full-time students - a huge contrast

the UK s fourth largest city, there are plenty of things to
entertain the students who come to study at Sheﬃeld from
all around the country, and indeed the world. Yet Sheﬃeld is
right on the edge of the beautful Peak District, providing opportunities to escape the city in twenty minutes to go walking, rock-climbing or even hang-gliding. That is not to say

to today, where over 25,000 students are enrolled at the university.
Campus life can be descibed as fervent. The many university societies and clubs provide excellent opportunities for

that there is a lack of greenery within the city; Sheffield is
England s greenest city with 150 woodlands and 50 public

caving and ultimate frisbee. There are over 150 societies
ranging from the debating, philosophy, theatre or dance soci-

parks, several of which surround the university itself. The
hills of Sheﬃeld have to be seen to be believed. Whilst adding a certain charm to the city, they are also the reason for
many students complaints about the challenging walk home
- for example, on Hands Hill one has to use the hand rails to
heave oneself to the top.
Sheﬃeld is also a great place to go out and have fun. The
city caters for people of various tastes. There are many clubs
dotted all over the city brimming with young people. The
Students Union runs its own club nights which alternate the
style of music played throughout the week. Sheﬃeld also has
plenty of bars to go and socialise in. From the bustling and
lively to the quiet and relaxing, there are places to go for
everyone. Sheffield also boasts a wide range of restaurants

eties to the tea-drinking, shiatsu massage or Guinness appreciation societies - or there is even the Flying Teapot Circus !
Sheﬃeld has a high retention rate of students because many
ﬁnd it diﬃcult to leave the place that has provided them with
so much during the course of their degree.

students to socialise whilst engaging in common interests.
Examples include sports teams like rugby, hockey, swimming,

and take-aways to suit all; anything from a traditional English
roast dinner on Sundays to Spanish restaurants and curry
houses.
The University of Sheffield has an excellent reputation,
both academically and socially. In various university guides
ECIS NEWS 21
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シェフィールド大学（イギリス）
シェフィールド大学はイギリスの主要産業都市のひとつである中心地に広がっています。イングランドの北部中央、
M １高速道路を降りてすぐのところに位置します。「シェフィールド」という名前を以前聞いたことがあっても、どこ
で聞いたか思い出せない場合は、持っているナイフの裏面を見てみるとよいかもしれません。シェフィールドは高品質
の鋼鉄で有名な町です。最近は、
「フル・モンティ」という映画の舞台になった町として知られています。あのチャー
ルズ皇太子でさえ、この町を訪れた際、ドナー・サマーが歌う（映画の主題歌） Hot Stuﬀ” に合わせて腰を振っている
姿が目撃されているほどです。サッカーでは、
２つのクラブチームが有名です。
「シェフィールド・ウェンズディ」
と
「シェ
フィールド・ユナイテッド」です。シェフィールド・ユナイテッドの熱狂的なサポーターには、シェフィールド出身の
俳優 Sean Bean（ショーン・ビーン）もいます。
シェフィールドの一番の特徴は、都会の生活と田舎の環境が混ぜ合わさっていることです。イギリスの第４番目の大
都市であることから、イギリス全土、また全世界から集まる学生を楽しませてくれるものはたくさんあります。さらに、
シェフィールドは美しいピーク地方の端に位置し、20分も行けば都会を離れて、散歩を楽しんだり、ロッククライミン
グをしたり、ハンググライディングすらできるような環境にあります。だからといって、町の中の自然が少ないという
わけではありません。シェフィールドはイギリスの「最も緑豊かな町」であり、150もの森林地帯と50もの都市公園が
あります。
大学は実際いくつかの公園に囲まれています。
シェフィールドの丘陵の眺めは、
本物を見てみるべきでしょう。
町の魅力を増す光景であり、併せて多くの学生が文句を言うことでもあります。例えば Hands Hill” を上り切るには、
手すりを使わないと頂上までたどりつかないのですから！
シェフィールドは外に出て楽しむ場所もたくさんある、すばらしいところです。さまざまな趣味に合わせて人々を楽
しませてくれます。若者であふれかえるクラブも町のあちこちに点在しています。Studentsʼ Union が経営するクラブ
もあり、一週間を通していろいろなジャンルの音楽が流れています。人々が集まるバーもたくさんあります。活気のあ
るにぎやかな場所から静かにリラックスできる場所まで、誰でも足を運ぶところがあるでしょう。また、バラエティに
富んだレストランやテイクアウトのお店も充実しています。伝統的なイギリスのサンデーディナーや、スペイン料理や
カレーまで楽しめるのです。
シェフィールド大学は学術面でも生活全般においても、高い評価を受けています。さまざまな大学ガイドにも、
「イ
ギリスの大学 NO. １」として投票されており、
学生生活や Studentsʼ Union のサービスも、
最高と評価されているのです。
卒業生には、世界的に有名な化学学者 Hans Kornberg 博士や Stephen Daldry（ The Horns”、 Billy Eilliot” の映画
監督）、
Helen Sharman（イギリス初の宇宙飛行士）
、Amy Johnson（1930年代の先駆的な飛行士）
、Michael Palin（ Monty
Python” ＜イギリスのコメディードラマ＞の主演メンバーの一人、作家、旅行家）Joanne Harris（ Chocolat” の著者）
、
Eddie Izzard（コメディアン、俳優）
、そして化学の分野で４名のノーベル賞受賞者がいます。
シェフィールド大学は2005年、100周年を迎えました。個々のカレッジの歴史は、さらに1828年までさかのぼります。
1905年に大学が正式に設立された際、学生数は114人の正規学生だけでした。25,000人以上の学生が在籍する現在とは、
大きな差です。
キャンパスライフは非常に活気があります。大学のクラブやサークル活動もたくさんあり、同じ趣味や関心を持つ者
同士交流する機会にあふれています。運動部は、ラグビー、ホッケーや水泳などの一般的なスポーツから、洞窟探検、
アルティメットフリスビーなどのめずらしいスポーツまで多彩です。150ものサークルがあり、ディベート、哲学、演
劇やダンス、お茶、指圧マッサージやギネスビール鑑賞などもあります。フライングティーポットサークルだってある
のです。
シェフィールド大学の在籍率が高いのも、在籍中に得るものがたくさんある、離れがたい場所だからでしょう。
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Thankful…my University
Numfon Polpanich (Thailand, NUPACE 2004-2005)
I never imagined that I would be a graduate student

Coﬀee and bakeries are also tasty. Many students like to read

of Kasetsart University, one of the famous universities in
Thailand. I not only received knowledge but also a valuable
experience.

books or chat with friends. We can feel at ease in the little
corner and sometimes we can gather ideas that we have
already given up after eﬀorts. It sparkles our campus life!

In Thailand, Kasetsart University（or we called in a short
name as KU ）was the ﬁrst institution to oﬀer an educational
program in agricultural study and is still prominent in this

When we have fulﬁlled energy, we get ready to study again.
We will go to ﬁnd books and search a data for report at the
University library. In front of the library stands the symbol of

study up until now. The main campus is in Bangkok, the
capital city of Thailand, and this is where I am studying.
There are presently three other campuses in the central

the University. It is Phra Phirun（or Varuna）
, the god of rain,
mounted on a naga, or giant serpent. Everyone who passes
by the monument always pay their respect by putting their

region, southern region and northeastern region. Moreover,
the University maintains many other research centers all over

hands together in solute, like Thai people do when we greet
someone to respect, such as parents, teachers or a monk.

the country. In addition to the agricultural study, other ﬁelds
of studies are also famous.
The faculty where am I studying is the Faculty of
Humanities. In my faculty（graduate program）there are
4 major components: philosophy and religion, Thai, applied

The University is rather spacious. If we have to change
places from one building to another in a rush, transportation
in the University is very important for those hurrying
students. KU provides campus transportation for all students
at a reasonable price: 2 baht for any destination. If you are

linguistics, English for specific purpose. Among these four
subjects, the most attractive one is the knowledge of applied
linguistics. I have to say that I did not know much about it
before but the more I study the more it becomes interesting.
My teachers are very kind and admirable. In each class we

worried about the crowded bus, then there is another faster
transportation called Motorcycle Taxis（motor-sai-rab-jaang）
,
which is unique to Thailand. These taxis emerged in response
to needs for faster transportation. You can find them all
around KU.

have only 8-12 peoples（not more than 20 persons per class）
.
A small class is better than a big one because everyone can

Formerly KU was well-known as a university of bicycle

discuss topics in question.
After class, my friends and I always go to buy some snacks
at the canteen near our faculty. My university has many
restaurants, canteen and food center throughout campus.
The price is cheaper than a general restaurant outside the
University. Itʼs cheap and delicious! The canteen（besides
my faculty）is where we can buy food, snacks, drink for
our breakfast and lunch. Actually there look like an openwide stall instead of a canteen. However a noteworthy thing
of this canteen is that everyone knows it as the Faculty
of Humanities' canteen even if it is located in a part of the
Faculty of Fisheries! I do not know why. One more interesting
thing is that students whose faculty is far from ours often
come to buy lunch here. Especially male students! They say
that my faculty is the place where beautiful girls gather in
the University. Of course, it is except for me.（Ha ha ha.） So
if we see that the canteen is crowded in the lunch time, my
friends and I will walk to another canteen or restaurant where
it is not crowded. Students here always walk through the
University. Because the surrounding is full of trees, even in

because students always used bicycle to go around the
University.（In Thailand we do not ride bicycles as much as in
other countries do.）Nowadays there are still students using
bicycles but less than in the past.
Until now, the things that I have obtained from KU are
respectable teachers, good friends, education, pleasant
atmosphere and so on. Everything has molded and colored my
life while studying here.
This is just the point of view of mine, the girl who are
not so smart but lucky to be chosen to study in this great
University. Kasetsart University, thank you from the bottom
of my heart. I hope this article helps you know about KU and
maybe want to know more.

a burning hot day we can walk pass through by a shady and
cool atmosphere.
After classes finish each day, my friends and I like to sit
and sip a cup of coﬀee in a little lovely coﬀee shop. This place,
which is near to the University library, has a relaxing feeling.

キャンパス内の博物館
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感謝の気持ち‐カセサート大学（タイ）
私はまさか自分がカセサート大学の大学院生になれるとは思ってもいませんで
した。カセサート大学は、タイの中でも有名な大学のひとつです。ここで、知識
だけでなく貴重な経験をさせてもらっています。カセサート大学（よく KU と略
されます）はタイで最初に農学プログラムを提供し、現在もこの分野で有名な大
学です。メインキャンパスは首都バンコクにあり、私はここで勉強しています。
タイ全土にもいろいろな研究機関や施設があります。
私は人文学研究科で勉強しています。この研究科は４つの分野で構成されてい
ます。哲学と宗教、タイ、応用言語学と英語学です。この４つの分野の中で一番
魅力的なのは応用言語学です。今まで私はあまりこの知識がありませんでしたが、
勉強をすればするほどどんどんおもしろくなります。先生方は、とても親切で立
派な方たちばかりです。クラス毎に、８〜12人の学生がいます。
（20人以上になる
ことはありません。
）少人数のクラスはお互いに議論したり、テーマを追究するた
めに適しており、大人数のクラスよりいいと思います。
授業が終わると、私はいつも友達と近くの売店にお菓子を買いに行きます。こ
こにはたくさんのレストラン、売店や学食があります。学外のレストランより値
段は安く、またとてもおいしいのです！私の研究科の隣にある学食では、朝食や
Phra Phirun（プラーピルーン）

お昼のために食べ物、お菓子、飲み物などを購入することができます。実際には、
学食というより屋外スタンドという感じです。おもしろいのは、この学食が水産学科の一角であるにも関わらず、
「人
文学科学食」と呼ばれていることです。理由はわかりません。もうひとつおかしいことは、人文学研究科から遠く離れ
ている学生でも、この学食にお昼を買いに来ることです。特に男子学生です！彼らが言うには、ここは大学の美しい女
性たちが集まる場所のようです。もちろん私を除きますが（笑）
。このような場所なので、ここが混んでいると、私は
友達と別の学食やレストランに足を運びます。ここの学生はいつもキャンパス内を歩いています。キャンパスは多くの
木々に囲まれているため、焼けるような暑さの日でも木陰の涼しさを感じながら歩くことができるのです。
毎日授業が終わると、私は友達と小さな喫茶店でコーヒーを楽しみます。この場所は大学図書館の近くで、落ち着い
た雰囲気です。コーヒーやパンもおいしいのです。多くの学生はここで読書をしたり友達と話したりしています。ここ
ではいろんな考えが浮かんだりして、リラックスできます。
ここでエネルギーを取り戻すと、再び勉強に戻ります。大学図書館に行って本を探したり、レポートのためのデータ
を検索したりします。大学図書館の前には、
大学のシンボルが立っています。プラーピルーン
（Phra Phirun）
（またはヴァ
ルナ＜ Varuna ＞）が雨の神様として、ナーガ（Naga ＜大きな蛇神＞）に乗っているのです。この像の前を通る人は、
いつも手を合わせて尊敬の念を表します。タイ人が両親や先生、僧侶など、尊敬する人たちに挨拶をするときと同じ習
慣です。
大学はかなり広いです。そのため、ひとつの建物から別の建物に移るとき、時間のない学生にとって学内の交通手段
がとても大切となります。カセサート大学ではキャンパス内を全区間２バーツという安さで（バスで）移動できます。
もしバスの混雑が心配だったら、もっと早い交通手段もあります。モーターサイクルタクシー（motor-sai-rab-jaang）
といって、タイ独特の乗り物です。早く移動したい人たちのために、カセサート大学内でどこでも見つけることができ
ます。
以前、カセサート大学は「自転車大学」として知られていました。学生がいつもキャンパス内を自転車で走り回って
いたからです。
（タイでは、他の国ほどは自転車に乗りません。
）しかし、自転車に乗る学生は昔よりも少なくなってき
ました。
この大学で尊敬する先生方、よい友達、教育、そして居心地のよい雰囲気を得ることができました。ここで勉強した
ことは自分の人生にいろいろな影響を与えてくれました。
私自身の視点からカセサート大学を紹介しましたが、この素晴らしい大学で学ぶことができた幸運な女性として、心
から感謝の気持ちを表したいと思います。皆さんにカセサート大学を知っていただき、またよりいっそう興味を持って
いただけたらうれしいです。
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転任の挨拶

日本語教育の将来展望と私の夢
尾 崎 明 人

名古屋大学の日本語教育
名古屋大学に在籍する留学生の
数は、留学生センターが創設され

況です。では、
なぜ東海地域で外国人が増え続けているのでしょ
うか。そのもっとも大きな理由は、製造業を中心として外国人
労働力を必要とする社会経済状況が存在するからです。今後、

た1993年の 5 月には603名でした
が、2002年には1200名を越え、昨

少子化、高齢化が進むにつれて、労働人口が減少することは確

年11月現在1‚225名を数えます。
このような留学生の増加は、同
時に日本語学習目的の多様化をも
たらしました。1993年当時の留学
生は主に大学院に進学する予定の
国費研究留学生、文部省が配置してくる日本語日本文化研修生
と教員研修生、国費・私費の学部正規留学生、および大学院生
でした。しかし、現在では、これらの留学生に加えて、短期交
換留学制度のもとで来日し、半年ないし１年間だけ日本語を学
ぶ留学生、日韓の協定にもとづいて工学部への進学を予定する
留学生が日本語教育を受けています。大学院進学を目指して受
験勉強をする私費の研究生もまた異なる学習ニーズをもつ留学
生たちです。
留学生の増加と多様化に対処するため、留学生センターでは
これまで短期日本語プログラムの立ち上げ、日韓理工系学部進
学予定者のための予備教育コースの開始、大学院進学希望者を
念頭に置いた上級プログラムの充実など、さまざまな対策を講
じてきました。2005年度には大規模なプログラムの改革を行い、
全学留学生の日本語学習ニーズに対応しようと努めています。

実で、この問題に対処するために経済界を中心に外国人労働者
の受け入れを拡大しようという提言も出されています。今後も
外国人は増え続け、東海地域は多文化社会へと確実に変わって
いくと考えられます。
この多文化社会で重要なのが日本語教育です。
しかしながら、
外国人に日本語を教えているのは主婦や会社員、学生、定年退
職者などの日本人ボランティアです。愛知県にはおよそ1，800
人のボランティアがいると推定されますが、その多くは日本語
を教えるための知識も技術も十分ではありません。日本語ボラ
ンティアの養成、研修、ボランティア支援体制の整備が緊急の
社会的な課題です。さらに、外国人の多様なニーズに対応する
教材の開発も重要な課題です。
このような課題に対して文化庁、国立国語研究所、愛知県、
名古屋市など行政サイドがそれぞれの立場で日本語ボランティ
ア支援の事業を行っていますが、名古屋大学も日本語教育の面
からなお一層地域社会に貢献すべきだと思います。
海外の日本語教育
日本との商取引の増加、日本企業の海外進出、日本人旅行者
の増加などによって、アジアを中心に日本語を必要とする外国

留学生センター日本語教員は、本学留学生に対して質の高い
日本語教育を提供することが最も重要な役割である考え、教材

人が増えています。また、日本の音楽やアニメなどに興味を持
ち、それをきっかけに日本語の学習をはじめる人も増えていま
す。国際交流基金が行った2003年の調査では、230万人を越え
る人々が海外の日本語教育機関で学んでおり、その６割は小中
高で学ぶ児童生徒たちです。日本語教育が世界各地で社会の中
に浸透してきていることが分かります。
私は2002年から2005年までトルコ、エジプト、モンゴル、ウ

開発、カリキュラムの改善、プログラムの拡充、FD 活動など
に取り組んできました。これから取り組まなければならない課
題もまだまだたくさんあります。現有スタッフだけでは本学留
学生の日本語指導だけで精一杯だというのが現状です。

ズベキスタン、カザフスタン、極東ロシアを巡回し日本語教育
セミナーを行いました。これらの国々は、日本語教育の途上国
と呼ばれていますが、
どこでも現地の先生方が劣悪な雇用条件、
教科書・教材の不足、施設・設備の不備など、日本にいては想

しかし、日本の主要大学の一つである名古屋大学の社会的使
命を考えると、学内の日本語教育だけでなく、学外にも目を向
け、日本語教育の将来を展望した仕事にも取り組むべきではな
いかと思います。そこで、日本国内と海外の日本語教育につい
て簡単に述べた上で、名古屋大学の日本語教育について私の
「夢」を書きたいと思います。

像もできないような厳しい教育環境の中で、それでも大変な情
熱をもって日本語教育に取り組んでいました。日本語教育の先

また、一方においては、授業に出席するのが難しい留学生の
ためにオンライン日本語コースを導入し、その充実に力を入れ
ていますし、本学留学生およびその家族が一般市民と交流する
中で日本語が身につけていけるよう留学生センターの中に週２
回交流の場を設けるという新しい試みも進めています。

日本国内の日本語教育
過去40年にわたり日本の外国人登録者数は増え続けていま
す。愛知県の場合には、2004年12月末の外国人登録者数は18万
４千人で2003年末と比べると、１年間で10％増加しています。
愛知県民720万人の2.5％、およそ40人に１人は外国人という状

進国と言われる韓国や中国、オーストラリア、アメリカなどで
も先生方は他の外国語と競争しながら、奮闘しています。世界
の日本語教育を支えているのはこれらの先生方なのです。
こうした先生方を支援することは世界の日本語教育に貢献す
ることであり、それはまた日本という国にとっても大きな意義
のある仕事です。名古屋大学も世界の日本語教育のために何が
できるかを検討すべきだと思います。
日本語教員養成の拠点づくり
国内と海外の状況についてかいつまんで述べましたが、名古屋
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大学として、また日本語教育担当教員として、今後取り組むべ
き仕事として国内で活動する日本語ボランティアの育成および
海外で教える教員の育成という２つの方向が考えられます。

海外教員のためのサイトを運営するには海外協定大学などとの
連携が不可欠になります。

名古屋大学国際言語文化研究科の日本言語文化専攻は、日本
語教員の養成を一つの目的にしており、将来、日本語教育に従
事したいと考える日本人学生、留学生が多数在籍しています。

日本語教育センター構想
以上に述べたような仕事を推進していくことは留学生セン
ターだけでは無理です。国際言語文化研究科をはじめ、文学研
究科、教育発達科学研究科、国際開発研究科、情報メディア教
育センターなど関連部局と連携、協力し、名古屋大学としての

留学生センターの日本語教員も協力講座担当あるいは科目担当
として日本語教員の養成に深くかかわってきました。
しかしながら、日本語教員養成課程と呼べるだけの一貫した

将来構想を立てる必要があるでしょう。
このような構想を実現し、それを推進していく母体として、
留学生センターという名前が適当だとは思えません。地域社会

カリキュラムが整備されているとは言えません。日本語ボラン
ティアあるいは海外で教える教員を念頭においた教育も特にな
されているとは言えないでしょう。日本語教育の将来を担う人

における日本語教育、海外の日本語教育の将来を展望し、IT
技術も駆使して活動するダイナミックな組織を立ち上げた方
が、
事業の責任体制も明確になり、
仕事の効率もよくなるでしょ

材を育成しようとするなら、まずは、日本語教育に必要な基本
的科目を必修とする養成課程を設置し、カリキュラムを整備す

う。そのような組織の名称としては「日本語教育センター」な
どが考えられます。
このような構想は夢物語だと受け取られるかもしれません。
しかし、20年後、30年後に日本が置かれているであろう世界、
そして世界平和に貢献するという名古屋大学の使命を考えると
き、今から手をつけておかねばならない仕事の一つだと、私に

１）日本語教員養成課程の設置と充実

るとともに、現場で実際に教えられる教育能力の育成に力を入
れるべきでしょう。
さらに、海外の大学などと連携し、現地日本語教員の短期研
修や学位取得を支援するような体制を整備していくことも海外
のニーズに応える重要な仕事です。
２）日本語ボランティアの養成
一般市民向けに日本語教育や異文化理解の入門講座を開設し
たり、現職の日本語ボランティアに研修の場を提供することが
求められています。行政や国際交流協会、企業、他大学などと
連携し、地域社会における日本語教育の発展に寄与する企画を
立て、実施していくことが期待されています。このような事業
を成功させるには、留学生センターだけでなく、全学の多様な
リソースを活用することが必要です。
３）オンライン・日本語教育コース
日本語学習者のためのオンライン・日本語コースだけでなく、
日本語ボランティアや海外の日本語教員のためのオンライン・
日本語教育コースも視野に入ってきます。オンラインで日本語
教育について勉強できるようなサイトが充実していけば、国内
のみならず、海外の教員にとっても大きな助けになるでしょう。
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は思われます。
名古屋大学を去るにあたって
私は2006年３月をもって名古屋大学を退職します。残念です
が、上に述べた夢を実現させる仕事に直接かかわることはでき
ません。留学生センターの同僚や国際言語文化研究科の先生方
が中心となって名古屋大学を動かし、20年後を見据えた日本語
教育の仕事に取り組んでいただけたらと希望していますし、私
にできることはいつでもさせてもらいたいと思っています。
1991年から15年間、数多くの留学生に接し、大学院でも多く
の学生と勉強することができました。名古屋大学の恵まれた環
境の中で教育、研究に取り組むことができたことは本当に幸い
だったと思います。
最後に、留学生センターの同僚と事務の皆さんに心からお礼
を申し上げます。ありがとうございました。

新任スタッフ紹介
研究協力・国際部 国際課（高等総合研究館内）
IB 電子情報館

国際企画掛長 山 川 明 美
2005年４月から国際課国際企画掛長としてお世話になっております。
着任してまもなく事務室が高等総合研究館内に引っ越したため、留学
生の皆さんにお会いすることも稀になってしまいましたが、健康のた
めお昼休みに歩いておりますので、見かけましたら声をかけてくださ
い。

国際企画掛 西 崎 由 里 子
2005年10月に医学部の学生窓口から国際課に異動になりました。留
学生の皆さんには、日本に来てよかった、名大を選んでよかったと思っ
て頂けるようお手伝いしたいと思っています。特に食の国際交流に興
味があります。

学術交流掛長 奥 元 進 一

留学生センター

2005年10月から学術交流掛に勤務しています。
「大学国際戦略本部
強化事業」を中心に文部科学省や日本学術振興会などの国際交流関係
事業を担当しております。異動になって４ヶ月あまりですが、上海事
務所立ち上げのお手伝いをさせていただくなど、貴重な経験をさせて
いただいております。

留学生相談室（IB 館７階）

研究協力・国際部 国際課（留学生センター内）

講師 髙 木 ひ と み

留学生支援室長 村 井 丈 深

2005年９月より、留学生相談室に勤務していま
す。昨年、住み慣れたアメリカを離れ、少しずつ
日本の生活に慣れてきました。2004年に新設され
た全学向けの留学生相談室が今後も留学生や国際
化に貢献していけるよう楽しく仕事をしていきた
いと思います。

2005年７月から国際課で留学生関係業務に携わっています。10年
ほど前にも留学生関係の仕事をしていましたが、当時と比べ、留学生
の支援体制やスタッフも充実され、留学生数も倍になっています。日
本人学生の海外派遣も盛んに行われるようになりました。本学の学生
国際交流の益々の発展のために微力ながらも楽しく仕事ができたらと
思っています。

事務補佐員 鈴 木 香 津 代

事務補佐員 舟 橋 純 子

2004年11月から留学生相談室に勤務し、留学生
の皆さんに週末のホームステイを紹介する『地球
家族プログラム』を担当しています。参加した皆
さんから「楽しかった」という声を聞けるのが今
一番の喜びです。

2005年６月より事務補佐員として国際課の方でお
世話になっております。グローバリゼーションと言わ
れ久しいですが、迎える側迎えられる側共に真の国
際人と呼べるでしょうか ? 各国それぞれの道徳心に
誇りと伝統を融合し、名古屋大学キャンパスという
メルティングポットの中で一緒に学んで行きましょ
う。

日本語教育メディア・システム開発 (JEMS) 部門
（留学生センター内）

日本語・日本文化教育部門
（留学生センター内）

助教授 石 崎 俊 子

講師 佐 藤 弘 毅

2004年11月に JEMS 部門に加わりました。優れ
た日本語学習コンピュータ教材を開発するため、日
本語教師の要望とプログラマー及びデザイナーと
の橋渡しを円滑にできるような役割を目指してい
ます。また、日々驚くべき速さで発達しているコン
ピュータ環境を上手く利用して日本語学習を更に充
実させる研究にも励みたいと思っております。

2005年６月より、日本語教育メディア・システム
開発部門 (JEMS) と共に研究しています。日本語教
育はまだまだ初心者ですが、授業では日本語の意
外な難しさを逆に学生から教わることが多いです。
私の使命は、こうした授業の利点を、IT 技術によ
る日本語教育支援に活かすことだと思っています。
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留学生相談室
〈ホームページ：http://www.isa.provost.nagoya-u.ac.jp〉
◆留学生相談室をご存知ですか？
留学生相談室は、名古屋大学における留学生に関するあらゆる相談の窓口です。全学の留学生を
対象に、修学や生活についての情報を提供するとともに相談を受付けています。異文化適応に関す
ることをはじめ、困ったことやわからないこと、あるいは話したいことがある時、いつでも気軽に
来室してください。
充実した留学生活を応援します。
なお相談内容については相談者のプライバシー
を守ります。
◆国際交流と教育プログラム
留学生相談室では、留学生と日本人学生と地域社会との交流を目的とした様々なプログラムを提
供しています。これらのプログラムに興味のある方は、ぜひ留学生相談室のホームページをご覧くだ
さい。みなさまのご参加をお待ちしています。
・多文化間ディスカッショングループ（留学生と日本人学生が定期的にディスカッションするプログラム）
・スモールワールド・コーヒーアワー（リラックスした雰囲気の中で楽しく文化交流するプログラム）
・地球家族プログラム（留学生のホームスティプログラム）
・国際理解教育ボランティア（地域の教育機関への留学生派遣プログラム）
・留学生の家族のための日本語・日本事情コース（留学生の家族のための日本語教育プログラム）
◆相談担当者と相談時間
担

当

者

連

絡

先

場

所

相 談 時 間
10:00‑12:00
13:00‑16:00
担

当

者

連 絡 先
場
所
相 談 時 間
10:00‑12:00
13:00‑16:00
担

当

者

連

絡

先

場
所
相 談 時 間

松浦まち子（室長）
）電話： 052‑789‑2193（月・水・金）
）電話：052‑788‑6119（火・木）
E-mail：matsuura@ecis.nagoya-u.ac.jp
）留学生センター205号室
（月・水・金）→◎
）ＩＢ電子情報館西棟742号室（火・木）
→○
月
火
水
木
金
前期◎（後期×）
○
◎
○
◎
◎
○
−
○
◎
髙木ひとみ（講師）
電話： 052‑788‑6118（月〜木） E-mail：takaki@ecis.nagoya-u.ac.jp
ＩＢ電子情報館西棟740号室
月
火
水
木
前期○（後期×）
○
○
○
○
○
−
前期○（後期×）

金
−
−

白 石 慶 子（事務スタッフ）・鈴木香津代（事務スタッフ）
電話： 052‑788‑6117（月〜金）
E-mail：
（白石）shiraishi@ecis.nagoya-u.ac.jp（鈴木）suzuki@ecis.nagoya-u.ac.jp
ＩＢ電子情報館西棟738号室
【白石】月〜金 10:00‑12:00 13:00‑16:00 鈴木 火 9:00‑16:00 金13:00‑16:00

◆留学生相談室案内図

事務室
738

↑
本山
ＩＢ電子情報館
③

相談室
740

室長室
742

トイレ

階段

留学生相談室
IB電子情報館西棟７階
(IBCaﬀe横のエレベーターで
上がって下さい)

地下鉄
名古屋
大 学

バス停
①

②

バス停

EV

八事
↓
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郵便局

留学生合気道教室のご案内
留学生センター「地球家族」プログラムの一
環として開かれている「留学生合気道教室」で
日々鍛錬している留学生６名が、８月29日万博
会場で開催された合気道演武会に出演しまし
た。この演武会はアルゼンチン政府の主催で、
東海合気道連盟の協力の下に「愛地球博合気道
演武会」と銘打って開催されたもので、東海各
地から約20団体、約200名が参加しました。
留学生は、日頃の鍛錬を披露する絶好の機会となり、それぞれ日本人とペアとなり、合気道の技を十二分に披露し、素晴らしい
演武を行いました。ここでこの機会に、合気道を知らない人のために、少し合気道を紹介させていただきます。
合気道は、攻撃がなく、他からの攻撃に対して自らの身を守る技を鍛錬する武道です。自らの身を守るための技の鍛錬を行って
いますが、攻撃を考えないため、お互いに攻撃し合って勝敗を決めるという試合が合気道にはありません。この点が攻撃により勝
敗を決する他の多くの攻撃的な武道と非常に異なり、防御的な武道といえます。防御的な武道であるため、派手さがなく、かなり
地味な武道となっていますが、防御的である分自らの心身の鍛練には非常に効果のある武道です。攻撃的な気持ちというのは力を
入れることで発現されますが、自分の力を抜き、相手の攻撃をかわし、逆に相手の力を利用して相手の力を制するのが合気道の技
です。しかし口では説明できても、体がなかなか言うことをきかず、相手の力に合わせて自分も力を入れてしまい、力比べのよう
になってしまいがちです。相手の力に対して、自分は力を抜くということは気持ちの面でもかなり難しく、その意味で合気道の鍛
錬は体の鍛練のみでなく、心の鍛錬をも含むものです。したがって合気道を練習することにより心身共に鍛えられます。
留学生の皆さんも日本人に混じり日本人以上に熱心に練習をしています。「留学生合気道教室」は、毎週水曜日19：00から附属
高校体育館で練習をしています。
合気道に興味のある留学生、教員、職員、学生の方は是非見学に来てください。
経済学部・大学院経済学研究科 竹 内 信 仁
医 学 部・医学系研究科事務部 黒田眞一郎
留学生センター

鹿島

央

外国人留学生医療費補助制度の改訂について
Change in Medical Fees Reimbursement Policy
独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）
平成18年度から、外国人 留 学 生 医療費補助制度の補助率が35％に改訂されます。この変更によって、国民健 康保険に
加入している留学生がこの制度を利用した場合、負担額は総医療費の20％となります。

（変更後）
（１）
国民健康保険等に加入している留学生
総務寮費の７割補助
（国民健康保険等補助）

自己負担額の3.5割補助
（総医療費の10％）
（JAS00補助）

自己負担
総医療費の20％

As of April 2006, JASSO（Japan Student Services Organization）will reduce the reimbursement rate of medical
expenses to 35% for those international students under the Japan National Health Insurance program. Due to this
change, the actual payment will become 20% of the initial medical fee.
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