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■ CONTENTS ■
特 集

教育交流部門・海外留学室 「海外留学室は名大生の留学をサポートします！」
「もっと海外留学室を利用しよう！」
「海外留学室イベントカレンダー」

２
3
5

活動報告

グローバルリーダー育成プログラム
チューターのためのランチミーティング
地域貢献事業「若者のための日本語ボランティア入門」
名古屋大学留学フェア

6
7
7
8

コラム

協定校紹介
ガジャマダ大学（インドネシア）………………… 経済学部 経営学科 ３ 年 平原友里恵
リヨン第 ３ 大学（フランス）………………………………………… NUPACE ヨアン・エナン

9

●新任スタッフ紹介
●全学向け日本語プログラム案内
●留学生センター案内図
ECIS NEWS 25

11
13
14

1

特 集

教育交流部門・海外留学室

海外留学室は名大生の留学をサポートします！

海外留学室とは？
日本政府が推進する「グローバル30」により「我が国の高等
教育における国際競争力の強化」及び「留学生等にとって魅力
的な水準の教育等を提供するとともに留学生と切磋琢磨する環
境の中で国際的に活躍できる高度な人材の養成」を図ることが
求められています。グローバル30の目標達成においては、名古
屋大学がその中期計画で「優秀な留学生を受け入れ、海外の大
学に派遣する本学学生を増やすための支援体制を整備する」と
定めたように、留学を目指す、あるいは帰国した学生が、周囲
の学生や所属学部・研究科の発展に大きく寄与する可能性があ
ることも見逃せません。
留学生センター海外留学室は、留学を目指す学生の支援を
行っており、毎年多くの名大生から、海外留学に関するさまざ
まな相談を受けています。学生が希望する留学の形は、協定校
への交換留学、海外の大学院への進学、短期の語学研修、研究
留学などさまざまで、渡航先国や渡航期間、留学の目的も学生
それぞれです。2009年は学部生・大学院生から390件の個人相
談、メール相談は1152件受けました。
名古屋大学が提供している留学プログラムには幅広い種類が
ありますが、海外留学室の知名度はまだ低く、留学制度や海外
留学室が提供するサービスを活用している学生は全体から見れ
ば、まだほんの一握りです。学生からは、もっと早く海外留学
室のことを知りたかった、海外留学室の宣伝をもっとして欲し
い、などの声も多数聞きます。今回、この留学生センターニュー
スを通じて、一人でも多くの方に海外留学室を知って頂き、留
学を志す名大生はもちろん、関係者に紹介して頂けたらと思い
ます。
海外留学室のサービス
1 、交換留学希望生の教育支援
 名大と全学協定を結んでいる各大学への交換留学を希望
する学生に対し、個別相談はもちろん、各種オリエンテー
ションをおこない、様々な面から教育支援をしています。
交換留学派遣者の選考と協定校への申し込み手続きも海外
留学室を通して行い、書類選考、面接を経て合格者を選定
し、交換留学の決まった学生を派遣校へ推薦しています。
「留学はしたいが、何から始めてよいのかわからない」、と
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いった学生には、留学の目的から一緒に考え、
「◯◯大学に
交換留学し、△△を身に付けたい」という学生には、更に
留学が充実するようアドバイスをし、一人一人に合ったサ
ポートをしています。
2 、その他の留学情報の提供
 海外留学室には、協定校から交換留学以外にも名大生の
参加できる各種留学プログラムも送られてきます。それら
の情報は随時海外留学室ホームページにアップされ、入手
できます。また、海外留学室には閲覧用の協定大学や機関
のパンフレット、留学に関する参考図書（語学テスト対策
参考書など）が置いてあり、一部貸し出しも可能です。留
学から帰国した学生に提出してもらう報告書には、現地の
暮らし情報、履修のコツ、普段の生活の様子など、役立つ
情報がたくさん掲載されています。留学を考え始めた学生
にとっても、留学が決定した学生にも、過去の学生の体験
を知る事が出き、大変役立っています。閲覧用にまとめて
公開していますが、ホームページからでも入手できます。
3 、セミナー・説明会・オリエンテーション
 成功する留学には、早めのスタートが肝心です。海外留
学室では、名大留学のはじめの一歩として、学期中は毎週
水曜日に「海外留学入門セミナー」を開催しています。こ
こでは名大生としての留学についての基礎的な内容を説明
しており、参加した学生はその後個別相談を受けることが
できます。また、海外留学経験者によるワークショップ、
セミナーなども定期的に企画・運営しています。各種語学
留学、ボランティアプログラムの説明会、TOEFL スキル
アップセミナーなども開催しており、その他の情報同様、
すべての説明会やセミナーの情報はすべてホームページに
掲載されます。
4 、「留学のとびら」によるサポート
 交換留学はもちろん、短期語学留学、海外ボランティア
など、色々な形で「留学」を経験した学生達が、学生なら
ではの視点からサポートを行う有志団体「留学のとびら」
を昨年立ち上げました。それぞれの学生が「留学でかけが

えのない体験ができたから」
、
「自分の経験を後輩に知らせ
たいから」
、
「迷っている学生の背中を後押ししたいから」
など、強い意志を持って活動に取り組んでいます。 9 月の
設立以降、留学情報やアドバイスを得ることができる「留

「名大生のための留学」出張説明会
海外留学室は各部局や研究科にて出張説明会を開き、名大留
学のしくみや留学によって得られるメリットを紹介していきた

学フェア」、留学に関するさまざまな相談を受け付ける
「留
学よろず相談会」などを企画しています。（昨年度開催され
た「留学のとびら」主催の留学フェアの模様は 8 ページに
記載しています。）

いと考えています。対象はゼミ単位から部局単位まで可能で、
要望があれば教職員向けの内容にも対応します。海外留学室ま
でご連絡ください！

もっと海外留学室を利用しよう！
交換留学経験者からの感想「海外留学室とわたし」

2008年度 アデレード大学（オーストラリア）交換留学生
文学部 4 年

渡辺 友莉

私と海外留学室との出会いは、入学式での海外留学室の宣伝
から始まりました。 1 年次は海外留学室の存在を知りつつも、
実際に活用することはほとんどありませんでした。

報も備えていますので、語学試験で悩んでいる方には訪問する
ことをお勧めします。
留学前の 3 年次には、留学先の大学の相談から帰国後の相談

本格的に海外留学室を利用し始めたのは 2 年生の時です。漠
然とした留学希望があったこともあり、留学を考えている学生
向けの海外留学入門セミナーに参加しました。このセミナーで

まで、アポイントメントをとり個別に相談にのって頂きまし
た。留学前の不安な時期にアドバイスを頂けたことで、不安が
やる気に変わったことを覚えています。また、留学先の都市の

は「留学とは何か」がわかりやすく説明されるので、留学への
プロセスや自分がなすべきことを把握することができます。ま
た、ほとんどの英語圏の国で必要となる TOEFL の勉強会を主
催していたので、積極的に参加しました。さらに、海外留学室
のウェブサイトには、海外留学体験記や奨学金情報が満載でし

別大学に留学していた方を紹介して頂いたおかげで、留学中の
イメージを把握することができました。
海外留学室は、担当者の方の豊富な海外経験と的確なアドバ
イスによって、留学という形で学生の可能性を無限に引き出す
サポートをしてくれています。留学への一歩は、海外留学室の

たので、よくチェックをしていました。海外留学室には、交換
留学先の大学情報だけではなく、TOEFL といった語学試験情

扉をノックするところから始まるのではないでしょうか。

2008年度 上海交通大学（中国）交換留学生
農学部資源生物環境学科 4 年

松井 佑樹

私にとって海外留学室は、成長できて、安心できて、大好き
な場所です。

験を語るなど、様々な機会にも恵まれ、多くを学ばせていただ
きました。その中でも、新たな留学支援イベントを企画 ･ 実行

留学しようと思い立ったとき、私には留学に関する知識が
まったくありませんでした。しかも、渡航までに半年もないと
いう状況でした。その上、突然相談しに行く、願書提出の締め
切りを勘違いするなど、私は迷惑極まりない学生でした。それ
にもかかわらず、海外留学室のみなさんは、嫌な顔ひとつしな
いで親身に相談に乗ってくださり、留学まで導いてくださいま

できたのは非常に大きいものでした。かけがえのない仲間に出
会え、協働の大切さや大変さを深く学び、誰かの役に立ったと
いう手ごたえや大きな喜びを得ることができました。
留学や様々な活動を通じて私が得られたものは、この場では
語りつくせません。しかし、それらが糧となり、大きく成長で
きたのは確かです。そのようなきっかけを与えてくださり、今

した。また、いただいた様々な助言が心の支えとなり、留学を
実りある形で遂げることができました。
帰国後も、海外留学室のみなさんは、私のことをしっかり覚
えていて、歓迎してくださいました。また、後輩たちに留学体

なお心を満たしてくださるみなさんに感謝の気持ちでいっぱい
です。色々なチャンスにあふれ、いつも温かく迎えてくれる海
外留学室が、 1 人でも多くの人にとっても大好きな場所になっ
ていただけたらと心から願っています。
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交換留学経験者による留学相談会

留学フェアの様子

名大から、世界へ、可能性は無限大！ 80校以上の大学と提携があります。
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各種お問い合わせやお申し込みは、abroad@ecis.nagoya-u.ac.jp までお願いします。
http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/abroad/index.html
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慶熙大学校夏期
短期プログラム
応募締切

高麗大学
International
Summer Campus
応募締切

ノースカロライナ
州立大学夏期語学
研修応募締切

7月

ブラウンシュバイク
工科大学
International Summer
School
（ 6 月末～ 8 月中旬）

10月

夏期モナシュ大学
英語研修①（ 7 月
末～ 9 月上旬）

ノースカロライナ
州立大学夏期語学
研修（ 7 月上旬～
8 月上旬）

香港中文大学
Chinese Language
Programme
（ 8 月 3 日～24日）

韓国梨花女子大
International
Summer Collage ②
（ 8 月上旬～中旬）

春季モナシュ大学
英語研修応募締切

2011年度ルノー財
団理工学修士プロ
グラム応募締切

11月

2010年度ルノー財
団理工学修士プロ
グラム（ 7 月～翌
11月）

留学経験を生かす
就職セミナー

2011年度交換留学 交換留学書類
募集締切
選考・面接

夏期モナシュ大学
英語研修②（ 9 月
上旬～10月上旬）

9月
留学相談会（留学
のとびら主催）

8月
2011年度交換留学
説明会

第 3 回 2010年度
2011年度交換留学
交換留学出発前オ
募集開始
リエンテーション

慶熙大学校夏期
短期プログラム
（ 7 / 1 ～30）

香港中文大学
International Summer
School
（ 6 月28日～ 8 月 2 日）

韓国梨花女子大
International Summer
Collage ②応募締切

韓国梨花女子大
韓国梨花女子大
International Summer
International
Summer Collage Collage ①
①応募締切
（ 6 月下旬～ 7 月中旬）

高麗大学
International Summer
Program
（ 6 月末～ 8 月上旬）

海外ボランティア TOEFL スキルアップ
説明会
セミナー

工学部オリエン
テーション

第 2 回 2010年度
交換留学決定者オ
リエンテーション

TOEFL 説明会

6月

留学フェア（留学のと 国別
留学セミナー
びら主催）

注）上記予定は変更する可能性があります。詳しくは海外留学室にお問い合わせください。

協定校での
短期留学
特別
プログラム

その他
長期留学

交換留学

説明会・
イベント

5月

新入生オリエン
テーション

4月

毎週開催のプログラム：火曜日 2 限「特別英語セミナー」、水曜日お昼「海外留学セミナー」、TOEFL 対策セミナー（4月スタート予定）
個別相談：火曜日＆木曜日（基本）

名古屋大学での留学イベントカレンダー（予定）

1月
2011年度交換留学
二次募集説明会

2011年度交換留学 2011年度交換留学
二次募集開始
二次募集締切

第 1 回 2011年度
交換留学準備オリ
エンテーション

12月

ブラウンシュバイク
工科大学
International
Summer School
応募締切

香港中文大学
Chinese Language
Programme
応募開始

香港中文大学
International
Summer School
応募開始

春季モナシュ大学
英語研修（ 2 月末
～ 3 月末）

日仏共同博士課程
派遣応募締切

2月

3月

2010.02.03現在

活動報告

グローバルリーダー育成プログラム
国際交流に役立つ「ファシリテーション」を身につけよう！ 開催報告

留学生30万人計画やグローバル30（国際化拠点整備事業）に
よって、名古屋大学において、外国人留学生の増加が見込まれ
る中、名古屋大学で学ぶ学生にとって、多文化理解能力や異文
化間コミュニケーション能力を高めていくことは、ますます重

を行い、国際交流の意義、そしてその活動を担うファシリテー
ターの役割について自分たちの経験も交えながら考えを深めて
いきました。さらに、異文化間コミュニケーションの基礎知識、
交流会企画のワンポイントなども紹介され、最後に各グループ

要になっています。また、学内において、学生が主体的に国際
交流活動を企画し、互いに支え合い、学び合えるような仕組み
を作っていくことのできる力（国際交流プログラム企画能力や
ファシリテーション能力）を身につけていくことも、今後、ま
すます必要とされてきます。こういった能力育成の一つのきっ
かけとして、留学生相談室（学生相談総合センター留学生相談
部門）と留学生センターでは、年に 2 回、
「グローバルリーダー
育成プログラム」
を開催しています。今年度第 1 回目の研修は、

で、交流イベントを実際に企画する作業に取り組みました。
国際交流の豊富な経験を持つ椿氏によると、
「ファシリテー
ション」とは、グループワークや話し合いの場など、複数のメン
バーが集まった時に、より効率的に、より効果的な成果を導く
ために使われるスキルであり、国際交流の場面において、
「参加
者が満足する場創り」のために、学生にも、ぜひファシリテー
ターという意識を持って国際交流に関わってもらいたいとのこ
とです。参加者からは、今回の研修の感想として「国際交流をす

平成21年 9 月18日に「国際交流に役立つファシリテーションを

る上で、必要な心構え、姿勢、配慮など、コミュニケーション

身につけよう」をテーマに実施しました。名古屋大学の国際交
流をさらに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30名集まり、積極的に学び合いました。
研修は、NPO 法人国際ファシリテーション協会から椿景子氏
を講師として迎え、国際交流のイベントなどで活用できる「簡

からイベント企画に至るまで様々なことを楽しく学ぶことがで
きた」
「ファシリテーションとは国際交流に限らず、日常生活や
これから社会に出て行く上で役立つものだと実感した」
「ファシ
リテーターという役割の重要さと難しさを改めて感じ、自分も
このように物事を進められたらという目標が立てられた気がす

単なアイスブレーキングゲーム」を体験することから始まりま
した。ゲームを通して、初対面であった参加者同士の緊張がほ
ぐれいき、
「このゲームは今度のイベントで使える！」と実感

る」などの意見が寄せられました。第 2 回グローバルリーダー
育成プログラムは平成22年 2 月中旬に開催する予定であり、今
後も、学生たちが国際交流場面において、また学生生活におい

しながら学んでいく様子がうかがえました。その後、グループ
に分かれ、
「国際交流はなぜやるの？」
「ファシリテーションと
は？」
「ファシリテーターとは？」についてディスカッション

て、主体的に活動していくことのできる力を育んでいってもら
いたいと思います。
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活動報告

チューターのためのランチミーティング

去る2009年 7 月 6 日（月）と12月22日（火）
、
「チューターの
ためのランチミーティング」が開催されました。これは留学生
センター、名古屋大学留学生相談室、国際交流協力推進本部の
共催により行われたもので、留学生センター、NUPACE、情報

第 6 回目となる12月のミーティングでは、
「自分が感じた
チューター制度の使いにくい点」「自分が『うまくいった』
『役
に立った』と思った活動」という二つのテーマを設定し、出た
意見をカテゴリー分けしていく KJ 法を用いて課題の整理と議

文化学部・情報科学研究科、教育学部・教育発達科学研究科、
環境学研究科に所属する留学生のチューターのべ26人、スタッ
フ16名が参加しました。
7 月のミーティングでは、参加者は 4 － 5 人のグループに分
かれ、普段チューターとして支援活動を行う中で難しいと感じ
ること、支援内容の成功例、疑問などを話し合い、学生が自分
たちの視点から意見や解決法などを出し合いました。自分の支
援内容に疑問や不安を感じていた学生も、他のチューター学生
から共感やアイディアを得ることを通して自信を付けることに

論を行ないました。その後スタッフも含めて全体で意見交換を
行い、個々の課題に対するアドバイスから現在のチューター制
度の改善案まで、貴重な意見を数多く出し合うことができまし
た。
日頃チューター学生同士が交流する機会はあまりないため、
このような機会を持って定期的にチューターの不安や疑問を解
決していくことはチューターの支援やより効果的なチューター
制度運営においても重要であると感じました。ランチミーティ
ングやアンケートで得られるこうした情報を生かし、学生に

もつながったようです。参加者には責任感を強く持ち、やりが
いを感じている学生が多く、チューター活動を楽しんでいる様
子が見受けられました。

とってより有益なチューター制度を皆で作っていきたいと考え
ています。

活動報告

活動報告

地域貢献事業
「若者のための日本語ボランティア入門」

名古屋大学留学生センターでは、平成21年12月11日（金）
、
IB 電子館大講義室において地域貢献特別支援事業「若者ための
日本語ボランティア入門」を開催しました。このセミナーは、
（財）愛知県国際交流協会、
（財）名古屋国際センター、東海日
本語ネットワークとの共催によるものであり、外国人との交流

は、まず以下の 6 人の方に「私と日本語ボランティア」とい
うテーマでパネル発表をしていただきました。（所属とボラン
ティア団体名）
（ 1 ）杉浦由佳さん（名大 4 年、「JETS（ジェッツ）
」
）
（ 2 ）池田敬子さん（三重大 4 年、「ジョイア」）

や日本語ボランティア活動に関心がある若者を対象にしたもの
です。参加者は82名、ほとんどが大学生でした。留学生も参加
しました。
東海地方は定住外国人が多く、日本語ボランティア活動が盛
んな地域です。ボランティアの中心は高齢者や主婦たちです
が、若者も貴重な戦力として活躍しています。このセミナーで

（ 3 ）加藤万律子さん（三重大 4 年、「がんばる会」
）
（ 4 ）古泉裕美子さん（三重大 4 年、「いっぽ」）
（ 5 ）横溝クリスティーナ小百合さん（愛知淑徳大 4 年、
「稲沢
教室」）
（ 6 ）小野田美紀さん（NPO 法人「外国人就労センター」代表）
杉浦さん、池田さん、加藤さん、古泉さんからは日本語指導
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を必要とする子どもたちとの関わりについて、横溝さんにはブ
ラジルから来日したころの話も交えながら地域の日本語教室で
の活動について、小野田さんには大学卒業後 NPO 法人を立ち
上げた経験談を語っていただきました。ボランティアを始めた
きっかけ、活動を続けて感じたこと、考えたことなどをお一人

あり、徐々に話しが盛り上がっていくのが分かりました。もっ
とグループ討議に長い時間を割き、少人数でテーブルを囲んで
話し合いができるような環境だったらよかったのにと反省しま
した。
参加者には東海三県の日本語ボランティア教室一覧を配りま

15分という短い時間でしたが、熱く語っていただきました。そ
して、休憩をはさみ、次にパネリストを囲んでグループで質疑
応答やディスカッションをしてもらいました。最初はぎこちな
い雰囲気でしたが、パネリストと参加者との年齢が近いことも

した。「こんなにたくさんの教室があることを初めて知った」
、
「自分の家の近くにもあるので行ってみたい」という感想もアン
ケートに書かれていました。若葉マークのボランティアが少し
でも増えればと期待しています。

活動報告

名古屋大学留学フェア

留学に興味をもっている名大生を対象に、実際に留学経験の
ある学生が、自身の体験、留学先の紹介、留学に関するさまざ

感した留学のとびらスタッフは、来年度の留学フェアはもちろ
ん、留学相談会、留学経験者との親睦会など、学生の視点から

まな情報提供や、留学に関するアドバイスなどを行う、「留学
フェア」が2009年10月 7 日（水）
、留学生センター 1 階ロビーに
て、名古屋大学交換留学生有志団体「留学のとびら *」及び留学
生センター海外留学室によって開催されました。当日は、台風
前夜だったのにも関わらず、50名を超す参加者でフロアがいっ
ぱいになり、参加した学生からは、
「留学は敷居が高かったが、
自分でも行けるかもしれない、と自信が持てた」
「留学先を考え

留学をサポートしていく企画をどんどん作っていく予定です。
イベントの詳細は海外留学室のホームページに随時アップされ
るので、是非こちらを定期的にご覧ください。

る上で良いヒントになった」
「留学したい気持ちが更に高まっ
た」などの声が多数聞かれ、留学を考えている学生にとって留
学経験者の話はよい刺激になりました。また、このフェアには、
日本人学生だけでなく、現在留学生として名大に在籍している
学生も多数参加し、出身校の紹介をしたり、留学についての相
談も受けたりしました。
今回の留学フェアでは、全学協定で行く交換留学のみなら
ず、部局間協定の交換留学、名大から行く短期語学研修、夏期
短期留学の経験者による留学の紹介などもあり、長期は行けな
いけれど、短期で留学したい、という学生から好評でした。更
に、教員による TOEFL 質問ブースも設けられ、点数アップの
コツや、それぞれの苦手分野の勉強法などを熱心に聞いていま
した。人気のある大学のブースでは話を聞くのに順番待ちの列
ができ、時間が足りないと漏らす学生もいました。大好評だっ
たこのイベントを受け、留学情報のニーズがとても高い事を実
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*「留学のとびら」は、留学を経験した名大生による、留学を推
進・応援する有志団体です。

コラム

ガジャマダ大学
経済学部 経営学科 ₃ 年

平原友里恵
「なぜガジャマダ大学を選んだのか」
「なぜインドネシアを選んだか、なぜガジャマダ大学を選ん
だのか」という質問は、留学前から今に至るまで幾度となく聞
かれ続けた質問である。私がインドネシアを選んだ理由は、文

く中で、やっとこの国での生活を味わう余裕が出てきだしてか
らは、留学生活が本当に充実したものになったと思う。
留学で何を得たか
私の留学中の大きな進歩は、現地で日系企業との共同研究を

化が豊富で近年発展も注目されるインドネシアで自分の見識を
広げたかったことと、インドネシアならば日本と全く違った経
験や生活ができると思ったことである。なぜガジャマダ大学な
のかというのは、国内で最も歴史のある大学であり、留学生に
対するフォロー体制と大学周辺の環境がとてもよかったことが
理由である。
インドネシアでの生活

したことである。これは卒論研究にも活かせると思い、留学前
からの大きな目標だった。近年日系企業の新興国進出は特に目
覚しく、その際に起こる問題点と解決策を熟考することは大変
将来性のある重要な課題である。私は専攻科目である生産管理
分野の面について研究するべく首都ジャカルタにある日系企業
に通い、データ収集と調査に励む環境を得ることができた。現
地の従業員とのコミュニケーションは難しかったが、日々勉強

ほんの15年前に独立したばかりのインドネシアは、近年急速
に都市化が進む新興国である。通年気温は真夏だが、雨季と乾

していたインドネシア語が十分活かすことができた。
また、大学での授業も少人数制で活発で、とても刺激的な身

季がある。そんな中でガジャマダ大学の位置する「ジョグジャ
カルタ」は、世界遺産を ２ つ抱える古都として大切にされてい
た。昔ながらの伝統工芸が息づき、朗らかな人々とのんびりし
た街並みが印象的である。そしておそらくインドネシア内で最
も安全で物価も安い都市である。

になるものであった。現地の学生との交流はもちろん、留学生
同士の交流も本当に楽しかった。中でもインドネシア語のクラ
スでは、様々な国から、学生だけでなく企業人や国際結婚をし
た人たちなども通い、年齢層も幅広くいろいろな交流が大変興
味深く面白かった。

私は普段は、平日午前中はインドネシア語の授業を聴講し、
午後は経済学部でインターナショナルコースの英語での授業を
受けるという流れであった。お昼ごはんの学食は飲み物付きで

留学で実感したのは、価値観や多様性の認識と理解はもちろ
んだが、自分を支えてくれる人たちの温かさが大きい。未知の
環境に飛び込む勇気も得られた。半年間という短い期間であっ

も100円以内で納まり、ご飯も果物もとても美味しかった。大学
近くの寮に住み、歩いて学校に通った。道路わきにはベチャや
アンドンなどといった乗り物や屋台などが溢れており、朝・夕
はイスラム教の祈りの音楽が町中に響き渡る。私の寮は違った

たが、この留学経験で得られたものを糧にして、これからの日
本での生活も充実したものにしていきたいと思う。

が、トイレもお風呂も、普通は「インドネシア式」の温水シャ
ワーも水洗トイレもないものである。道端には物乞いや楽器演
奏で生計を立てる人たちもいる。インドネシア国内でも多様
な生活習慣と文化、言語が溢れているので、初めは驚きの連続
だった。
大変だったこと・辛かったこと
楽しいばかりの留学生活でなく、大変なこともあった。一番
大変だったのは留学して最初の 1 ・ ２ 週間である。誰も他に日
本人もいず、言葉も通じない環境の中で入国後の滞在許可の手
続きなどを行わなければならず、不安の連続だった。大学側が
相談役の生徒を付けてくれて、十分なフォローがあったことが
救いだった。その他、国の環境が全く違うので初めは環境に慣
れることが大変だった。宗教・社会システム・交通面・食事の
面など様々な点において、日本と同じ感覚で生活していると絶
対に上手くいかない。その後徐々に生活に慣れ友達も増えてい
ECIS NEWS 25
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リヨン第 3 大学
ヨアン・エナン

（交換留学生として名古屋大学文学部に留学中）
リヨン第 3 大学は主に法学部や文学部が主になりますが、私
の在籍する文学部では多岐にわたる学科が大学生を受け入れて
います。フランス文学もあれば、異文化や言語、そして人工の
国際言語エスペラントまであります。各国と交換プログラムが

地のほうへ 3 駅進んだギヨティエール駅は、ローヌ川とソーヌ
川に囲まれ最も賑やかなプレスキル（半島）地区と伝統的な旧
市街への入り口です。ヨーロッパで最大の広場の一つであるベ
ルクール広場、フルヴィエール大聖堂や古代ローマ帝国の遺跡

あり、校内に世界中から来ている留学生が数え切れないほどい
ます。名古屋大学の短期留学プログラムと大体同じで、初級か
ら上級までのフランス語の授業だけではなく、留学生の言語能
力が高ければ、一般のフランス語で教えられる授業にも出るこ
とができます。文系なら、哲学・言語学や限定した時代の文学
史など様々な分野で科目を取ることができ、自分の専攻のゼミ
などが簡単に見つかるでしょう。
色々な異文化について身につけられる大学なので、異文化に
興味のある大学生も多く、特に留学生にはいい環境です。交流

など見物する価値のある名所がいっぱいあります。半島と旧市
街というと、名所だけではなく、若者からお年寄りまで皆が待
ち合わせをしたり遊びに行ったりする、レストランや喫茶店や
オペラがある賑やかで雰囲気のいい場所です。交換留学生とし
てリヨンに行ったら、大学以外はきっとその辺りによく通うで
しょう。
最近全国的にも有名になった12月 9 日（実は人気のあるイベ
ントなので、 3・4 日間続きます）の光の祭典は見逃さないよう
に。特別なライトアップで全ての施設、役所や劇場（リヨン第

などしたい学生がいっぱいいるので、直ぐに知り合いが見つか
り、早くリヨンの学生生活に慣れることができます。名古屋大
学の留学生センターのようなところ（Relations internationales）
があり、そこに行けば留学生のための必要な情報やイベントの
知らせが見つかります。チューターなどが欲しい留学生はここ

3 大学まで）が綺麗に照らされています。 9 日は、暗くなると
住民までも自宅の窓辺にろうそく置いて火を灯します。同じ時
期に近くにあるカルノ広場でクリスマス市場が行われるので、
その二つのイベントを見物すると一石二鳥でお勧めです。リヨ
ンだけではなく全国で行われるイベントですが、 6 月21日（夏

で情報を交換します。他には、食堂はもちろん、体育館やカフェ
テリアも利用できます。カヤックやクライミングまであるよう
なので、きっとやりたいスポーツが見つかるでしょう。授業の

至の日）に音楽の祭典もあり、ただで有名なフランス人の歌手
か無名バンドが野外で演奏してくれるのも楽しんでください。
大学でフランス語を学ぶのはもちろん、町中でもフランスの

間に空いている時間を友達とコーヒーなどを飲みながら話した
りしたいなら、カフェテリアに行くといいでしょう。暇な時間
があると直ぐに図書館まで行って勉強する学生も満足させる、
立派な 4 階建ての図書館が大学の真ん中に建っています。日本

文化を味わえれば留学は充実したものになります。好奇心を
持って友達を作りリヨンやフランスのあちこちに行ってみた
ら、思い出のいっぱい残る経験ができるでしょう。
リヨンへようこそ。

語版の本は研究専用の小さい図書館にありますが、学生証とい
うどこでもパスを持っていればそこでも勉強ができます。
因みに、リヨン第 3 大学は“サン・スーシ”というところ
（この辺りで言えば、八事のような感じ）
にあります。リヨンの
東の方ですが中心街からあまり離れていません。大学から中心

ライトアップの大学

リヨン第 3 大学

光祭典
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新任スタッフ紹介
留学生相談室

留学生センター
国際学生交流課

国際学生交流課
○合田由美子 課長補佐
2009年 4 月から国際学生交流課に着任しました。これまで 5 年間を国際企画課でおもに海外拠
点や国際関係事業を担当しておりましたが、留学生関係の業務は初めてですので、毎日が学ぶこ
とばかりです。
通常の業務では留学生の方と直接お話しすることはありませんが、機会がありましたら是非お
話ししたいと思います。よろしくお願いします。

○河 津 志 奈 留学生センター掛長
2009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。留学生センターには
様々な国からの留学生が集まっているので、いろいろな文化や考え方に触れることができます。
日本人学生と留学生が交流するよい場所になってほしいと思います。私は留学生と直接応対する
仕事ではありませんが、
“留学生の皆さんにとって必要な事は何なのか”考えながら仕事をしてい
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。

○村 井 丈 深 事務補佐員
2009年11月から国際学生交流課に勤務しています。留学生用の借り上げ宿舎と留学生住宅総合
補償（留学生後援会連帯保証事業）に関わる業務に携わっています。これまでも留学生関係の仕
事に携わっていたことがありますので、この経験を活かして少しでも貢献できれば幸いです。

○白水ふさ枝 事務補佐員
2009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。
留学生に関わるお仕事は初めてですが、留学生のみなさんが安心して勉学に専念できるよう、
少しでもお役に立てるように努力していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

○関

美 幸 事務補佐員

2009年 4 月から桜山の留学生会館で約半年間お世話になり、今年 4 月からはインターナショナ
ルレジデンス山手で勤務させていただくことになりました。
現在は開館に向け日々準備を進めています。留学生の皆さんが日本での日常生活を不安なく有
意義に送れるよう精一杯サポートさせていただきたいと思います。
今度ともよろしくお願いします。
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教育交流部門
○岩 城 奈 巳 准教授

○初鹿野阿れ 特任准教授

2009年 4 月に教育交流部門・海外留学室に着任し
ました。様々な形で留学を希望する学生に、将来の
目標にふさわしい留学計画を立て、それらを実現で
きるよう、教育的支援をしています。私自身、帰国
生なので、アドバイスを通じて少しでも私の経験が
役立てば、と思っています。専門分野は第二言語習
得、英語教育です。

2009年11月から国際交流協力推進本部に所属して
います。G30で新設される英語コースの日本語教育
を担当します。今、教材作成をしていますが、他分
野の先生方や学生さん達とかかわることができ、大
変刺激を受けています。どうぞよろしくお願いしま
す。

○熊坂佳代子 海外留学派遣プログラムマネージャー

○徳 弘 康 代 特任准教授

2009年 9 月より海外留学室にて勤務しています。
私自身、留学により新たな世界を知り、自分自身へ
の理解が深まり、人生がさらに意義あるものになっ
たと感じています。学生のみなさんにもぜひ留学を
体験してほしいです。海外留学室まで気軽に遊びに
来て下さい。

2010年 2 月より国際化拠点整備事業（グローバル
30）の日本語教育に関する仕事を担当することにな
りました。どうぞよろしくお願いします。専門とし
ている研究分野は漢字教育です。留学生の皆さん、
漢字学習で悩みがある人はどうぞ相談に来てくださ
い。

短期留学部門
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日本語・日本文化教育部門

留学生相談室

○北 山 夕 華 特任講師

○坂 野 尚 美 特任准教授

2009年 4 月から特任助教として、同11月からは特
任講師として短期留学部門に携わっています。私自
身もかつて留学生として見知らぬ土地で学びました
が、今度は留学生をサポートする側として、学生た
ちが実りある名大留学生活を送れる一助となれれば
と思います。

2009年10月より、国際交流協力推進本部所属メン
タルヘルス担当教員として、留学生相談室で、留学
生へのアドバイスやカウンセリングをしています。
さまざまな国の留学生たちは、ひとりひとりの顔
が違うように、それぞれの悩みや抱える問題は違い
ます。彼らの今を、未来を大切にできる教員であり
たいと思っています。よろしくお願いします。

○牧 原 弘 昌 専任職員

○小倉みどり

2009年 9 月より短期留学部門にて、NUPACE の学
生のための生活支援・教務等の業務に携わっていま
す。様々な思いや目標を持って来日した彼らが、少
しでも充実した留学生活を送ってくれればと、お手
伝いさせていただいております。

2009年12月より、留学生相談室に火曜日と金曜日
に勤務しています。主に地球家族プログラムでホー
ムスティ関係を担当します。駐在員家族としての11
年間の海外在住経験を生かし、留学生のサポートを
してゆきたいと思っています。

全学向け日本語講座年間スケジュール
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留学生センター案内図
留学生相談室/IB電子情報館西棟７階
ISA Office / IB Building West Wing

本山方面
To Motoyama

八事方面
To Yagoto

インターナショナルレジデンス
International Residence
豊田講堂
Toyota Auditorium

留学生センター/国際学生交流課
ECIS/IAD
南門
South Gate
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