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留学問題をあらためて考える
留学生センター長

この４月から留学生センター長に

石 田 幸 男

局長となり、かなり活発な活動が始まった。桜山に名大の留学生会

就任した。私の専門は機械工学なの

館が初めてできたのは昭和50年であるから、当時は各大学には留学

で、専門的には留学生センターとほ

生会館なども何もないころである。愛知県の留学生が数十人から数

とんど関係がなかったが、私個人と

百人へと移りつつあったこのころ、この後援会活動は留学生に対し

しては、留学生とかなり長い交流を

てかなり有意義であったと思われる。村岡会長の後、名大の飯島宗

もっている。愛知県には、民間のボ

一学長に会長を引き受けていただき、極めてお忙しい中、名古屋を

ランティア団体として愛知県留学生会後援会というのがあり、私は

明るくする会をはじめ、各方面に強力なパイプを作っていただいた。

大学２年生のときから、ほぼ40年間にわたってこの会で留学生の支

しかしその後、バブルの崩壊により企業からの経済的支援も少なく

援活動を行ってきた。以前、その会を立ち上げた方たちから伺った

なり、また留学生数の増大と各大学における留学生会の結成により、

話では、愛知県では戦前から一部の教育関係者と民間のボランティ

以前のような活動は難しくなってきたが、各種の交流行事と緊急援

アにより留学生の支援活動が行われていた。そのころから留学生の

助金という経済的支援を行うことにより、今でもささやかな活動を

部屋探しが一番の苦労だったようである。このような小さな活動も

続けている。現在は私がその会長を務めているが、このような純粋

徐々に組織的になり、昭和36年に５人の留学生により愛知留学生会

に民間の団体が長期的に活動している例は、全国的にみてもかなり

が結成され、その半年後に愛知留学生会後援会が結成された。なお、

珍しいものである。学生時代からこれまで会員として留学生と接し

名大が国費留学生を初めて受け入れたのはその数年前であった。後

てきて、留学生に教えられることがずいぶんとあった。また留学生

援会は純粋に民間の団体であったが、初代会長に名古屋財界の重鎮

は、学生であった私には、世界政治への窓口でもあった。ベトナム

であった村岡嘉六氏が就任し、名大学生部次長の牧島久雄氏が事務

戦争で徴兵され、実際にジャングルのなかで狂気のようになりなが
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ら銃をとって戦った留学生、サイゴン（現ホーチミン市）陥落で親

触するなかで教育をするという大学の本来の姿からかけ離れている。

との連絡がとれなくなった留学生など、かれらの口から直接聞く話

希望をもって留学してきた大学の教育と研究が期待にはずれたとき

は、平和ボケした私にはすべて強烈な話であった。それでも、帰国

のむなしさは、想像にかたくない。つぎに昔から抱える留学生の住

したら国のために働きたいと熱く語る彼らの姿に強い感銘を受けた

居問題である。名大ではインターナショナルレジデンスもできたが、

ことを覚えている。

留学生の数の増加がそれを上回り、入居できても半年あるいは１年

さて、センター長としての話に移るが、最近の留学生政策に一抹

で出なければならない。法人化により日本の大学は経済的力が弱っ

の不安、あるいは不満を感じるのは、これまでの私の上記のような

ているので、これから大学の力で留学生寮を作ることはあまり期待

経験からくるのかもしれない。日本の留学生政策として大きな出来

できない。数ヶ月前に、韓国の KAIST という大学にセミナーに行っ

事は、1983年に当時の中曽根首相の発案ではじまった「留学生10万

て来た。ちょうど日本の東京工大のような理工系の有名大学である。

人計画」である。この10万人という数字は、当時のフランスがそれ

日本から３人の教授が招かれ、３日間の集中講義であった。渡航費

くらいの留学生を受け入れているのでそれを参考にして決めたとの

と滞在費はすべて KAIST の負担であり、国内の非常勤講師の費用

ことである。しかし、歴史的経緯があり、またそれぞれの社会的、

ですら切りつめられる日本の大学との違いがうらやましかった。企

文化的背景のもとに必然的にそのような数になったであろう他国の

業からの支援が大きい大学のあり方に様々な意見はあろうが、この

数字を、そのまま日本に持ってきてよいのであろうか。このスロー

大学は授業料が無料で全寮制だそうである。このセミナーでは大学

ガンの結果、政府予算も増え、また留学生の数も順調に増えて、現

院の学生に対して講義はすべて英語で行われたが、活発な質問を英

在その目標はクリアされたところである。グローバル化が急速に進

語でつぎつぎとしてくる学生に、少なからずショックを受けた。こ

んだ今、国も大学も企業も当然国際化しなければならないので、こ

の大学では、これから大学院の講義はすべて英語で行うという計画

のような数の増加はある意味では結構なことである。しかし、環境

をもっているそうである。また、学生が皆礼儀正しいのも好印象で

が熟しながら徐々に大きくなっていくのと異なり、目標値を先に設

あった。韓国滞在中にホテルへの送り迎えなど私の世話をしてくれ

定するやり方は、教育現場に無理なひずみを生み、特にそのしわ寄

た学生に出身地を聞いたらソウルというので、
「ときどき家に帰って

せを受けるのは留学生自身である。自分の将来を賭けて見知らぬ遠

あげるとご両親がよろこぶでしょう。
」と私の気持ちを反映して話し

い国へひとりで来た留学生に対して、国は、大学は、あるいは社会は、

たら、
「うちの両親は、その暇があったら勉強しろと機嫌が悪いんで

その責任を十分果たして来たのだろうか。最近のニュースによれば、

す。
」と答えていた。韓国の厳しい受験戦争をかいま見るとともに、

留年した留学生の奨学金をうち切ることが検討されているそうであ

大学と大学院時代にこのような意識をもっている学生を頼もしく感

る。留学生を増やそうとし、そのため（そうではないことを望むが）

じた。

たぶん入試のチェックが甘くなり、その結果大学の講義についてい

ここでメンタルケアについてもふれておきたい。最近、アメリカ

けない留学生が増え、それをみて、留年したら奨学金をうち切ると

のバージニア工科大学で留学生による銃の乱射事件があった。私が

言う流れである。それぞれレベルの異なる中等教育を受け、アルバ

最初に参加した国際会議がこの大学で開催され、その後もたびたび

イトをしながら、母語に比べたら圧倒的に複雑な漢字の国で講義を

訪れているので、複雑な気持ちでこのニュースを見た。アパラチア

受ける留学生に対して、このようなやり方は少し酷ではないだろう

山脈の中腹にある緑豊かで静かなキャンパスは、私が最も好きな大

か。推薦入試で入った日本人の学生に対しては、高校の物理や数学

学であった。この事件が、仮にある特殊な精神障害をもつ学生によ

の補習をもう一度大学が手取り足取り実施している時代である。結

る例外的な事件であったにせよ、我々も留学生に対するメンタルケ

果だけを見るのではなく、彼らがなぜそのような事態になったかと

アの問題も対応策として十分考えておかねばならない。言語も慣習

いう過程をまず考えねばならない。そもそも留学生は日本人の数倍

も異なる国で、経済的困難のもとで学ぶ留学生のストレスは、日本

の配慮が必要なものであり、奨学金を支給すれば事足りるものでは

人学生の何倍もの大きさであろう。留学生の数が増えると、孤独の

ない。引き受けるからには我々にもそれなりの覚悟が必要である。

なかで受けるこのストレスによって精神的に崩れる学生も当然現れ

少し視点を変えるが、日本を取り巻く国際教育あるいは国際交流

る。現在名大には留学生相談室があり、アメリカの大学でカウンセ

は急激に変化している。これまでのように
「アジアの開発途上国から、

リング心理学を学んだ専門家が当たっているが、この方面の充実も

アジア唯一の経済大国の日本へ」という留学生移動の構図は完全に

忘れてはならない問題である。事件が起きてからでは遅いのである。

崩れつつある。アジアでも技術的先進国が次々と生まれ、各国は優

最後に、留学とは本来相互交流であるべきだという立場で意見を

秀な留学生の頭脳によって自国の科学技術の発展を計り、また留学

述べたい。上述のように各国の競争のもとで国際化と国際貢献を考

生のもたらす経済的波及効果に注目して留学生獲得に力を入れる時

えるとき、我が国の国際競争力を強化するという点も当然視野にい

代である。名古屋駅前にツインタワーができ、ミッドランドスクエ

れなければならない。古くは遣唐使によって中国から文字と政治体

アができて喜んでいるのではあまりにも心細い。アジアには、あれ

制を学び、明治時代以降は西洋から近代科学を学んで、現在の日本

以上の超高層ビルが林立している都市がたくさんある。このような

の繁栄を築いてきたのである。そこには果敢に未知の世界に出かけ

国際環境の変化の中で、これからは 留学生の数 ではなく、 留学

て行った日本からの若い留学生の姿がある。最近各国の若者の意識

生の質 と 留学生の育て方 の問題を真剣に考えなければならない。

調査が行われた結果が報道されていたが、日本の若者は出世より平

この目で、日本の現状を見ると全く遅れているようである。まず

穏無事で楽な生活を望む傾向が極めて強いようである。多くの日本

大学教育でいえば、相変わらずマイクを使った多人数教育、教員の

人学生が夢と希望をもって海外へ留学し、使命感をもった国際人と

過度な講義負担、定員削減に伴う研究支援組織の弱体化、厳しい受

して活躍する志を持つように、日本の教育の在り方と留学施策をも

験から解放されアルバイトと遊びに関心が向いた日本人学生、大学

う一度検討し、整備しようではありませんか。

あるいは大学院教育に期待しようとしない企業など、どれをとって
もゆったりとした時間のなかで研究に没頭し、教員と学生が密に接
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NUPACE 設立10周年記念
―10年の軌跡と更なる発展に向けて―
NUPACE 設立10周年イベントと10年を振り返って
名古屋大学留学生センター・短期留学部門
教授（NUPACE 教務コーディネータ）
国際学術コンソーシアム21（AC21）推進室長
（兼担 工学研究科マテリアル理工学専攻）

野 水
１．NUPACE 設立10周年記念シンポジウムと NUPACE・交
換留学生同窓会
NUPACE（ 名 古 屋 大 学 短 期 交 換 留 学 受 入 れ プ ロ グ ラ ム ）
は、平成８（1996）年２月の開始以来10年が経過し、これを記
念して昨年10月26−27日に Student Exchange: Catalyst for
Change 「交換留学─変化・転機・飛躍の源」と題した10周年
記念シンポジウムと NUPACE・交換留学同窓会を盛大に催す
ることができました。

勉

ンジにポスター展示をするこ
とによりイベントを大きく盛
り上げてくれました。
シンポジウム冒頭には、池
田輝司・文部科学省高等教育
局学生支援課留学生交流室長
の来賓挨拶をいただき、最初
のセッションでは、この間の

学外を含めた参加者数は約130名を数え、NUPACE 同窓生
は海外から招へいした10名の他に、自費で海外から参加した３

日米間および日仏間の交換留
学において大きな役割を果た

名が加わり、40名近くが集まりました（NUPACE 修了生数約
500名の１割近く）。すなわち、20名以上の日本在住の同窓生が

した、米国ノースカロライナ
州立大学ジャパンセンター・

各地から参加したことになります。一方、名古屋大学からの交
換留学生として協定大学に派遣された卒業生も20名近く集ま
り、現在在籍する NUPACE 学生や名古屋大学生も加わって、
盛大な同窓会パーティーを催すことができました。同時に、同
窓会に参加できなかった海外の同窓生に写真送付を呼びかけた
ところ、150枚にもわたる写真が送られ、留学生センターラウ

Francis A. Moyer 所 長 と フ
ランス・ストラスブール市日
仏大学交流会館 Danièle Alexandre 館長（元ストラスブール第
３大学・元副学長・教授）、そして奨学金給付を通じ短期留学
プログラムを支援していただいている日本学生支援機構から留
学生事業部西岡淳部長、東京工業大学で短期留学プログラムを
運営している廣瀬幸夫・短期留学プログラムコーディネータ・
教授が加わり、パネルディスカッションを行いました。
米国の大学にとっても、フランスの大学にとっても、ルーツ
の近い欧米間ではなく、日本への海外留学推進が学生の目を世
界に向けさせる大きな契機となったこと、名古屋大学からの派
遣留学生との相互交流も絡んで、有機的な国際ネットワークを
形成しつつあることを高く評価していただきました。
続く二つのセッションでは、NUPACE 同窓生に名古屋大学
から交換留学生として派遣された学生が加わり、交換留学の貴
重な体験、考え方の変化、進路・就職への寄与などが議論され、
交換留学をさらに発展させていくための提言も行われました。

留学生センター玄関を
飾った手作りポスター

留学生センターラウ
ンジ：一面に張り出
された写真の数々

これらの議論を聞くにつれ、NUPACE 同窓生や名古屋大学の
交換留学生達が日本や世界各地でたくましく活躍している様子
がうかがわれ、国際的なネットワークの発展が大いに期待され
ました。
伊藤義人・名古屋大学同窓会代表幹事（付属図書館長）にも
２日目の10周年記念イベントにおいて、NUPACE・交換留学
同窓会の設立を宣言していただきました。
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２．NUPACE の10年を振り返って
NUPACE 設立前の準備段階では学内から多くの異論があり、
難産の末に開始された NUPACE ですが、10年の間に予想を上
回る発展を遂げ、名古屋大学の国際化だけでなく、教育・研究
面にも大きな影響をもたらしました。
先行した国立３大学（九大、東大、筑波大）の短期留学プロ
グラムの年間受入れ規模が20名であったのに対し、NUPACE
は当初から年間40名規模で開始し、現在は年間70名を上回る規
模に発展しています。受入れ総人数は、24カ国81大学から626
名に及び、国立大学の短期留学プログラムの中で随一の規模と
なっています。
従来、名古屋大学の留学生の85% がアジアからの留学生で
すが、NUPACE では半分を超える受入れ学生が欧米豪の学生
であり、アジアも含めて協定大学で選抜・推薦された優秀な学
生が参加してきており、名古屋大学に大きな刺激となっていま
す。開始当初は、ほとんどの学生が奨学金の受給を受けていま
したが、現在は１／３を越える学生が自費または他の奨学金等
によって参加してきています。最近は、大学宿舎の収容人数か
ら、自費参加希望者の一部を断わらざるを得ないほどになって
います。
こ の10年 間 に、 部 局 間 を 含 め た 大 学 間 学 術 交 流 協 定 は、
NUPACE 発足時の81から200を越える数に発展し、授業料相
互不徴収協定を含めた学生交流協定は７大学から100大学に飛
躍的に増加し、研究レベルの小規模の交流から、大学としての
組織的な交流に発展してきています。有力な大学との協定締結
において、短期留学部門が中心的な役割を果たしたケースも少
なくありません。2002年に名古屋大学の提唱によって設立され
た国際学術コンソーシアム21（AC21）
（http://www.ac21.org/）
も、AC21に参加する協定大学と様々な学術交流を日常的に緊
密に発展させる意図からうまれたものです。
NUPACE で講義を受けた短期留学生からの授業に対する率
直な意見は、日本の大学教育の問題点を指摘し、シラバスの整
備、成績評価のあり方、教授法など、教育改善へ多くの示唆を

名古屋大学からの交換留学として協定大学への派遣数が急速に
拡大したことも大きな成果です。
授業料相互不徴収協定により、
留学の経済的な負担を大きく軽減したことも大きく貢献してい
ます。NUPACE の枠組みがあったからこそ、６年前にフラン
ス政府および大学側からの交換留学プログラムの申し入れがあ
り、この５年間にフランスの大学との間で双方向に20名を越え
る学生の交流を実現しました。
いろいろな成果を数え上げればきりがありませんが、これら
の成果を産み出すことができたのも、当初から全学的な協力体
制を構築し、総長・副総長をはじめ各部局の教員、事務職員の
方々に強力な支援をいただいたからこそのものです。旧留学生
課および国際課との協力体制は、他国立大学に例を見ない緊密
さではないかと自負しております。そして、何よりも発足当初
から NUPACE の運営に絶大な貢献をしていただいた石川クラ

与えています。NUPACE を終えて在籍大学に戻って卒業し、
名古屋大学の大学院へ再留学した学生も40名近くを数え、日本
の他大学大学院へ留学した学生も少なくありません。すでに
３名の NUPACE 同窓生が名古屋大学の博士学位を取得してお

ウディア先生をはじめ、短期留学部門教員として参画していた
だいた太田浩司、白戸淳子、許斐ナタリー、筆内美砂各先生方
の献身的な職務に支えられたものであり、先生方に心より感謝
申し上げます。
この10年で大きな成功をおさめた NUPACE ですが、教育カ
リキュラムを中心に改善すべき点は多々あります。今後ともプ

り、今後も着実に輩出していくことは間違いありません。
協定大学から NUPACE に短期留学生を受け入れる一方で、

ログラムの充実のため、皆様のご協力とご支援を引き続きお願
いいたします。

名大 NUPACE 設立10周年記念シンポジウムに寄せて
東京工業大留学生センター
教授

廣 瀬 幸 夫

2025年までに世界の留学生は700万人以上になると予想され
ています。そのほとんどが正規留学生ではなく、母国の大学に

る国際通用性のある大学に昇華できる可能性を持っています。
すなわち、短期留学特別プログラムは大学の国際化を担う重要

籍を置く短期留学生と推察されます。それ故、短期留学生を受
け入れる特徴ある短期留学特別プログラムの存在が留学生獲得
の有効な武器となり、このプログラムの質の向上によって更な

な位置を占めています。
2000年までに、多くの国立大学が「短期留学推進制度」
（文
科省平成７年度）に基づいて、短期留学特別プログラムを設立
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しました。しかしながら、ほとんどの国立大学では学部生に対
する英語の講義の実態がなく新たに英語講義を準備できませ
んでした。当時は、このプログラムの存立さえ危ぶむ意見が多

の手配、協定校との交渉などが計画的に行われて、手本となる
システムが構築されていることがこのシンポジウムを通じてわ
かりました。しかし、2000年以降にプログラムが発足した国立

く出され、このプログラム発足に到る道のりは生みの苦しみで
あったと聞いています。とりわけ、他大学に先行して発足した

大学では、こうした作業手順が未だままならない状況の中で、
自前の予算で何とかしなければならない環境に追い込まれてい
ます。
一方、国立大学法人では、教員評価（自己評価）が始まろう
としています。大学院教員は１人当たり平均数10人の正規学生
を対象にしている。翻って、短期留学特別プログラムの教員は
何人を対象にしているでしょうか。年40人の非正規性を２人の
教員ですべて世話をしたと仮定しても、専攻に所属する教員の

名古屋大学 NUPACE のご苦労は、並大抵ではなかったことで
しょう。担当教員２名（教授・助教授）と事務職員１名が協力
して、英語教育の手本を示しながら、消えかかる火を必死に手
をかざして燃やし続けた姿が思い浮かびます。
NUPACE の10年は名古屋大学の国際化を凝縮した道程でも
ありましょう。10年を経て、NUPACE 卒業生が300人強とい
う大きな塊として今浮かび上がっています。何者にも換えられ
ない財産です。１年ごとの人数は他の正規生と比べると決して
大きな人数ではありませんが、彼らが NUPACE を慕う心は次

仕事量との差は大きいでしょう。これは給料分を働いていない
ことを意味します。ここに大学側が気付くことは必至です。こ
の差を意識して埋める努力が短期留学特別プログラムの教員に

の時代への飛翔を予感させるものがありました。パネルディス
カッションでは、留学生同士の交換が在学中もきっと楽しいも

求められています。大学から指摘される前に、自助努力で大学
に貢献する道筋を示す必要がありましょう。他から指摘されて

のであったと想起させました。難産の末生まれた子供は元気に
育つと昔から言われています。10年を経過した今、NUPACE
が元気に育ち、ここに確固たる橋頭堡が築けたと強く感じられ

動いたのでは、短期留学特別プログラムそのものさえも存在が
危うくなります。
名古屋大学では、短期留学特別プログラムの教員が「国際学

たシンポジウムでした。

術コンソーシアム室」の新たなメンバーとして大学国際化の施
策に関わっていると聞いています。国際連携の一翼を担うこと

眼を外に転じれば、あとに続く兄弟達（後発の他大学の短期
留学特別プログラム）が未だ彷徨っています。この10年の間に、
国立大学が法人化され、大学の施策が個々の大学に任されたこ
とと並行して、短期留学特別プログラムの国費枠が漸減し、短
期留学特別プログラムの自立を促されています。すでに、名古
屋大学をはじめ先発して実施した国立大学は留学生の勧誘、寮

は短期留学特別プログラムそのものをも推進でき、短期留学特
別プログラムの教員のキャリアデベロップメントを示すよい手
本となりましょう。NUPACE の活動が次の新たな10年もまた
短期留学特別プログラムのリーダーであり続けることを願って
止みません。

NUPACE: An Appreciation
Francis A. (Tony) Moyer
Director
North Carolina Japan Center, North Carolina State University

Last October I was delighted and honored to have been invited to
attend and speak at the 10th anniversary celebration for Nagoya University’s NUPACE student exchange program. I first learned of the
plans for NUPACE while visiting Nagoya University to mark the 10th
anniversary of the cooperative linkage that tied my institution, North
Carolina State University (NCSU), to Nagoya University. We had long
sent students to “Meidai” for Japanese language and other studies, so I
was delighted to hear that Nagoya University was taking an expanded
approach to student exchange that would allow many more of our students to study in Japan and more Nagoya University students to come
to America.
The resulting NUPACE program has been splendid, and the availability of AIEJ/JASSO scholarships from the Japanese government
has allowed many students to participate in NUPACE who otherwise
would not have been able to afford a stay in Japan. To date, 68 of our
students have attended NUPACE; number 69 has left for Nagoya this
spring. Some 56 Nagoya University exchange students have studied

here at NCSU and many others attended
English language courses over the summer. It has been a delight to work with
the NUPACE staff in Nagoya and to have
contact with both the American and the
Japanese students who have participated
in these exchanges. The benefits for the
students and the impact on their lives
goes beyond anything which they learn
in the classroom. I can speak for myself
and for NCSU as a whole in expressing my sincere gratitude to Nagoya University, the NUPACE staff, and the Japanese taxpayers who
provide the scholarships, all of whom have done so much good for so
many students.
The NUPACE 10th anniversary program was great. It was good to
meet some of the faculty from other NUPACE partner institutions and
to meet and hear from participating students from many other coun-
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tries who, like our American students from NCSU, have been beneficiaries of NUPACE. The presentations by faculty were interesting,
but the talks by alumni students were particularly exciting. It is for the

Over the many years that I have been involved with Japan, there
has been a long running discussion of “kokusaika” – “Internationalization.” Most agree that it is desirable, but there is little agreement about

students that we all work, and it was a delight to hear the accounts of
changed perspectives and broadened visions (and good times) which

what it means. Similarly, here in America, we agree that “internationalizing the university” is an important goal, but we can never agree
what it is and how to do it. What I saw at the NUPACE 10th anniver-

the NUPACE alumni shared with us. The fact that students came from
other parts of Japan and even from overseas to participate in this event
showed the impact which NUPACE has had on these many young
lives from around the globe. The students have grown personally, their
lives have been changed in many ways, including the development of
new career opportunities, and there have even been marriages between
NUPACE and Meidai students. Internationalization takes many
forms!

（和訳）

sary celebration, what I heard from the NUPACE alumni speakers, and
the evidence of friendships and camaraderie from shared experiences
across national and cultural divides answered these questions graphically. NUPACE achieves “kokusaika” in a deep and enduring way in
the lives of the Japanese and international students. Those who established and operate NUPACE should take a justified pride in their accomplishment. Thank you for an important job done well!

NUPACE への謝辞
ノースカロライナ州立大学
ジャパンセンター所長

Francis A. (Tony) Moyer
昨年10月に名古屋大学にて行なわれた NUPACE 交換留学受
入れプログラム10周年記念にご招待いただき、そこで話すこと

そして奨学金に寄与した日本の納税者に感謝を致したいと思い
ます。全ての方々が多くの学生に素晴らしいものを与えてくれ

ができたことを嬉しく、光栄に思います。私が所属するノース
カロライナ州立大学（NCSU）と名古屋大学は NUPACE を通

ました。
NUPACE10周 年 プ ロ グ ラ ム は 素 晴 ら し い も の で し た。

して連携しあうことによってつながってきましたが、その10周
年を祝う NUPACE の計画を名古屋大学を訪れた時に知りまし
た。私たちは長い間、名大に日本語や他の学問を学ぶ目的で学
生を送ってきましたので、名古屋大学が交換留学生数を拡張す

NUPACE の他のパートナーの大学の教職員と会えたことも、
NUPACE にてお世話になっている NCSU をはじめとしたアメ

ることにより、さらに多くの私たちの学生が日本で、名古屋大
学の学生がアメリカで学べることになることを知って嬉しく思
います。
今までの NUPACE プログラムには目を見張るものがありま
す。日本政府による AIEJ/JASSO 奨学金のおかげで NUPACE
に多くの学生が参加できました。奨学金がなければ日本に滞在
することは財政的に難しかったでしょう。現在までに私たちの
大学から68名が NUPACE に参加し、69人目がこの春に名古屋
に出発しました。56名もの名古屋大学の交換留学生が NCSU
にて学び、多くの学生が夏の英語語学コースに参加しました。
名古屋の NUPACE のスタッフたちと仕事をすることや、この
交換留学に参加したアメリカと日本の学生と連絡を取り合える
ことを嬉しく思います。学生が得たものや、学生たちが与えら
れた影響は教室で学んだことにとどまりません。私個人として
も、NCSU の代表としても、名古屋大学、NUPACE のスタッフ、

リカの学生や他の国の学生と会って話せたことも良かったと思
います。教職員によるプレゼンテーションも面白かったので
すが、卒業生たちによる話は特に面白いものでした。私たち
が働いているのは学生のためであるので、NUPACE の卒業生
が、見方が変わった話や視野が広がった話（そして楽しい思い
出）を私たちと分かち合ってくれたことを喜ばしく思います。
日本の各地から、そして海外からさえもこの行事に参加した
学生たちを見て、いかに NUPACE が世界中の若い人々に影響
を与えたかが分かりました。学生たちは人間的に成長し、生き
方は様々に変わりました。学生に新たな進路も開けましたし、
NUPACE と名大の学生の結婚もありました。国際化とはいろ
いろな形があるものですね。
私が日本と関わってきたこの長い間に渡って「国際化（イン
ターナショナリゼーション）
」に関して多くの議論がなされて
きました。国際化は望ましいと多くの方が認めていますが、で
は国際化とは何なのかという合意はほとんどなされていませ
ん。同じくアメリカでも「大学の国際化」は重要な目標ですが、
それが何なのか、そしてどのようにやっていくかという合意は
されていません。これらの疑問に対して NUPACE10周年記念
にて私が見たもの、NUPACE の卒業生から聞いたもの、そし
て違う国や文化を通して経験を共有したことにより芽生えた学
生の友情や仲間意識が明確に答えてくれます。NUPACE は日
本人と海外の学生に対して深く、そして長く「国際化」を実現
させています。NUPACE を設立し、運営されている方々は、
あなたたちが達成したものに対して確固とした誇りを持ってく
ださい。大切な仕事をしっかりやり遂げていただき、ありがと
うございます！
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Increasing the University Knowledge Base through International Education
Jim Masterson
President, National Association of Graduate and Professional Students
(NUPACE Exchange Student from the University of Cincinnati, ʼ99)

Outbound and inbound, international student education is vital to
a growing economy to feed its technological comparative advantage
and international linkages. Outbound international student education
spreads a nation’s ideals, principles and beliefs. It also exposes these

projects which advance the competitiveness of the university to bring in federal
and private research grant money. In essence, these students pay for themselves

students to a myriad of new ideas and creates multiple linkages across
national borders. While outbound international education costs a na-

in their ability to perform work needed
for the university to successfully compete

tion less, these students take money out of the local economy to be
spent in the local economy of their host country. In the US alone, the
number of individuals studying abroad neared 206,0001. Japan ranks

for grants.
From my first study abroad experience
in Japan, I received nearly $6,750 in support from the Japanese government’s AEJ
scholarship. I brought with me $3,000 to cover tuition and initial ex-

11th as the most frequent destination for Americans studying aboard,
behind China, Ireland and Costa Rica. For the most part, these study
abroad experiences are short-term for the Americans, typically a semester. As far as its world share of international students, Japan ranks
6th, just behind Australia, at 4.8%2.
Inbound international student education produces different kinds of
benefits. Talent from other nations is imported to the local economy and
the students are exposed to the culture in which they undertake their
studies. This latter part is important to the spread of ideals and cultures.
While the government may pay or subsidize part of the student’s costs,
money is typically imported into the economy. For instance, in the
state of Ohio in the United States, which ranks 9th in the US for number of international students studying (18,002 in 2005/06 academic
year), these students brought with them an estimated $424,200,0003.
However, most of these students are studying long term and are graduate students matriculating towards a degree. A little less than 9,000
students leave Ohio to study aboard in a foreign country each year,
making a net gain on the importation of students and the dollars they
bring.
Since most of these inbound students are matriculating graduate
students, they often get part of their tuition paid. For instance, at the
University of Cincinnati, 54% of all graduate students get some portion of their tuition paid by the school4. On top of this, they are also
likely to get a stipend for work/research they conduct. These students
are often able to contribute to highly skilled research and development

penses. This was a net -$3,750 for the Japanese government, but was
a net positive for the local economy, a way of indirect subsidization.
However, missing from this is the contribution that I and my fellow
study abroaders could have made in real tangible assets to the university at which we studied. I had the good fortune to contribute a research article for one of my class projects that was published in GSID
Discussion Paper No. 83 at Nagoya University along with my fellow
classmates. However, this was not mandated in my program, nor were
any other students completing similar pieces of work that increase the
knowledgebase of the university. Finding a way for all international
students to contribute to the research capacity of the university will
enable these universities to become more competitive by ensuring that
more creative ideas and work remain with the institution.
Japan’s graduate education is different than that in the United States.
However, I believe that Japan can leverage its generous study abroad
programs to attract more students that can contribute to the Japanese
universities’ research capacity. Furthermore, it will be increasingly important in the coming decades that a larger proportion of international
students studying in Japan come from within the Southeast/Northeast
Asian region. Spreading goodwill in the Asian region through international education can aid the establishment of cross border relations
with Japan and its neighbors working towards international peace
through international education.

1

Source: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE with support from the U.S. Department of State’s Bureau
of Educational and Cultural Affairs. Statistics particular to this state are listed below. Additional statistics are available at IIE’s Open Doors website: http://
opendoors.iienetwork.org/.
2
Source: UNESCO Institute for Statistics, reference year 2004: Statistical Table 9
3
Source: Open Doors: Report on International Educational Exchange, published annually by IIE with support from the U.S. Department of State’s Bureau
of Educational and Cultural Affairs. Statistics particular to this state are listed below. Additional statistics are available at IIE’s Open Doors website: http://
opendoors.iienetwork.org/.
4
See 2003 Graduate Student Issues Survey from the University of Cincinnati. Can be found at http://www.nagps.org/files/Graduate%20Student%20Issues%
20Survey.pdf, January 8th, 2007
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（和訳）

国際教育を通しての大学知識基盤の強化
Jim Masterson
National Association of Graduate and Professional Students 会長
アメリカ・シンシナティ大学出身（NUPACE ʼ99年）

留学生の派遣と受入れは技術的比較優位と国際的連携を発展
させ、経済成長を遂げるために不可欠なものです。派遣教育は
国民の理念、信条、信念を広げることができます。学生に無数
の新しい概念を直に与え、国境を越えた多数の可能性を生み出
すものでもあります。国際派遣教育は国民への負担が少ないで
すが、同時に、派遣生は受入国の地域経済で使うためにそれぞ
れの地域経済から資金を持ち出していることも確かなのです。
アメリカ合衆国を例に挙げると、およそ206,000の人々が留学

日本語シャワー：
日本語を使った
ゲームで盛り上が
る参加者

をしています。アメリカ人の留学先人気ランキングで日本は中
国、アイルランド、コスタリカに続いて11位につけています。
アメリカ人の大部分は短期留学を経験しており、そのほとんど
が１学期間の滞在です。留学生の国際的なシェアに関して言え
ば、日本は4.8% で、オーストラリアのすぐ後に続き６位にラ
ンクインしています。
留学生の受入れはさまざまな利点を生み出しています。地域
経済に外国からの才能が受入れられ、学生はさまざまな文化に
触れることができます。これは理念や文化を広げていく上で重
要な役割を果たしています。その国の政府が派遣生の留学費用
を支払ったり援助したりする際に、そのお金は自らの経済に流
入する。例えば、アメリカのオハイオ州は留学生の受入れが国
内ランク９位ですが（2005年度、18,002人）
、これらの学生が
およそ４億2420万ドルをもたらしたといわれています。しかし
ながら、そのほとんどは長期留学の大学院生で学位獲得のため
に入学しています。9,000人弱の学生が毎年オハイオから海外
へ留学してはいますが、留学生の流入と彼らが持ってくるドル
によって純益が生じます。
受入れ留学生のほとんどが大学院に入学しているため、授業
料の一部を負担してもらっています。例えば、シンシナティ
大学では学校が54％の大学院生の授業料の一部を負担していま
す。さらに、彼らの学習や研究のために奨学金を得ているよう
です。これらの学生は大学の競争力を上げ、政府や民間からの
助成金をもらえるような高度な技術を要するリサーチや、開発

２日目同窓会のパネルディスカッションにて

プロジェクトに寄与しています。実質的にこれらの学生たちは
大学が必要な助成金を得るために、自分たちの能力で資金を稼
ぎ出しているのです。
私が初めて日本で留学したときの経験によれば、私は日本政
府の AIEJ 奨学金により6,750ドル近くをいただきました。その
うち3,000ドルを学費と初期の支出に割り当てました。そうす
ると日本政府にとっては3,750ドルのマイナスになるのですが、
地域経済には利益になるので、政府が地域に間接的な補助金を
支払っているようなものです。しかしながら、この貢献に欠け
ているものは私と他の留学生たちは、私たちが所属した大学
に対して形のある資産を作ることができたであろうということ
なのです。私はクラスメートと共に、名古屋大学の GSID ディ
スカッションペーパー83号にクラスのプロジェクトのリサーチ
文を掲載することができました。しかしながら、このリサーチ
は私たちのプログラムに必須ではなく、他の学生は大学の知識
ベースを向上させるような論文は書きませんでした。全ての留
学生に大学のリサーチ能力の向上につながる貢献方法を求める
ことで、もっと創造的な発想や成果が大学内に残り、大学の競
争力を高めるのです。
日本の大学院教育はアメリカのものと異なります。しかし、
私は日本が留学プログラムを利用することで、日本の大学のリ
サーチ能力に寄与する多くの学生をさらに受け入れられると信
じています。また、来る10年で、より多くの留学生が東南・北
東アジア地域から日本に来ることが殊更に重要になります。留
学生の受け入れによりアジア地域の中で親善を広げていくこと

同窓会の最後に全員で
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は、国際平和を実現し、日本とその近隣諸国の国境を越える関
係を固めることになるのです。

The Value of My Study Abroad Experience
Li Chang
Mazda
NUPACE Exchange Student from Beijing Second Foreign Language Institute (ʼ98‒ʼ99)

Coming from China and having studied in Japan and the US, I am
always asked about my impression of NUPACE and the value of my
study abroad experience. And my answer is always– it’s the most incredible experience and the most valuable treasure in my life.
My Study Abroad Experience and Involvement with NUPACE
Among all NUPACE alumni, I probably have the longest involvement with NUPACE.
I first came to NUPACE in 1998, my third year in college in China
as an exchange student. After an extraordinary year-long experience in
Nagoya, and after getting my bachelor degree in China, I came back
to Nagoya University in 2001 and became a master candidate in the
Graduate School of International Development (GSID). And in 2002,
two years before my graduation from GSID, I went to NC State University in the US as an exchange student through Nagoya University’s
Study Abroad Office, for further study and field work for my thesis.
The Value of My Study Abroad Experience
(1) Firstly, from the academic point of view, it was NUPACE helped
me find my life time research topic: the relation between profitability
and corporate environmental activities.
In college in China, I majored in Japanese language and was concerned about environmental issues since, as you know, my home coun-

nity to meet people of different religions,
cultures, languages and backgrounds.
With this experience, I learned how to
listen to people, respect them, and not to
be judgmental, even if someone’s opinion
does not make any sense in my culture.
This really helped me in my social life
and in my academic research. I believe
this to be a lifelong treasure.
The Location of My Study Abroad Experience in My Future Career
My dream is to create a world where companies can work on environmental activities for their own benefit and profitability, and where
environment protection is no longer a trade-off. In the past, I researched
and verified this hypothesis through my study abroad experience. And,
in the future I would like to stand on the execution side by becoming a
marketing professional, specialized in the environment.
After graduation, I have worked at a product marketing position and
brand marketing position for three years. I consider these experiences
to be an important process in the attainment of my goal. And no matter
what kind of difficulty is ahead, I will walk steadily with the confidence
that I gained from NUPACE, from my study abroad experience.

try is suffering serious environmental problems. During my one-year
exchange, NUPACE helped to find the information that I was interested in, and encouraged me to audit relevant lectures in GSID. After
going back to China, based on what I researched in Nagoya, I finished
my degree with the paper about Japanese overseas development assistance (ODA) for environment problems in China. In this paper, I
reviewed the current status and issues of Japanese aid to China on the
acid rain issue, and pointed out the importance of promoting environment-friendly activities in the business sector.
After graduating from college, I joined GSID, Nagoya University,
to conduct further research on my topic, finding how corporations can
benefit from environmental activities so that they can tackle environmental issues positively and not just as an administrative burden.
This time, Nagoya University’s Study Abroad Office provided me
with the chance to study the related topics of marketing and supply
chain management at NC State University, as well as the chance to
conduct field work in the US. With this opportunity, I was able to collect relevant data and, though qualitative analysis, verify in my thesis
the possibility of profitability from environment-friendly activities.
(2) Secondly, in terms of personal development, the incredible thing is
that study abroad helped me to broaden my perspective in looking at
the world. During my study in Japan and in the US, I had the opportu-

日本語シャワー：みんなで福笑い

日本語シャワー：かるたを競う
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（和訳）

留学の意義
李 暢
マツダ勤務
中国・北京第二外国語学院出身（NUPACE ʼ98−ʼ99年）

世界の動きを
振り返った10年史

中国から日本やアメリカに勉強しに来て、NUPACE の印象
や留学経験の価値について聞かれることがよくあります。私は
いつも「私の人生において、もっとも素晴らしい経験であり大
切な財産です」と答えます。
留学生活と NUPACE との関わり
NUPACE の同窓生の中でも私は長期に渡り NUPACE との
かかわりを持っていると思います。私が NUPACE と関わりを
持ったのは1998年、中国の大学で３年生の時、交換留学生と
して参加したのが初めてでした。名古屋でのすばらしい１年
を過ごした後中国で学士号を取得し、2001年国際開発研究科
（GSID）で修士号取得を目指すため名古屋大学へ戻ってきまし
た。GSID 修了２年前、論文のためのさらなる研究、フィール
ドワークに向けて2002年名古屋大学海外留学室を通しアメリカ
のノースカロライナ州立大学に留学しました。
留学経験の意義
１）まず初めに、専門的な視点から見て、私の研究テーマであ
る「企業の環境活動と収益性の関連性」に気づかせてくれ
たのは NUPACE でした。中国の大学で私は日本語学を専
攻していましたが、広く知られているとおり、中国は深刻
な環境問題に苦しんでいるため環境問題にも関心がありま
した。１年の留学中、NUPACE は私の興味のある分野の
情報の収集を手助けしてくれ、GSID での関連講義の聴講
を勧めてくれました。中国に帰国後、名古屋での研究を
元に中国の環境問題のための日本の海外開発援助（ODA）
についての論文を作成し学位を修了しました。この論文
で、酸性雨問題における日本の対中支援の現状と課題につ
いてレビューし、ビジネスを行う上で環境に優しい活動を
促進することの重要性を指摘しました。大学卒業後、企業
が経営上の義務としてではなく積極的に環境問題に取り組
むためにはどうすれば環境活動を収益につなぐことができ
るか、という私の研究課題をさらに掘り下げるために名古
屋大学 GSID に所属しました。
この時、名古屋大学海外留学室はアメリカでのフィールド

多文化アワー：自分の留学経験を色紙を使いながら
振り返りました。

ワーク実施の機会を与えてくれるのと同時にノースカロラ
イナ州立大学でマーケティングとサプライチェーンマネー
ジメントの関連トピックを研究する機会も提供してくれま
した。この好機に、関連データの収集をし、定性分析をす
ることにより、私の論文上で環境に優しい活動からの収益
の可能性を立証することができました。
２）次に、個人開発の点では、すばらしいことに私は留学に
よって世界を見つめ、視野を広げることができました。日
本とアメリカに留学中、異なった宗教、文化、言語、バッ
クグラウンドの人々と出会う機会がありました。この経験
によって、人々に耳を傾け、彼らに敬意を表し、たとえ自
分の文化では意味を成さないことでも批判的になってはな
らない、ということを学びました。このことは普段の生活
にも、大学の研究にも大変役に立っています。これは私の
一生の宝物になると思います。
将来のキャリアの中での留学経験の位置づけ
私の夢は企業が義務としてではなく、収益のために環境保護
活動に取り組むことのできる世界にすることです。過去に、私
は自分の留学経験を通してこの仮説を研究し立証しました。将
来は、環境を専門とするマーケティングのプロになり、実施す
る者となりたいです。
卒業後、私はプロダクトマーケティングとブランドマーケティ
ングの分野で３年働きました。私の目標を実現するためにこれ
らの経験は重要なプロセスだと思います。そしてどんな壁にぶ
ち当たろうとも、私は NUPACE やほかの留学中の経験によっ
て成長した自分に自信を持って確実に前にすすんでいきます。
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交換留学への取り組みが名古屋大学の国際的地位を左右する
堀場 浩信
Boston Consulting Group 勤務
名古屋大学工学部出身
アメリカ・ノースカロライナ州立大学留学（ʼ01−ʼ03年）

現在、世界中で学生の流動化が進行している。学生は、自国
の大学に進学する必要はなく、海外で学ぶ選択を持つ。
インター
ネット技術の進歩により、授業を受けるためにキャンパスにい
る必要はないという時代もすぐそこまで来ている。このような
時代には、大学間の競争は、企業の競争と同じく自国にとどま
るものではなく、国際的なものとなる。今後も競争は激化して
いくと考えられ、優秀な学生を世界中から集められるかどうか
ということは、大学が教育機関として成功できるかどうかにも
大きな影響を与えるものだと考えられる。このような学生の流
動化の時代に、交換留学を充実させることは、優秀な学生を確
保し、大学の国際的な競争力を高めるために重要である。名古
屋大学の卒業生として、そして、交換留学経験者として名古屋
大学の交換留学の重要性を、教員の交換留学への積極的な関与
の重要性と合わせて考えてみたい。
国際的に競争力のある大学とは、以下の３つの条件を満たし
ている機関であると考える。第一に、一流の研究成果を挙げる
事、第二に、世界で活躍できる人材を輩出する教育機関である

供するのは、大学の役目ではないのだろ
うか？交換留学を活性化することで、優
秀な学生を受け入れれば、大学は国際的
な役割を果たすことができる。
国際的競争力のある大学であるため
には、すばらしい研究を継続するため
に、優秀な学生を多く確保し、企業で活
躍できる人材を育てるという役割を果
たし、教育という点で地域に貢献していかなければならない。
その実現のためには、学生流動化の時代において、交換留学の
促進は大学の戦略を考える上でも重要度が高い。大学教員は、
国際的に活躍できる人材を育てるという立場から、学生は国際
的な人材に成長するという立場から、留学生センターは、優秀
な学生を世界中から呼び込めるよう運営する立場から、お互い
が協力し、交換留学の更なる発展に努める事が名古屋大学の教
育機関としての国際社会での成功のために重要である。

こと、第三に、地域社会に貢献する事である。交換留学の充実
がどのように、これらの条件に影響を与えるのだろうか？
研究成果を挙げるためには、教員を補助する立場にある学生
の質も重要な要素である。英語での教育を提供できない場合、
必然的に学生を日本語が話せるものに限ることになる。日本人
の学力低下が進む中そのような状況を作り出してよいのだろう
か？英語にて教育を提供すること、交換留学生を研究生として
受け入れことで、学内での学生間の競争を実現できる。これに
より学生の質の向上、よりよい研究成果を挙げることが可能だ
と考える。
国際的に活躍できる人材を育成するためには、英語という
ツールを用いて、ロジカルに議論をできる人材を輩出する必要
がある。教員は、名古屋大学で学生に対し十分に教育を行って
いると自信を持って言えるだろうか？優秀な学生を世界中の大
学から受け入れれば、名古屋大学の学生にとっても異なった視
点で物事を見るための良い刺激となる。名古屋大学の学生を世
界中の大学に派遣していくことで、名古屋大学での教育のレベ
ルの高さを示せる。名古屋大学で高度な教育を受けた卒業生が
企業で活躍すれば、それらの企業から共同研究等の提案をいた
だける可能性が高まると考える。
地域社会への貢献のためには、大学が地元企業への教育機会
の提供することが重要な一つである。現在、少子化が進み、学
生の入学母数が減少している。このような中では、一度社会に
出られた方々への再教育の充実も大学にとって重要な課題であ
るはずである。なぜ企業は、海外派遣直前の社員を大学ではな
く、英会話学校へ通わせなければならないのだろうか？世界中
の学生が集まる大学で、学生と社会人が一緒に学び合う場を提
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佐藤弘毅先生「日本教育工学会の第20回論文賞」受賞！

この度、本センター講師の佐藤弘毅先生が第一著者の論文「電子化黒板に共有された情報への視線集中が
受講者の存在感および学習の情意面に与える影響」
（日本教育工学会論文誌 Vol.29, No.4, pp.501-513に掲載、
東京工業大学社会理工学研究科赤堀侃司教授と共著）が、日本教育工学会の第20回論文賞を受賞しましたの
で、ここに報告させて頂きます。下記写真は昨年11月４日、関西大学で行われた日本教育工学会第22回全国
大会全体会での授賞式の様子です。佐藤弘毅先生に論文の説明と今後の抱負を語っていただきました。

本論文は、教室前面の黒板（またはホワイトボード）に共有された情報を、受講者が一緒に見ることによる効果（視線集中の効
果）を検証したものです。電子化黒板（interactive blackboard）は、黒板をコンピュータやネットワークに接続し、巨大なタッチ
パネルディスプレイに置き換えたもので、前述した情報共有をより円滑に行うことができます。本論文では、効果的な電子化黒板
の活用を目指し、この効果として受講者の「他の受講者を身近に意識する」感覚である存在感（social presence）の向上を取り上
げ、検証を試みました。そのために、電子化黒板と PC で情報を共有する授業と、PC の
みで情報を共有する授業を数種類実験的に行い、各々の授業後のアンケートにより①存在
感、②どの程度電子化黒板を見たか視線集中の程度、③学習のし易さや難易度、満足度と
いった学習の情意面の効果を測定しました。右の線グラフは電子化黒板を用いた授業とそ
うでない授業における存在感（７段階評価の尺度の平均）を比較したものですが、電子化
黒板を用いた授業の方が統計的にも有意に存在感が高いことがわかりました。次に、①存
在感、②視線集中、③学習の情意面の因果関係を探るため、共分散構造分析という統計手
法により検証を行ったところ、視線集中が多いほど存在感が高く、存在感が高いほど学習
の情意面の評価が高いことがわかりました。また、右の棒グラフは授業において実際に受
講者が電子化黒板を見た回数の多少（１回の授業につき10回未満／以上で分類）による存
在感の差を示していますが、これも前述の分析結果を裏付けるものでした。
留学生を対象とした日本語の授業においても、黒板は例文や絵などの教材を提示する場
や各受講者のコミュニケーションのための情報を共有する場としてよく活用されている教
育メディアであり、本論文の知見が役に立つと思っております。また、本論文で取り上げ
た存在感はコミュニケーションを活性化するための基礎となるものであり、コミュニケー
ションが重視されてきた近年の日本語教育において重要な視座になると信じております。
本論文のように教育メディアの有効性に注目した日本語教育の研究はまだ少ないため、今
後も本センター日本語教育メディア・システム開発部門（JEMS）の活動を通じて積極的
に取り組んでいきたいと考えております。
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名大大学院生主催「第一回国際・学際学会 Feedforth 06 」開催される

A Report Card for Feedforth06;
International & Interdisciplinary Conference run
by NU graduate students
The FF06 Committee
The first annual Feedforth conference was held on the 16th and 17th
of November on the campus of Nagoya University, to resounding acclaim. The conference, which was envisioned and executed by a committee of Nagoya University graduate students from 7 countries and
5 continents, was designed with the purpose of affording young researchers an opportunity to share their work with a broad audience of
experts in a diverse range of academic fields, to expose aspects of their
work to inter-disciplinary scrutiny, and to build social and professional
partnerships. This is a report card for the conference. What was successful? What can be made even better? What did we learn?
First, the conference itself was born from a need, in the conference
planners themselves, for a new kind of conference. Most academic
conferences are designed and run for the purpose of uniting researchers from one specialty, and therefore allow researchers in that specialty
to declare their presence among their peers through publications in
the proceedings ··· that’s fine. However, what we really missed was an
opportunity to share between disciplines and between young researchers, in Japan for a possibly short and precious time. We wanted an
opportunity to define our research community for the future, to create
connections that we could
take with us to our final destinations, not the chance to
be accepted into an existing
field, with boundaries defined in the past.
To that end, FF06 operated under the following
tenets: –Lively environment
for constructive criticism
–Emphasis on discussion,
where presentations were
viewed as a catalyst for
the subsequent discussion
–Ample time for discussion,
with opportunity for linking between presentations.

–Equality among all.
16 presenters were offered the opportunity to share their research.
Presentations were grouped into five oral sessions covering a range of
topics from “Industrial Applications” to “Education and Epistemology”
to “Legal and Economics,” “Biotechnology,” and “Urban and Rural
Planning.” Each session was capped by a round table discussion in
which all presenters and audience members engaged in spirited debate
about individual research projects and the place of research in the academic universe.
Attendees of Feedforth06 also had the wonderful opportunity to
listen to and discuss presentations by three keynote speakers; James
W. Heisig, Permanent Research Fellow of the Nanzan Institute for
Religion and Culture, spoke about “The Ethos of Interdisciplinary
Dialogue,” and Sam B. Edwards and Yasutomo Morigiwa, Professors
in the Graduate School of Law at Nagoya University, spoke about
“Networking in international academic environments – building bridges between the Disciplines.”
How did we do? The overwhelming response from the attendees
was, indeed, that the conference was unlike any other they had been
to. The attendees were relaxed, the discussions were lively, and sometimes intense. Guests from diverse disciplines, because they were in
an environment where they felt conformable and valuable, shared their
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ideas and insights, leading to many intense sessions that often extended into the halls and over lunch. Comparing to typical conferences,
two points immediately jumped out. One, it was clear from the manner
and level of interaction of the members that they felt as equals. There
was no attendee: organizer, speaker: audience dichotomy. Rather than
behaving as attendees, invited to the conference for the sole purpose
of delivering a 10 to 15 minute speech, our guests stayed to share and
to support each other, and even helped the committee with administration duties.
Two, as the sessions progressed, and we moved from the bright
morning to the waning evening, attendance increased. This is not typical of most conferences. Why? Because each session, despite focusing
on a unifying topic, was composed of diverse speakers with a wide
range of ideas and approaches, not to mention an ever-shifting audience of diverse experts, each session took on a life of its own. As
organizers, our goal was to create a seemingly interesting grouping
of speakers and hope for the best. Our intentions were met ten fold.
Discussions meandered between multiple ideas and topics, weaving
an ever-shifting fabric of ideas. Guests stayed just to see what would
happen next. There was a palpable air of expectation with each new
speaker. How would this new addition change the ideas already presented? How would the final round-table discussion culminate? This

（要旨訳）

outcome, we feel, was the greatest triumph of FF06. And it is thanks to
all of the members of FF06 themselves.
Finally, what can we do better? The stories from our guests about
how they found out about FF06 serve as both a lesson for the planning
of future conferences, and a great source of promise. Attendees told
of receiving phone-calls and emails from old friends and dormitory
acquaintances, informing them about this conference. One guest even
noted, while studying in the “inaka” of Gifu, he had wondered into the
city one day and by chance had seen our posted on a dormitory wall.
These stories simultaneously show the passion and desire that had, until now, remained untapped among young researchers in Japan. However, these stories also point the way forward. For every student who
did hear about FF06, there were many more who didn’t. It is therefore the major goal of the planning committee to reach those students,
through increased exposure through newspapers and email, posters
and flyers. We hope that FF06, just as its presentations served as seeds
for a growing discussion, can serve as the beginning of a tradition with
outcomes that can only be imagined, providing future generations of
young researchers the opportunity to share their passion.
FF07 will be held on October 25 and 26 on campus. Please visit our
website: www.feedforth.org

Feedforth2006：
名大大学院生主催の国際・学際学会を終えて

名古屋大学の大学院生が主催して、11月16−17日、第一回国際・学際学会 Feedforth06を開催しました。Feedforth は、多様な
分野の研究者たちが自由な雰囲気の中で、研究発表を通して学び合い、人的ネットワークの構築を図ることを目的として企画され
ました。実際に、企画者、発表者、聴衆が一体となって議論が進みました。会が進行するにつれて参加者が増えていったのは、他
の学会では見られない光景でした。様々な分野の発表が次の討論を生み、その積み重ねが力強いうねりとなり、最後の全体討論に
続いていったことが、この会の大きな成功要因と言えるでしょう。今後は広報の工夫をして、より多くの大学院生・研究者たちに
Feedforth を知ってもらい、学内外の方々の協力を得ながらこの会を毎年続ける予定です。

今年度の開催案内
Feedforth07は10月25日
（木）
・26日
（金）
に開催予定です。研究発表の申込み
は７月15日まで受け付けています。以下のページをご覧いただき、発表要旨を
ご提出ください。学内外の大学院生たちからの多くの応募をお待ちしています。
また学会当日にはぜひ皆様ご参加ください。

学会情報：http://www.feedforth.org
発表申し込み：http://www.feedforth.org/FeedForth07/Submission.html
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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）
留学生相談室

○本 村 宏 明 国際課長
昨年10月に急遽東京から名古屋大学に赴任してきました。留学生は、
大学にとってだけでなく日本の宝だと思っています。留学生の皆さんが、
名古屋大学に来て良かったと思えるように宿舎や奨学金等の生活環境を
少しでも改善できるよう頑張ります。

○桜 井 雅 憲 課長補佐
2006年の４月末に突然、国際課への配置換の内示を受け、早１年が
過ぎてしまいました。次から次へ色々な事案対応があり、あっという間
のあわただしい１年でした。国際課に来て学生交流協定の締結、外国人
研究者の宿泊施設管理、昨今の様々な外国人留学生の受入れ施策への
対応等の業務にも幾分か関わり、その課題の多さ、重さを痛感するこの
頃です。

○松 原 治 子 国際企画掛長

留学生センター／
国際課

みなさまの留学生生活が充実したものとなるよう、後方支援スタッフ
として少しでもお役に立つことができれば嬉しく思います。週末には夫
や友人とテニスコートで汗を流し、心身をリフレッシュしています。

○井 上 和 美 国際交流会館掛長
2007年４月インターナショナルレジデンスへ配置換になりました。留学生の入居に伴う慌ただ
しい日・圧倒された初日からのスタートでした。学ぶ心をもち留学してきた学生へ、 心 をもっ
て接する仕事ができたらと思います。異文化体験もレジデンスならではの掛かもしれません。

○種 田 浩 二 国際企画掛
2007年４月から国際課で働くことになりました。留学生センターからは遠く離れた場所にある
国際課（高等総合研究館内）に勤務しています。時間があれば一度キャンパスマップで探してみ
て下さい。なかなか見付からないと思います。国際関係の仕事をするのは初めてですが、大学の
国際交流事業のお手伝いができて嬉しく思います。キャンパス内で見かけたら気軽に声をかけて
下さい。

○川添理恵子 留学生センター掛
2007年２月から留学生センター掛に勤務しています。日本に来る留学生が日本で充実した留学
生活を送ってもらえるように支援させて頂けることはとてもありがたいです。留学生の期待に応
えられるよう誠意を持って対応したいと思います。よろしくお願いします。

○宮 川 寛 子 短期留学掛
2007年４月より国際課短期留学掛でお世話になっております。４月は何もわからないままバタ
バタと過ぎてしまいましたが、毎日留学生の方に接することができ、またスタッフもいい方ばか
りで、とても楽しく仕事をさせて頂いております。まだまだ教えてもらうことばかりですが、留
学生とともに私も成長していきたいと思います。

○出 口 智 子 学術交流掛
2007年４月１日付けで金沢大学から異動してきました。大学入学以来ずっと地元の三重を離れ
ていましたが、今回の異動で久しぶりに戻ってきました。職場は全く新しい環境になりましたが、
少しずつ慣れてきたところです。どうぞよろしくお願いいたします。
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留学生センター
○衣 川 隆 生
（日本語・日本文化教育部門 准教授）
2006年４月に筑波大学留学生センターからこちら
に参りました。名古屋大学では主に短期留学生向け
の日本語コースのコーディネートを担当しておりま
す。出身大学であるこの大学で日本語教育に関われ
ることを非常にうれしく思っています。よろしくお
願いします。

名古屋大学留学生相談室

短期留学室
○福 丸 夕 扇
2006年６月から短期留学室で事務補佐員として勤
務しています。半年から１年という短い期間の中で
有意義な時間を過ごしてもらえるように、暖かい雰
囲気作りを大切に笑顔で日々学生に刺激を受けなが
ら働きたいと思っています。

留学生会館

○齋藤さくら

○豊島須美代

2007年４月から留学生相談室で勤務をしていま
す。メキシコから来てほぼ３年経っていて、まだま
だ分からないことが大量にありますが、留学生の家
族の日本語や留学生からの相談を精一杯サポートし
たいと思います。

こんにちは。留学生会館のトヨシマです。私は皆
さんの日本での生活の第一歩をお手伝いさせていた
だいています。桜山の留学生会館は、名古屋大学か
ら少し離れていますが、とても住みやすい会館です。
周りにたくさんのお店があり、たくさんの友人がで
きる会館です。

「チューター・マニュアル全学版 2006-2007」刊行
「名古屋大学の外国人留学生のための新しいチューター制度」（平成18年３月学術・教育交
流専門委員会にて承認）を全学の教職員とチューター学生、及び対象となる留学生に理解し
ていただき円滑に運用できるよう留学生教育交流実施委員会が「チューター・マニュアル全
学版」を刊行いたしました。是非ご活用ください。留学生センター HP にも掲載されていま
す。 http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/info/life/tutor̲2006̲2007.pdf
（トップページ > 在学留学生への情報 > 生活情報 > 勉強生活支援）

「入学予定者のためのガイドブック 2007-2008」刊行
平成18年９月、名古屋大学上海事務所において10月名古屋大学へ入学予定の上海近隣に住む学生を
対象に「入学予定者のためのオリエンテーション」を開催しました。その体験をもとに、名古屋大
学へ入学する留学生の入学準備に役立つことを願ってガイドブックを作成しました。留学生センター
HP にも掲載されています。 http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/admission/handbook.html
（トップページ > 名古屋大学への入学情報 > ハンドブック）
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留学生と日本人学生のための教育交流プログラム
Intercultural Programs for International and Japanese students
名古屋大学留学生センターと留学生相談室は連携しあいながら、新しい発想に基づいた留学生と日本人学生のための教育交流プ
ログラムを提供しています。興味のある方はぜひご参加ください。
ECIS (Education Center for International Students) and ISA Office (International Student Advising Office) offer fun cultural exchange programs
for students. International and Japanese students are encouraged to join these programs!

1．多文化間ディスカッショングループ
多文化間ディスカッショングループでは、留学生や日本人学

1. Cross-Cultural Discussion Group
This group of international and Japanese students provides a relaxed

生が定期的に同じメンバーで集まり、文化に関することや異文
化体験、そして日頃考えていることなどをテーマとしてリラッ
クスした雰囲気の中で話し

atmosphere for sharing cross-cultural experiences, personal thoughts

合います。毎学期、参加学
生を募集しています。
★申込み：
名古屋大学留学生相談室
Tel：052‑788‑6118
E-mail：t a k a k i @ e c i s .
nagoya-u.ac.jp

and ideas. Group members meet on regular basis and new groups are
formed every semester. If you would like to join, please contact the
ISA Office at the beginning of the semester.
★Application: ISA Office
Tel: 052-788-6118
E-mail: takaki@ecis.nagoya-u.ac.jp

2．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留学生と日本人学生が出会い、文
化や学生生活に関することなどを気軽に話し合える国際交流の場

2. Small World Coffee Hour
This event is held every month during the

を毎月（学期中）留学生センター１階ラウンジにて開催していま
す。楽しい会話、コーヒーやお茶やお菓子、そして文化交流や友

informal atmosphere for international and Japa-

達作りのきっかけとなるゲームが楽しめます。大学内での知り合
いや友達を増やせる機会ですので、ぜひご参加ください。外国人
研究者の方や教職員の皆さまのご参加もお待ちしています。
★次回のコーヒーアワーは、６月22日
（金）
、
７月18日
（水）
16：30〜
18：00（留学生センター１階
ラウンジ）に開催します！
★問合わせ：
名古屋大学留学生相談室
Tel：052‑788‑6118
E-mail：t a k a k i @ e c i s .
nagoya-u.ac.jp

3．ヘルプデスク
留学生センターでは、名古屋大学のボランティア学生が中心
となって、新入留学生のためのサポート活動を行っています。
新学期開始後の約３週間、留学生センター１階ラウンジに「ヘ
ルプデスク」が設けられますので、この空間を利用して、学生
生活や勉強に関することを気軽に先輩学生に聞けます。また、
楽しみながらネットワークを広げることもできますので、ぜひ
来てください！

school year at the ECIS lounge and provides an
nese students to meet and share international interests. In addition to great conversation, “coffee
hour” attendees can join in cultural and networking activities. So take
a break from your studies, enjoy free coffee, tea, and snacks and get
to know your fellow students! International scholar, faculties, staff are
also welcome to join!
★Next coffee hour information:
・June 22nd Friday, 4:30pm–6:00pm, at ECIS Lounge
・July 18th Wednesday, 4:30pm–6:00pm, at ECIS Lounge
★For more information: ISA Office
Tel: 052-788-6118
E-mail: takaki@ecis.nagoya-u.ac.jp

3. Help Desk
Nagoya University volunteer students welcome and assist newly arrived international students in the ECIS lounge (at a help desk) during
the first three weeks of every
semester. Students share useful information and enjoy a
friendly atmosphere for networking. Both international
students and Nagoya University students are welcome to
stop by!
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全学向け日本語講座年間スケジュール
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お知らせ

地域のアパートに住んでいる留学生の皆様へ
To International Students living in a community

大学の寮から引っ越してアパート住まいが始まり、そろそろ慣
れた頃かと思います。同じアパートの住人やご近所の人々と良
好な関係を維持して楽しく暮すために、留学生相談室から皆様

How are you living in your apartment after moving out from University dormitory? To get along well with your neighbors, Nagoya University International Student Advising Office (ISA Office) gives you

にいくつかアドバイスをします。

useful several advices.

◇ゴミの収集･･･名古屋市は自然環境への配慮からゴ
ミの分別収集を行なっています。適切に分別して、
指定の袋に入れ、指定曜日の朝８時までに、指定さ
れた場所へ出してください。前日の夜に出してはい
けません。分別の仕方がわからない場合は、まわり
の日本人に聞くか、留学生相談室へ来てください。

◇ Refuse Disposal ··· A sorting system of refuse disposal
is carried out in Nagoya-city in careful consideration of

◆日本のアパートは壁が薄いため他の部屋の物音が

◆ To avoid any annoyance to your neighbors, always check

よく聞こえます。友達を呼んだり、音楽を聴いたり、
テレビを見るときは、話し声や音量に気をつけてく
ださい。特に早朝（朝８：00頃まで）や夜遅く（夜
10時以降）は注意が必要です。

◇気持ちよく暮すための第一歩として、近所の人々に
挨拶するようにしましょう。

◆一時帰国などで、長い期間留守にする時は、家主に知らせて
ください。

◇防犯や防災のため、戸締りや火の始末に気をつけましょう。

ecomanagement. You are expected to classify the refuse
following the system and put it into a designated plastic
bag for each. Place the bags at the designated place by
8:00 a.m. on the designated day. Don’t place them at the
previous night. If you are not sure about the classification,
please ask Japanese around you or at the ISA Office.

the noise level or volume level in your room, especially
early in the morning and late at night (after 10:00 p.m.
until 8:00 a.m.).

◇ Remember to exchange greetings with your neighbors.

◆ When you are away from your room for a long time like a temporary leave from Japan, please notify it to your landlord.

◇Be careful of fire and burglary.
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留学生センター案内図
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