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特 集

名大生のための海外留学ハンドブックが
できました！
海外留学室では、交換留学生の教育支援にとどまらず、海外
の大学院への進学や語学留学を希望する方のサポートを幅広く
行っています。2008年度は約170名の学部生・大学院生からの
べ約400件の個人相談がありました。海外留学室での教育支援
のニーズは今後も増加すると思われ、そのニーズに応えるため

めに重要なことは、それぞれの留学目的を自分で認識し、自信
を持ち、他人と比較することなく、自らの体験にしっかりと向
き合うことです。海外留学室での個人相談では、この点を常に
意識しながら行っています。留学は、単に「成功」したり「失
敗」したりするものではありません。異文化環境の中で自分に

に今回名大生のための海外留学ハンドブックを発行することに
なりました。
このハンドブックは、海外留学室での教育支援内容をできる
だけ文章化しようとしたものです。留学のために必要な情報を
単に集めただけではなく、留学という貴重な機会に対し、準備
期間からより自立的にとりくみ、留学を成長体験とつなげてい

起こっていることに向き合い、何かに気づき、何か新しいこと
ができるようになれば、それが各自個有の成長体験なのです。
今回の特集では、ハンドブックに掲載されている留学体験談
の中から、「生の声」 ６ 編をお届けします。筆者は全員2009年
２ 月現在留学中の交換留学生であり、これから留学しようとす
る方へのメッセージとして以下の原稿を執筆してくれました。

くためのヒントを各所にちりばめています。留学に興味を持ち
始めた方や留学直前の方を主なターゲットにしていますが、留

全員が交換留学という同じ形での留学をしていますが、それぞ
れに異なる環境の中、学問的成長だけでなく、さまざまなこと

学中の方やすでに帰国した方が自ら経験を振り返るためのきっ
かけとして目を通していただくのもおもしろいかもしれません。
そして今回のハンドブック編集に際して特に重視したのは、
「留学経験の多様性」です。留学には、 １ ヶ月の語学研修のよ
うなの短いものから、学位取得を目的とした数年に渡る長いも

に気づき、人間としての幅を広げている様子がご覧頂けると思
います。

のもあります。また、渡航先も英語圏に限らずさまざまです。
渡航時の年齢やそれまでの経験によって、留学で学ぶ内容も異
なってきます。つまり、留学の目的や成果は一人一人異なって
おり、この現象を「留学」とひとくくりにして考えると、いろ
いろと大切なことを見落しがちです。留学経験の質を高めるた

名大生のための海外留学ハンドブックは、こちらでもご覧頂
けます。
http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/abroad/
お問い合わせ、ご意見等はこちらまでお寄せください。
留学生センター 海外留学室
052-789-2196 abroad@ecis.nagoya-u.ac.jp

留学という幸運
文学研究科 M1

藤岡 夕子

ストラスブール大学群に留学中
私は現在、フランスのストラスブールという街で留学生活を

識に確固とした自信をもっているならば、おそらくそのように

送っています。時が経つのは早いもので、こちらへ到着してか
ら、もうすぐ五ヶ月が過ぎようとしています。私が選んだ留学
プログラムは、予定されている十ヶ月の留学期間のうち、前期
は語学学校に通い、後期から大学の授業を受けるというシステ
ムで運営されています。そのため、これから始まる大学におけ
る授業で、自分の専門であるフランス文学を本格的に学ぶこと
になります。
こちらに来てから感じるのは、やはり私は「外国人」である
ということです。先週、大学での履修登録を済ませてきました

感じる必要もないのでしょう。私はまだ、不安に思うことが多
いです。これからもっと気を引き締めて、頑張らなくてはなり
ません。私は今、フランスで好きなことを好きなだけ勉強でき
るという、大変恵まれた環境にあります。支えてくれている家
族や友人には、本当に感謝しています。
ストラスブールは暮らしやすい街で、道行く人も優しい気が
します。ただ、自分の意見をはっきり言わなければ、相手に通
じないことが多いので、日本人の私にとっては大変です。自分
が情けなく感じられ、落ち込む日もあります。そのような時は、

が、周りを見渡すとアジア系の学生はほとんどおらず、当然の
ことながら、
フランス人ばかりでした。覚悟はしていたものの、
どうしても気後れしてしまう自分がいます。語学力と文学の知

同じ留学仲間が私にかけてくれた言葉を思い出すようにしてい
ます。それは、
「情けないのは皆同じ。はじめから何でもでき
るのだったら、こんなところにいない。
」という言葉です。能
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力不足だからこそ、留学という手段を用いて成長しようとして
いるはずなのに、うまくできないことで落ち込んでいた自分に
気づかされました。
これからもさまざまな困難に遭遇し、悲しい思いをするかも
しれません。しかし、自由に勉強できるチャンスを与えられた
ことに感謝する気持ちを忘れずに、自分の目で見たもの、自分
の耳で聞いたものに、素直に反応していけたらと思います。
もし、留学することが可能なら、それは本当に幸運なことで
す。楽しいことばかりではないかもしれませんが、自分を見つ
める良い機会であることは確かです。それはきっと、人生でか
けがえのない大切な時間になることと思います。今、留学を検
討している皆さんが、実際に留学という幸運を手にし、実りあ
る体験をされることを心から願っております。

Lundian としての生活
法学部 ３ 年

河野 海斗

スウェーデン ルンド大学留学中
ルンド大学での半年間は、
“あっ”とも言わないままに過ぎ
てしまったように思います。この“生の声”を書くにあたり、

このルンド大学で、数多くの大切な友人に出会いました。今
はまだ、離れて生活することが考えられない程大切な友人関係

どんなアドバイスがこれから留学を考えているみなさんに有益
かを考えました。しかし、自分がどれほどルンド大学で貴重な
時間をすごしているかを書くのが、一番素直な私からのアドバ
イスだと思います。
ルンドはスウェーデンの南端に位置し、10万人弱の人口に対

です。異文化、他言語の中でこれだけ大切な友人を得る事がで
きたのは、自分自身にも強い自信になりました。彼らとの残り
半年のルンド大学生活は、学生生活で最高の学期になる確信が
あります。
１ 年間、全く知らない土地で、なおかつ他言語で生活するの

して ４ 万 ５ 千人の学生を抱える、ヨーロッパ有数の学生都市で
す。学部の交換留学生だけでも2000人を超え、街全体が“学
生”、“インターナショナル”な雰囲気で満ちあふれています。
週末の夜は、街の各地で、学生同士で賑やかにパーティが行わ
れ、クレイジーな学生独特の雰囲気に身を任せます。うってか
わって、平日は、教科書を抱えた学生達が街を闊歩し、図書館
も学生で溢れ、FIKA と呼ばれるコーヒータイムで、休憩を兼
ね友達と会話を楽しむといった感じです。今では、私も完全に
“Lundian”になり、友達と共にそのサイクルを心地よく楽し
んでいます。

は、勇気の必要なことかもしれません。ただ、そのステップさ
え乗り越えれば、二度と得られないような充実感と、かけがえ
のない友人たちが得られるはずです。全ては、あなた次第です。
頑張って下さい。応援しています。

授業に関しては、国際人権法、比較法、法の歴史を主に勉強
しています。授業数は日本に比べて格段に少ないのですが、多
くの授業で、エッセイ、プレゼンテーション、グループワーク
が毎週のように要求されます。私の履修している法学部の授業
は、日本人はおろか、アジアからの学生が私だけなので、ディ
スカッションで意見を求められる事も少なくありません。しか
し、少人数（ ５ ～15人）の授業で、友人と準備したりすること
も多いので、モチベーションは高い状態で保たれ、前学期も集
中して取り組む事ができました。
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Be Positive!!
国際言語文化研究科 M2

佐藤 栄恵

イギリス ブリストル大学留学中
「Bristol! What a nice city!!」
、とイギリス人の先生に大絶賛
され、私の留学への思いは期待の気持ちいっぱいで始まりまし
た。現在私は、ブリストル大学で美術史を専攻し、学部 １ 年生
に混じってヨーロッパ美術の歴史を学んでいるところです。幸
運にも？授業は週に ３ 日ほどしかないのですが、その代わりに

じていましたが、ここ最近は「またか。」もしくは「よかった、
本当の火事じゃなくて。」と変な余裕と適応力がついてしまい
ました。
来たばかりのころは、ものごとが思うように進まないと気持
ちが沈んでしまいがちな私でしたが、半年たった今は食事がお

“self-study”いわゆる「自主学習」が大半を占め、とにかく大
量の本をひたすら読み、たくさんの芸術作品を見ることが美術
史の学生に期待されています。
日本語でも本を読むのが遅い私。
英語、しかも専門書となるとたった ２ 、 ３ ページ読むのでもか
なりの時間がかかってしまい、半年たった今でも Reading は
私にとって大きな課題です。

いしくなくても、何か問題が起こっても、「今日ははずれの日。
でも明日は！！」と少しずつ前向きに考えられる自分に変わって
いきました。特にイギリスは天気がいつも曇り空で、心が沈み
やすい国です。そして留学生活がいつも楽しいわけではありま
せん。落ち込む日があってもいい。でも何かにつまずいたとき
は少しだけでも、ものごとをポジティブに考えたい、そう心が

大学での勉強はもちろん大変ですが、私がイギリスに来て最
も苦労したのは、ここでの生活に慣れること。第一に衝撃を受

けている毎日です。

けたのは、食生活。心得てはいたものの、やはり食事がまずい。
スーパーやレストランでおいしそうに見える食べ物。が、口に
入れてみると、想像とはまったく違う味。食べることが大好き
な私にとっては大変なショックでした。ここに来てからは自炊
することがぐっと多くなり、今では私の英語が上達するどころ
か、料理の腕の方が上がっている気がしてなりません。
そして第二に苦労したのは、小さな問題がよく起こり、それ
に対処、いや、適応すること。たとえば、私の寮。朝起きてい
つも通りお湯を沸かし、朝食を食べ、さて顔を洗って大学へ行
こうと蛇口をひねると水がでない！！ ファイヤーアラームが異
常に煙に反応するため、頻繁に作動してしまうこと。上の階の
人がシャワーを浴びるたびに天井から水がぽたぽた漏れてく
る。などと日々、些細な問題が起こるイギリス生活。最初は問
題が起こるたびに、
「私ってついてない。
」なんてストレスを感

Let’s communicate with other people, shall we?
文学部 ４ 年

渡辺 友莉

オーストラリア アデレード大学留学中
オーストラリアの夏は、空が青い。 １ 年間の交換留学プログ
ラムを半分終えた現在は、夏休みの真っ只中である。 ５ 月後半
から ５ 週間の英語研修を行い、その後 ７ 月から始まるセメス
ターⅡから交換留学が始まった。専攻の地理学、興味のあった
アジア学、挑戦科目の地質学、そして留学生向けの ESL、合
わせて ４ つのコースを履修した。
リーディングとエッセイ、ディ

ミュニケーション力の重要さである。他人とのコミュニケー
ションの際にまず必要とされるのが、やはり言語である。一般
的に言われているように、オーストラリアでは自分の意志、意
見を態度ではなく言語で、しかも理由を付けて示すことが圧
倒的に多い。これは、他の国にも同様にあてはまることであろ
う。語彙力不足や発音・イントネーションの理解不足によって、

スカッション中心の勉強以外にも大学や大学以外の場所での友
人との交流を行っていると、半年は非常に中身が濃く、あっと
いう間に過ぎた期間であった。
さて、留学生となって痛切に感じたことがある。それは、コ

誤解が生まれることも多い。私の場合、クラブに行くことを表
す“clubbing”とカニ釣りにいくことを表す“crabbing”を聞
き間違えたことがあり、とても恥ずかしかった経験がある。で
は、コミュニケーションツールである言語能力を伸ばすには、
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どうしたらよいのだろうか。それは、日々のちょっとした経験
の積み重ねである。
「習うより慣れろ」
とは的を射た表現であり、
毎日のちょっとした努力が ３ ヶ月後にはちゃんと成果に現われ
るのだ。また、常に五感を働かせて、周囲の人がどのように言
葉を使っているのか、どのように意志を示しているのかを読み
取ることも効果的である。そうすれば、その場面に適切な表現
が分かってしまう、という訳である。もう一つ、コミュニケー
ションをとる際に必要なことがある。それは、他人とコミュニ
ケーションを取ろう、という意志・態度である。分からないこ

他の人とのコミュ
ニケーションを大
切にしたい。最後
に、留学中は、自
分が想像もしてい
なかったようなハ
プニングが起こる
ことが多い。しか
し、そのようなハ

とは、分からないから教えてほしい、と相手に示すことが重要
かつ必要である。言語も大切だが、時にはジェスチャーやアイ
コンタクトも有効だ。自分のことを伝えよう、相手のことを理
解しよう、という意志・態度をいつでも示していくことは、お
互いの関係をうまく築き続けていくコツである。

プニングすら楽し
めるような、少し
たくましくなった
自分になったよう
な気がしている。

主にコミュニケーションに焦点を当てて述べてきたが、交換
留学で学んだことは計り知れない。これを書いた日から ２ 日後
には、アデレードを出発してシドニーにいるはずだ。そこでも、

リヨンでの留学生活を振り返って
工学研究科 M2

鈴木 秀幸

フランス リヨン第 ３ 大学留学中
今、これを書いている時点で、すでにこちらに来て ５ ヶ月が
経過しています。自分自身にとっては、あっという間でした。
なので、そのあっという間にしてきたことを忘れないうちに残

するという、良い学習サイクルをつくることが出来たのではな
いかと思います。ですので、これから来られる予定、あるいは
少しでも留学を考えている人には、毎日その国の言葉に触れて

しておこうと思います。
リヨン第三大学では、今までの半期の間に、①フランス語の
授業にて、文法などの細かい基礎知識を復習し、②フランス語
で一般に開講されている授業を受け、さらに③別の留学プログ
ラムの試験を受験。という大きく ３ つのことをしていたと思い
ます。この三つを １ 学期の間に乗り越えたことで、結果的に日
本に居たときよりもさらにフランス語を理解することが容易に
なったと思います。ちなみに現在私は、経済学部（ビジネスス

おく（意味がわからなくても良いから、響きをたたきこむ）な
どすれば、少しでも実際に留学した際によりストレスを減らし
て快適に過ごすことが出来るのではないかと思います。
あと、リヨンに関して。この街はフランスの中では比較的
中央に位置しており、パリや南仏へはどちらも TGV（超特急）
で ２ 時間程度と、
名古屋から東京へ
行くのとたいして

クールのようなところ）で、
経済や物流について学んでいます。
この学部に限らずですが、リヨン第三大学では留学生のための
コースとして、フランスでの授業履修コース、または英語での
授業履修のコースがあります。日本では英語のコースを選択し
ていましたが、せっかくフランスに来ているのに、フランス語
を聞く時間が少なくなるのではと考え、現地に着いてから英語
の授業とフランス語の授業を半分ずつ取ることにしました。
（こ
れは、自分の実力に合わせて選択すればいいと思います。
）学
校では、授業でできるだけ単語をききとりながら書き取れるよ
う努力していますが、当然すべてを書き取るのは無理なので、

変わりません。さ
ら に、（ 大 都 会 が
好きな人は別とし
て）人は多すぎ
ず、かつ適度に買
い物する施設もそ
ろっていて、暮ら
すにはちょうどい
い場所かもしれま
せん。

他の学生にも助けを求め、なんとか理解できているという状況
です。今の状況を考えると、やはり日本でもっとリスニングや
単語を覚えるために時間をかければ良かったと感じています。
そうすれば、授業の理解のためにばかりエネルギーを使わず、
フランス人とより多く話す時間を持つことが出来てさらに上達
ECIS NEWS 24
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地球の裏側で“プライドと偏見”なんて！
経済学部 ４ 年

志村 真希

ブラジル ブラジリア大学留学中
私は2008年の ３ 月からブラジリア大学に留学しました。経済
学部生として、近年注目を集めているブラジル経済の現状を実
際に現地で経験してみたい、また一人の日本人として、知らな
い言語を使う、まったく想像のできない国の文化の中で人と

色を大きく広げてくれました。全く新しい環境に飛び込むため
には、確かに不安なことがたくさんあるでしょう。しかしそれ
に押しつぶされていては何も決断できません。私にとって留学
のために必要なことは ２ つ、
「勇気と好奇心」です。言語に対

違った経験がしてみたいという強い好奇心からでした。
勢い大半の決断で、ポルトガル語をほとんど話せないまま授
業に参加する状態になりました。もちろん外国人のためのポル
トガル語のクラスにもはいりましたが、他のスペイン語圏の留
学生に比べると、赤ちゃんのようなレベル。経済の授業となる
と自分が何がわかっていないのかさえわからない状態でした。
こんな状況でプライドなんていっている暇はありません。カタ
コトのポルトガル語で先生や友達に質問、
常に辞書と共に行動。

して、自分のレベルの低さを認め、プライドを捨てる勇気とそ
の上で学ぼうとする好奇心、また自分のものさし、世界の狭さ
を認めル勇気と新しい考え方を吸収する好奇心。そして自分が
一人ぼっちであると思ってはいけません。必ず誰か近くにいて、
求めれば助けてくれるはず。
ブラジルで一番よく聞かれた質問は“tá gostando?（気に
入った？）
”です。ブラジルでは色んなシチュエーションで何
かをした後に必ずこう聞かれます。さらには国についても“tá

大変でしたが、やめたいと思ったことは一度もありません。そ

gostando daki?（ここが好き？）”です。私はこの簡単でもの

れ以上に、今まで経験したことのなかった「だんだんとわかっ
てくる感覚」が衝撃的に嬉しいのです。授業以外でも、友達の
会話のなかでちょっとしたジョークでみんなと一緒に大笑いで
きたり、それをみた友達が「おい、Maki が（理解して）笑っ
たぞ！」って一緒に喜んでくれたり。またブラジルでは、ディ

すごく抽象的な質問が大好きです。実際に私はブラジルが大好
きですし、sim（はい）というだけでみんなを笑顔にすること
ができるからです。それに外国から来た人に自分の国のことを
好きだと思ってほしいという素直なでオープンな考えが素敵だ
と思います。

スカッションすることが当たり前です。大学では先生の言った
ことに疑問、反論を投げたことをきっかけに授業が停止するほ
どの大議論になったり、友達の間でも政治の話題などで盛り上

道具としての言語だけを学ぶのであれば、日本の中で十分で
す。それ以上のものを期待する人にこそ留学は素晴らしい財産
になるはずです。ぜひ自分流の楽しみ方でチャンスを活かして

がったり。そのリズムに追いつきたくて、その熱気に参加した
くて、さらに学ぶことが好きになりました。
さて、昨年2008年がブラジルへの日本人移民百周年だったこ
とを知っている人が日本にどのくらいいるでしょうか？ 悲し

ください。

いかな、日本ではブラジルというとまず危険など負のイメージ
が強く、私たちはブラジル人という人種的くくりでもって彼ら
と距離をおいているような気がします。しかし、ブラジルでは
そのような偏見的概念はありません。いわゆるブラジル人はい
ないからです。日本では日本人というと、血族的な純日本人を
意味します。ブラジルには、その意味で言うブラジル人はいま
せん。私の友達も、
イタリア系、
ドイツ系、
アフリカ系、
インディ
オ系など、またはそれらの混血です。私が日本から来たと知る
と、大学や街で何人もの人が Parabéns!（おめでとう！）と言っ
てくれたことは忘れません。
そんな国の中での旅行ではなく住むという貴重な体験は私に
様々な視点、考え方の存在を気づかせ、ちっぽけだった私の景
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活動報告

グローバル人材育成ワークショップ
「グローバル・リーダーになろう！ 第１回国際交流コーディネーター養成セミナー」開催報告

名古屋大学で学ぶ外国人留学生や日本人学生にとって、国際
社会において指導的な役割を果たす人材として活躍するために
必要な総合的能力（特に多文化理解能力、異文化コミュニケー
ション能力、自分の意見を表現する能力、ディスカッション能

を通じて、日常の異文化体験を見直す作業から始まりました。
その後、名古屋大学における国際交流のニーズとリソースにつ
いて小グループでブレインストーミングした後、各グループで
具体的なイベントの計画を行い発表しあいました。

力、キャリアプランニング能力等）を身につけることはますま
す重要になっています。こういった能力育成の一つのきっかけ
として、留学生センターと留学生相談室では、名古屋大学同窓
会大学支援事業の支援を受け、
平成20年 ６ 月28日
（土）
・29日（日）
に一泊二日の合宿セミナー「グローバル・リーダーになろう！
国際交流コーディネーター養成セミナー」を企画・開催しまし
た。名古屋大学の国際交流をもっと活発にしたいと考える、多
国籍の学生が様々な学部・研究科から約20名集まり、非常に内

参加者からは、
「みんなで企画を考えるうちに自分が気づか
なかった点をたくさん発見できた」「日常とは違った国際交流
の視点から問題発掘・解決について考えたことが新しかった」
「定期的に開催してほしい」などの意見が寄せられました。合
宿形式だったため、セッション後も文化の違いに関する議論で
もりあがり、参加者間の絆を深めることができました。第 ２ 回
国際交流養成セミナーを平成21年 ２ 月に開催する予定であり、
今後も、学生たちがリーダーシップを発揮できる様々な場面を

容の濃い ２ 日間を過ごすことができました。
セミナーはまず、立命館アジア太平洋大学の近藤祐一氏と九
州大学大学院生の秦貴美恵氏による異文化疑似体験セッション

活動報告

サポートしていきたいと思います。



（名古屋大学同窓会ニュースレター10号、
2008年より一部修正掲載）

第４回 チューターのためのランチミーティング

2008年12月 ８ 日、
「第 ４ 回チューターのためのランチミーティ
ング」を開催しました。留学生センター、NUPACE、環境学
研究科・教育発達科学研究科・情報文化学部・情報科学研究科
に所属する留学生のチューター20名と留学生センター、留学生
相談室のスタッフ ７ 名が参加しました。過去のランチミーティ

かについて意見を交換しました。
３ つの事例とは「約束が守られない」、「チューターとしての
支援の範囲はどこまでか判断が困難」、「留学生がチューター活
動に満足しているのかわからない」という問題を記述したもの
でした。いずれの事例も多くのチューターが悩んだ経験のある、

ングでは、チューター活動で普段感じていることや悩みなど
を自由に発言し経験や知識を共有する形式でしたが、今回は
チューター支援活動においてしばしば発生する ３ つの問題を事
例として提示し、各自の経験をもとに、どのように対応すべき

又は今後直面する可能性のある状況であったため、非常に活発
な議論が展開されました。例えば、自分が留学生の役に立って
いるのか、留学生は満足しているのか不安を抱えながら支援を
している事例については、留学生が何を望んでいるのか確認し
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ながら支援を続けることが必要であると多くの参加者が再認識
しました。また留学生にとってチューターの存在そのものが安
心感に繋がること、そしてチューターを通して日本人を知り、
ネットワークを広げることが容易になるという重要性も指摘さ
れました。三つの事例について検討する過程で明らかになった
ことは、支援する側とされる側の異文化に対する包容力と円滑
なコミュニケーションがチューター活動の成功の鍵であるとい
うことでした。
今後のチューター活動をさらに充実させるための貴重な知識
を得ると同時に、チューター仲間の存在を実感できる会となり
ました。今後も継続して「チューターのためのランチミーティ
ング」を開催していく予定ですので、留学生支援活動がチュー
ターにとっても有意義な学びの機会となるよう、より多くの
チューターの皆さんに参加していただきたいと願っています。

活動報告

名古屋大学『とよた日本語学習支援システム』

名古屋大学留学生センターは平成20年度より豊田市の委託を
受け、豊田市内に在住、あるいは在勤の外国人が円滑な日常生

合わせて ４ 教室の教室開設、運営支援を行いました。教室運営
に付随する業務として、個々の日本語教室の活動内容の決定や

活を営むために最低限必要な日本語能力を習得することを支援
する包括的なシステムを「とよた日本語学習支援システム」の
構築、普及に取り組んでいます。
このシステムは、地域コミュニティ、企業のニーズに応じて、
日本語がまったくできない外国人、あるいはほとんどできない

運営を行う「プログラム・コーディネーター」の育成と派遣、
同僚や近隣の外国人たちと交流することにより、彼らの日本語
学習を支援する「日本語パートナー」の育成、派遣も行ってま
す。さらに、日本語教室、地域コミュニティ、企業のニーズに
応じて、
「とよた日本語能力判定試験」を実施し、外国人の日

外国人が、周囲の支援にもとづいて、基本的な社会行動が日本
語で行えるレベルまで到達することを目標とした「地域に密着

本語能力レベルの判定も実施しています。
平成20年10月には公式ホームぺージも開設いたしました。最

し交流の要素を兼ね備えた日本語教室」の開設、運営、改良の
支援を第一の業務としています。平成20年度には企業、地域を

新の事業に関しては、ぜひそちらをご覧ください。
http://www.toyota-j.com/
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活動報告

留学生のための日本語スピーチコンテスト
「かたろうにっぽん」報告
～名古屋栄ライオンズクラブ結成15周年記念事業～

名古屋大学留学生センターでは、名古屋栄ライオンズクラ
ブ（注） 結成15周年記念事業を兼ねて、平成21年 １ 月10日（土）
IB 電子情報館大講義室において、
「留学生のための日本語ス
ピーチコンテスト」
を開催しました。
名古屋大学異文化交流サー
クル（ACE）の協力を得て、約 １ 年がかりで準備を進めたも

最優秀賞に輝いた祝世潔さんは、中国で知り合った日本人の
友だちとの ２ 年前の約束を守ったこと、その時の幸福感につい
て話し、一人一人が小さな約束をしてそれを守ることでお互い
の理解が進み親近感が深まるのではないかと問いかけました。
彼女は、今、日本には大切な友達、守りたい約束がたくさんあ

のです。
日本語スピーチコンテストは、
「日本と私」をテーマとし、
「か
たろうにっぽん」のキャッチフレーズで出場者を募集し、25名
の応募がありました。12月上旬の面接で最終的に出場者 ６ 名を
選びました。その後、約 １ ヵ月間出場者は日本人学生のアドバ
イザーとともに練習を重ね、当日は大勢の観客を前に素晴らし
いスピーチを披露してくれました。受賞者は次のとおりで、名

り、深い縁で結ばれていると締めくくりましたが、日本語、話
し方のいずれも素晴らしく、会場投票でも最優秀賞に選ばれま
した。来場者のアンケートでは、留学生の日本語能力の高さに
感心したとか、もっと多くの人に聞かせたかったという感想が
多くありました。
初めての手作りスピーチコンテストでしたが、来場者の多く
が懇親会にも参加して留学生たちとの交流を楽しみました。反

古屋栄ライオンズクラブから賞金が授与されました。
・最優秀賞：祝世潔（中国）
「約束」
（ １ 年コース）

省点もありますが無事に終わったことに安堵しています。何よ
りの収穫は日頃の相談業務の中ではなかなか聞けない留学生の

・優 秀 賞：孫利偉（中国）
「平和への想い」
（教育発達科学
研究科 M1）
・入
賞：ウミリデニブ アリシェル
（ウズベキスタン）
「大
切な安全社会」
（法学研究科 M2）
・健 闘 賞：朴在恩（韓国）
「ラーメンとバイキング」（国際
言語文化研究科）
ベ ツワル デヴェンドル（ネパール）
「私、日
本人」
（工学部）
李岩（中国）
「縁を切らない」
（国際言語文化研
究科）

本音に触れたことであり、もう一つは、日本語という外国語を
堂々と話す留学生の姿が日本人学生にとって学びのよい刺激に
なったのではないかという点です。
（注）名古屋栄ライオンズクラブとの関わりは、1994年秋に「留学
生家族のための日本語コース」に支援していただいたのが始まりで
す。その恩恵を受けた留学生家族は、現在までに延べ人数で1,300名
を越えました。さらに、結成10周年記念事業として、2003年秋には、
名古屋大学中央図書館に200万円相当の留学生用図書を寄贈いただ
き、それを機会に、図書館 ３ 階には「留学生コーナー」が設置され
ました。

スピーチコンテストに出場した留学生たち

最優秀賞を受賞した祝世潔さん
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名古屋大学留学生センター長顕彰表彰式を開催

１ 月23日 名 古 屋 大 学 留 学 生 セ ン タ ー 長 顕 彰 の 表 彰 式 が、
NUPACE（名古屋大学短期交換留学受入プログラム）のウィ
ンターパーティーの場において行なわれ、100名近い留学生、
日本人学生、教職員が出席するなか表彰状が授与されました。
留学生センター長顕彰は、センターの教育活動及び支援活動

アさん（経済学部 ４ 年）でした。 ３ 名は新規受け入れ留学生の
ための学生による支援活動である「ヘルプデスク」へ積極的に
参加し、優れたリーダーシップを発揮することで支援活動の継
続的な実施を可能にした貢献が認められました。また留学生の
ためのチューター制度や異文化交流活動への協力と支援も顕著

を奨励・振興することを目的として、センターが展開する留学
生支援、国際交流活動に対して顕著な貢献、功績が認められる
学生個人や学生団体を顕彰するものとして2008年12月に設置さ
れました。今回センター長顕彰を授与されたのは、高橋英里さ
ん（文学部 ４ 年）
、平野詩紀子さん（文学部 ４ 年）
、柴田シンシ

であるとして称えられました。今後もより多くの学生が、セン
ターの留学生支援や国際交流活動に様々なかたちで参加し、バ
ランスのとれた国際性と異文化への柔軟性を身につける機会を
得ることが期待されます。
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佐藤弘毅講師
「日本教育工学会第23回研究奨励賞」受賞！

この度、本センターの佐藤弘毅講師が、日本教育工学会の第23回研究奨励賞を受賞しました
ので、ここにご報告いたします。下記写真は昨年10月12日、上越教育大学で行われた日本教育
工学会第24回全国大会全体会での授賞式の様子です。ここでは、発表の内容を紹介すると共に
最新の研究成果について佐藤先生よりご報告していただきます。
本賞は、2007年９月に早稲田大学で行われた第23回日本教育工学会全国大会にて発表された
研究から特に優秀であると推薦された著者について、当学会での今までの研究発表実績を考慮
して贈られるものです。推薦された発表の題目は「Social Presenter：受講者の紙へのノート
テイキングを電子化黒板に可視化するソフトウェアの開発」です。

受賞のお礼を述べる佐藤先生（左）

留学生を対象とした日本語教育の授業において、黒板（ま
たはホワイトボード）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ます。私の研究では、この特徴を拡張
し、黒板をコンピュータやネットワークに接続した巨大なタッ

注目しています。この感覚は存在感（social presence）として
知られており、近年コミュニケーション活性化の基盤となる概
念として注目されています。本ソフトウェアは、この存在感の
向上を目指して Social Presenter と名付けました。
「まるで超
能力のように他の受講者の様子がわかる」ことから、SPer（エ

チパネルディスプレイに置き換えた電子化黒板（interactive
blackboard）を、日本語教育の授業で活用することを目指して
おります。そこで今回、授業中に受講者が自分のノートやワー
クシート等の紙に書いた内容を、リアルタイムに電子化黒板上
に共有するソフトウェアを開発しました。この活用により、受
講者が教師の板書に積極的に参加していくような全く新しい授

スパー）という略称も考えました。
この研究は始めたばかりで、まだ実際の授業で活用するため
には解決しなければならない問題がいくつかあります。数名の
日本語教師を対象としたモニター調査では、存在感の向上につ
いては一定の可能性が示されたものの、読み取った受講者の
書き込みが電子化黒板上にきれいに再生されないというインタ

業が可能になると思われます。例えば、聴解の授業で受講者が
聞き取った内容をリアルタイムに黒板に集約していく、漢字の
授業で受講者の書いた漢字を共有する、等々の使い方が考えら
れます。様々な利点が考えられる中で、私は特に教師および受
講者が「他の受講者をより身近に意識することができる」点に

フェース上の大きな問題が指摘されました。今回の受賞は、本
ソフトウェアの可能性を高く評価されたものだと思いますの
で、これを励みに、今後もこのような ICT を活用した日本語
教育支援の可能性を考えていきたいと思っています。
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新任スタッフ紹介
○河 本 達 吾 国際学生交流課長

留学生相談室

2008年 ７ 月から国際学生交流課にお世話になることになりました。当
課所掌の外国人留学生関係業務については、ずいぶん昔のことになりま
すが、私が学生部職員として採用（昭和53年 ４ 月）された頃に一度経
験しており、今回、久々30年ぶりに再び担当することとなりました。当
時本学の外国人留学生は、
国費・私費合わせてもまだ50名ほどで、３ 年後、
留学生担当を離れる際に、ようやく100名を超えることになったと記憶
しています。その後、
「留学生10万人計画」などを経て、現在では、世
界74カ国・地域から1,360名の外国人留学生を擁するに至っており、
「隔
世の感」をしみじみと感じる次第です。当時と比べ、大学・地域を取り
巻く環境や留学生業務の質・量、システム等も大きく様変わりしており、
戸惑いと一抹の不安はあるものの、再度研鑽に努めつつ、微力ながら職
責を果たしていきたいと考えます。ご指導ご協力の程よろしくお願いい
たします。

○社 本 庄 司 課長補佐

留学生センター
国際学生交流課

本年 ４ 月に配置換で国際学生交流課に着任しました。旧留学生課以
来13年ぶりに留学生に関わる仕事に戻りましたが、留学生が倍増になっ
ており驚いています。留学生の皆さん、勉強や研究も大事ですが、日本
に留学したからには、日本文化や日本の風習などもしっかり覚えて、日
本がそして名大が好きになるよう努力してください。それが我々の願い
です。
※2009年 ４ 月学務課へ異動

○山 田 利 幸 学生交流掛長
2008年 ４ 月より国際学生交流課へ配属となりました。67億人の間にネットワークが緊密に張り
巡らされた現代の世界において、名古屋大学でお会いするのも何かの縁。毎日が怒濤のごとき慌
ただしさですが、留学生の皆さんが名古屋大学へ来て良かったと思えるように微力を尽くします。

○冨 田 裕 代 留学生センター掛長
2008年 ４ 月に国際学生交流課留学生センター掛へ配置換になりました。初日から新しい環境の
中で慌ただしく日々を過ごし、少し慣れてきたところです。周りの方々のご迷惑とならないよう
頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○後 藤 美 紀 事務補佐員
2008年 ４ 月より国際学生交流課留学生掛でお世話になっております。留学生関係のお仕事は
今回が初めてですので、まだまだ日々勉強の毎日です。普段は留学生の方々と直接接することは
あまりありませんが、留学生皆さんの留学生生活を後方でサポートさせていだきたいと思ってい
ます。

○原 田 直 子 事務補佐員
2008年 ７ 月より国際学生交流課で働いております原田です。大学での勤務は初めてなので学生
の方と同じく毎日が学ぶことばかりです。直接留学生の方に接する機会は多くはありませんが、
見かけることがありましたら、是非話しかけてみてください。

○山口利江子 事務補佐員
2008年 ９ 月より国際学生交流課でお世話になっています。窓口カウンターに近い席に座り、不
慣れながら様々な国から来た留学生と接する毎日です。そのひたむきな姿勢には頭が下がる思い
がします。高い志をもって異国で勉学に励む留学生たちが、充実した学生生活を送れるよう、微
力ながらお手伝いできればと思っています。
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退任の挨拶

ハロー・グッバイの意味

教育交流部門准教授

堀江

未来

昔の留学生センターニュースのコピーが出てきました。1997
年10月発行のものです。そこに私は、中国への交換留学、日本
帰国をへてアメリカの大学院に行き、もうすぐ日本に戻ってく
ると言う立場から、エッセイを書いていました。その中に、今

でもありました。
退職を前にした私の気持ちは、10年前のもう一つの言葉とリ
ンクしています。それは、アメリカからの日本帰国を前にして、
寂しい気持ちを口にしたとき、指導教員から言われた「人生は

の私が「ドキリ」とし、
また思わず勇気づけられた言葉が二つ、
ありました。

「私が

２ 度の留学を通じて得たものは、多様なものに出会

ハローとグッバイの繰り返し。そういうもの」という言葉です。
その時の私は、「そっか、出会いと別れに慣れなきゃいけない
んだな」という理解しかできていませんでした。でもそれは、
浅はかだったと思います。今思うのは、出会いと別れを繰り
返す中で、人との絆をより凝縮させることができ、場所や時
間や関係性を超えて、人と繋がっていられるようになる、だ
から大丈夫、というメッセージだったのではないかというこ

いながら、自分のいらない物を剥ぎ落とし、新しい可能性
を獲得していくというやり方でした」

とです。
名古屋大学在職中に得た一番大きなものは、海外留学を志す

自分で認識していませんでしたが、今自分がしようとしてい
ること、望んでいることは全くこのとおりなのだ、12年前の
自分はちゃんとわかっていたのだと気づかされました。職場
を変わり、全く異なる組織文化に入っていくこと、また生活

学生たちと過ごした時間であり、そこで目撃したさまざまな成
長の姿でした。留学準備期間から留学、帰国をへて成長する姿
は私を勇気づけました。これまでは学生と教員という立場でし
たが、これからはまた異なる立場で絆を深めていけるものと期
待しています。これまで一緒に仕事をしてきた同僚のみなさん

環境が変わることに対して、不安と期待が混じりつつも、ど
こか平然としている自分を不思議に思っていましたが、流れ
としては自然なことなのかもしれません。しかも、異なる環

に対しても、同じ思いです。人とのつながりに変化やお休みは
あっても、終わりはないと信じています。また、このような前
向きな気持ちにしてくださったみなさんに、感謝の気持ちで

境に身をおいて、自分を創っていくことの可能性は、海外留
学室の活動を通じて学生に伝えたいと思っていたメッセージ

いっぱいです。

「異なる環境で勉強するということに対して、もう不安は

ありません」

ECIS NEWS 24
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退任のご挨拶

短期留学部門助教

山田

直子

2007年 ９ 月に留学生センター短期留学部門の特任助教とし
て着任し、まもなく １ 年半が経過しようとしています。短期
交換留学プログラム（NUPACE）のコーディネーターの一人
としてこの間プログラムの運営に携わることができ、また様々

クを受け、その後タイ人留学生と親しくなったことから東南ア
ジアに興味を持ちはじめ、さらには自分自身が留学生としてア
メリカやオランダで学ぶことになったことをみますと、
私と
「留
学生」は深い縁があると感じています。そしてセンター着任を

な地域出身の留学生との関わりから日々新しい発見が得られ
たことは、それまで研究中心であった自分にとって欠けてい
た「実務」と「教育」という二つの重要な要素を学ぶ機会と
なりました。その意味で、この １ 年半は時間的には非常に短
いものでしたが、私にとっては大きな転換期であったと言え
るかもしれません。貴重な勉強をさせていただけたのも、石
田センター長、短期留学部門の野水先生、石川先生をはじめ

契機として留学生教育交流の世界へと踏み出したことによっ
て、私と「留学生」は切っても切り離せない関係になったので
はないかと思っています。
2009年 ３ 月 １ 日に東北大学国際交流センターに着任し、今
後は留学生だけでなく大学全体の国際教育交流に携わること
になります。NUPACE やセンターの活動を通して得られた
様々な知識や経験を、新しい土地で活かしていきたいと思っ

留学生センターの教職員の皆様の温かいご指導によるものだ
と深く感謝しております。

ています。
交換留学を終えた NUPACE 生が「帰りたくない」という言

私は東南アジア近現代史を専門とし、植民地期インドネシア
の婚姻をめぐる近代西欧法とイスラーム法の解釈や受容につい
て研究をしており、一見、留学生とはまったく縁の無い者であ
るように見えます。しかし振り返ってみますと、学部時代に韓
国人留学生のチューターになり初めて大きなカルチャーショッ

葉を口にするのを、これまで何度も聞きました。留学生にとっ
て暖かく居心地の良い名古屋大学は、私にとっても離れがたい
ものになりました。また仕事の関係で、あるいはプライベート
で帰ってきたいと願っています。
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全学向け日本語講座年間スケジュール
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