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特 集

NUPACE 設立15周年記念シンポジウムと
NUPACE・交換留学生同窓会
短期留学部門
昨年（2011年）10月14日、15日の両日にわたり、名古屋大学
短期交換留学受入れプログラム（NUPACE-Nagoya University
Program for Academic Exchange）の設立15周年を記念したシ
ンポジウムと交換留学生同窓会を開催しました。 5 年前に、設
立10周年を記念した同様なシンポジウムを行いましたが、15周
年の節目と累積受入れ数が1,000名を超えたことを記念し、全学
のホーム・カミングデー（10月15日）に日程を合わせて企画し
ました。
NUPACE 同窓生は、海外から参加した 5 名に加え、日本国
内および名古屋大学に在籍する30名近くが集まり、名古屋大学
から交換留学生として協定大学に派遣された卒業生も30名近く
集まり、現在在籍する NUPACE 学生や名古屋大学生が加わっ
て、100名近くの盛大な同窓会パーティを催すことができ、様々
な交流が行われました。同窓会に参加できなかった海外の同窓
生からも、多数の写真やメッセージが送られ、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。
初日（10月15日）の最初のセッションでは、町田健留学生セ
ンター長の司会により、宮田理事の挨拶に続き、水畑順作・文
部科学省高等教育局学生・留学生課課長補佐から来賓挨拶と文
部科学省における留学生政策の話題提供を受けました。新たな
魅力ある留学プログラムの創出とともに、留学の成果を尚一層
国内外にアピールしていただきたい、とのメッセージをいただ
きました。
続くパネルディスカッションの第一部では、当センター短期
留学部門石川クラウディア准教授が司会を担当して、ドイツか
ら Benjamin Gehring 氏（フライブルク大学国際交流室）
、韓国
から Jung Youn（JJ）Pak 氏（高麗大学国際交流室）を迎え、
国内から近藤佐知彦大阪大学短期留学プログラムコーディネー
タ・教授、そして筆者が加わり、 Student Exchange Policy and
Programmes: Fresh Approaches to Contemporary Challenges

野水 勉

（交換留学政策とプログラム−今日的課題への新たなアプロー
チ）と題して、短期留学プログラムや交換留学のこれまでの貢
献と今後の展望に活発な討議を行いました。フライブルグ大
学、高麗大学における先進的な教育の国際化の取組に、改めて
大きな感化を受けました。
パネルディスカッションの第二部では、当センター海外留
学室岩城奈巳准教授による司会進行により、 International
Student Mobility: Changing Perspectives and New Directions
（世界の学生流動−変化する将来像と新たな方向）と題し、
NUPACE 同窓生 3 名―Brian Waters 氏（97年米・ノースカ
ロライナ州立大より留学、現在：福岡大学医学部助教）、James
Masterson 氏（99年米・シンシナティ大学より留学、現在：ケ
ンタッキー州 Morehead 州立大学講師）
、Roland Reiszek 氏
（01
年独・フライブルク大学より留学、現在：スイス・UBS 銀行
勤務）
、そして名古屋大学から交換留学を経験した卒業生 3 名
―三輪祐嗣氏（00年ノースカロライナ州立大へ留学、現在：
Celgene Japan 勤務）、川澄麻衣氏（03年ストラスブール大へ留
学、現在：フランス・Renault Nissan Purchasing Organization
勤務）
、高橋英里氏（06年豪・フリンダース大学へ留学、現在：
日本航空勤務）が参加して、交換留学の経験によって、自分の
想像していた人生が大きく変貌を遂げた経緯を語ってもらいま
した。それぞれが異なるバックグランドと経緯を辿っており、
このような機会が無ければなかなか聞けない話ばかりでした。
2 日目は、 1 日目のパネルディスカッションにも参加し
た Masterson 講 師 か ら Sino-Japanese Relations in the 21st
Century （21世紀の日中関係）と題した学術記念講演を催し、
国際的な同窓会ならではの真剣で有意義な討論が行われまし
た。同講師は本記念シンポジウム参加のために Morehead 州立
大学に対して、自ら企画書を提出して同大学の予算的支援を受
けて参加してくれました。
続くパネルディスカッションの第三部では、当センター短
期留学部門所属・北山夕華講師（国際交流協力推進本部特任
講 師 ） の 司 会 進 行 に よ り、 Shifting Viewpoints: Home and
Japan through the Student Exchange Program Prism （母国
と日本へのまなざしの変化 ―交換留学経験を通して）と題し
て、NUPACE 同窓生 6 名 - Justin Wang 氏（04年米ノースカロ
ライナ州立大学より留学、現在：本学環境学研究科在籍）、Flor
De Liana Cerros Martinez 氏（05年ベルギー・ブリュッセル外
国語大学より留学、現在：ベルギー・CMA Graphix Group 勤
務）、Marcin Aftyka 氏（06年ポーランド・ワルシャワ工科大学
より留学、現在：トヨタ・ヨーロッパ勤務−日本駐在）、Dwiky
Yoseph Perangin Angin 氏（08年インドネシア・パジャジャラン
大学より留学、現在：本学文学研究科在籍）
、Sebastien Emptaz-
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Collomb 氏（09年フランス・グルノーブル大学より留学、現在：
本学環境学研究科在籍）
、Xiao Han Shi 氏（09年中国淅江大学
より留学、現在：同大学在籍中）が参加し、NUPACE 参加前の
日本へのイメージが、NUPACE 参加によってどのように変化
したかについて、様々な議論が行われました。いずれも、日本
留学を経験したことによって、より日本への愛着が生まれ、大
学院入学や日本企業への就職、日本と関わりのある仕事を選択
していることを紹介してくれました。尚、以上のシンポジウム
の各セッションは、すべて英語で行われました。
2 日 目 の 最 後 に は、 交 換 留 学 同 窓 会 パ ー テ ィ を 催 し、
NUPACE 参加者と本学からの交換留学経験者の卒業生同士、
留学当時の指導教員の先生方も参加して、旧交を温めることが
できました。また、同じ留学先または出身大学同士、年代を超え

た参加者同士の新たなネットワークづくりのきっかけにもなり
ました。参加者皆で、 5 年後の20周年記念シンポジウムと交換
留学同窓会を、また盛大に行うことを誓って散会となり、様々
なグループでこの後の二次会が催されました。
NUPACE の同窓生はほとんどが海外にいるため、なかなか
継続的な連携が取りにくい状況ですが、 5 年に一度、このよう
な企画を続けていくことによって、連絡をとり続ける動機にな
るとともに、貴重な世界的ネットワークの構築に役立てられる
ものと思われます。
本企画を財政的に支援していただいた名古屋大学同窓会、並
びに NUPACE と協定大学への交換留学派遣にご協力とご支援
をいただいた本学教職員の皆様方に、改めて感謝を申し上げま
す。
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NUPACE 15周年記念シンポジウムに参加させていただいて
高橋 英里

息が出来ないほどの鮨詰満員電車。排水口に吸い込まれてい
く水のようにオフィス街へ消えていく人の波。物に溢れ人に溢
れ、情報に溢れる現代日本社会の中では、ただ自分らしく生き
ていくことがとても難しく、エネルギーを消費する。そんな
ことを考えるとき、ふと思い出す言葉がある。 Please never
change who you are. あなたはあなたらしく、そのままのエ
リでいてね。日本社会においては共に過ごす他者との協調性を
重んじるあまり、知らず知らずのうちに自身の本当の気持ちや
考えに目を向けることを疎かにしがちである。しかし、あらゆ
る物事が目まぐるしく変化する現代の生活環境の中では、常に
「選択」
することが求められる為、判断の基準となる指針を自身
の中で確立することがとても大切なのである。在学中、たくさ
んの NUPACE 生との素晴らしい出会いに恵まれたが、その友
情関係の中で彼らは常にありのままの私を見つけ出し受け入れ
てくれ、その事が私を大きく成長させてくれた。オーストラリ
ア・フリンダース大学への交換留学を含め、名古屋大学が私に
与えてくれた数々の国際交流の場は、異文化への視点や他者に
共感し理解する力だけでなく、自分と向き合い見つめなおし、
自分の意見を持ってそれを信じて貫く強さを持つことの重要性
を教えてくれた。
卒業から 3 年を経て今回参加させていただいた NUPACE15
周年記念シンポジウムでは、現在世界各国で活躍している多く

の同窓生達と出会い、それぞれの思いを共有することが出来
た。その中で改めて、同プログラムが関わる学生のその後の人
生に中長期的に与えるプラスの影響の大きさを実感した。
NUPACE は15周年を迎え、受け入れ人数の増加やプログラ
ムの改革など更なるパワーアップを遂げ、現在も進化中であ
る。今後、また一人でも多くの学生に自分を見つめ自信をつけ
るチャンスを提供出来るプログラムであり続けてほしいと切に
願う。

留学生として国際政治を学ぶ
Study International Politics as an International Student
Shi Xiaohan

（和訳）
国際政治学を学ぶ学生として、交換留学の最大の醍醐味は
自分の専門分野を国際的な環境で学んだことであった。この
ような経験は、あらゆる文化や背景の人々が集い交流する
NUPACE のような交換留学プログラムだからこそ得ることが
できたものである。
平和構築の授業での熱い議論や討論は、今でも鮮明に思い出
すことができる。学生は皆異なる国の出身で、ほとんど全ての
議題において意見を異にしていた。賛成はしなくとも、互いに
理解し、その違いとともに学ぼうとした。国際的な場で自らの
役割を求める私のような者にとって、それはなんとも意義のあ
る実践であった。
NUPACE では、至る所にそんな機会があった。「開発経済」
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の授業では、異なる開発の軌跡につ
いて発展途上国の友人たちと対話し
た。
「比較法哲学専門研究：法とそ
の担い手たち」では、異なる法制度
の国から来た友人から学んだ。日本
政治学入門では、日本の議会選挙を
経験した。さらには、NUPACE の
チューター制度からは、日本社会
についてのすばらしい知見をだけで
なく、一生涯の友人を得ることにも
なった。
こうした経験は、国際政治学を学ぶという意味で最良の機会
であったと思う。だが私は大学三年生で、学んだことに満足す

るだけでなく、そこから何ができるのかということを考え始め
なければならなかった。
私の人生の目標については、世界中の指導教員やクラスメー
ト、友人たちから幾度となく聞かれてきた。答えはいつも「た
ぶん、ジャーナリスト」。それは私の家族の誰も就いたことのな

one like me who wants to find her role in the international arena.
At NUPACE, such opportunities are everywhere: I talked with
friends from developing countries about different developmental trajectories in Development Economics, learned from friends from different legal systems in Law and its Personnel, and experienced Japa-

い職業であり、夢にすら見ない夢のようなものだった。
幸運なことに、私のチューターはジャーナリストになる夢を
本気で持っている学生だった。彼は真剣で、最終的に NHK に
就職したのだ。彼の就職活動の一部始終―期待と失望、そして
何より忍耐―を目にした事も、大いに刺激となった。
また、無限の世界と夢を信じる人びとで満たされた、国際的
な環境にも勇気づけられた。平和構築の授業で私の理想の職業
が
「国際レポーター」だと耳にしたミャンマー出身の友人は言っ
た。
「では君は次の『クリスティアン・アマンプール』だね」
。
先生はこう言った。「いいじゃないか」
。彼の夢は国連事務総長
だったのだが、先生は同じようにこう答えた。「いいじゃない
か。誰かがやらないといけないからね。
」

nese congress election in Japan in the Introduction to Japanese Politics
course. Not to mention the tutor system at NUPACE, from which we
not only get a great insight to Japanese society and culture, but also
lifelong friends.
With this experience, I believe I get the best possible international
politics hands-on education. But as a then third year student, when I
could no longer be satisfied with only what I learn, but had to start
thinking about what I can do with it.
I was asked frequently about my "ambition for life" by my profes-

NUPACE で築いたグローバル・ネットワークを持って、私
は人生の次のステージへの第一歩として、最高の場所を見つけ
ることができた。二つの新聞社での勤務ののち、最終的に国際
ニュースの報道の仕事に就くことになったのだ。それは一重
に、NUPACE のおかげである。
NUPACE15周年、本当におめでとうございます！

As an international politics study, the highlight of my exchange is
the chance to study my major in an internationalized environment. It is
the experience you can get only in an exchange program like NUPACE
where people from all cultures and backgrounds gather and exchange.
I can still remember vividly the heated discussions and debates during the Peace Building course, because all the students are from different countries and have different opinions about almost every topic.
We don't agree with each other, but we can understand and try to work

sors, classmates and friends from all over the world. My answer was
always "maybe a journalist". It is an occupation none of my family has
any experience of. It's like a dream never dreamed.
I was lucky enough to get a tutor who was serious about his dream
to become a journalist, and with the seriousness, he finally got into
NHK. I was greatly inspired by observing the whole process of his job
hunting, both the excitements and the frustrations, but most important
of all, the perseverance.
I was also encouraged by my international environment, filled with
people who believe in a boundless world and limitless dreams. On my
Peace Building class, on hearing my ideal occupation is "international
correspondent", my Myanmar friend said "you could be the next Christiane Amanpour", and the professor said "why not". His dream was to
become the Secretary General of the United Nations and the professor
also replied with "Why not? Somebody has to be the person."
With a global network built up during NUPACE, I found myself a
perfect position to start the next phase of my life. After working for
two newspapers in China, I have finally landed in international news
reporting, to a great extend, thanks to NUPACE.
Congratulations on the NUPACE 15th Anniversary!

together with the differences. It was such a valuable practice for some-
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活動報告

留学生のための就職活動支援コース

数年前から日本の経済・産業界では留学生を高度人材、ある
いは優秀な労働力として位置付けるようになり、留学生に熱い
視線が向けられるようになった。平成23年度は、円高や東日本
大震災による影響もあり留学生採用を考える企業が増加した。
その背景には、大企業の海外進出・拡大があり、それに連なる
関連企業が海外展開を考えざるを得なくなったこともあると言
われている。そのため、海外と日本を繋ぐ要員として留学生に
注目が集まっているのである。名古屋大学の企業研究セミナー
においても、今年度は「グローバルコーナー」が設置され、一

戦であり、複数回の不採用通知は精神的ダメージも大きい。そ
んな時、同じ仲間からの励ましが持つ意味は大きい。合宿の感
想には次の言葉がちりばめられている。「共通の目的を達成す
るために…」「同じ道を歩いていく仲間たちの考えを共有でき
た」
「就職という高い壁を乗り越える仲間に会えたことが合宿で
の一番大きな収穫」「一緒に頑張る仲間もたくさん見つけまし
た」
今、この学生たちはリクルートスーツ姿で飛び回っている。
来年の今頃、受講生の笑顔が見られることを期待している

般のブースとは別に留学生だけを対象として企業担当者と直接
話せる場所が確保された。今年度残念だったことは、 9 月に予
定していた「第 1 回外国人留学生のための合同企業説明会」が
台風のため中止になったことである。
そのような情勢を背景に、留学生センター（2010年度まで名
古屋大学留学生相談室）では、2008年以来「留学生のための就
職活動支援コース」を開催している。日本独特の「就活」に慣
れない留学生のための実践的就活講座である。受講した留学生
のほとんどが内定を取得し、このコースに感謝の気持ちを表明
していることは、留学生の就職支援の必要性を表している。内
容は、
「自己分析」「企業分析」
「応募書類準備」
「面接訓練」そ
して「ビジネスマナー」である。
最初の「自己分析」を 1 泊 2 日の合宿で行った。中津川研修
センターは自分を振り返るには最適な静かな環境であり、ここ
での二日間は受講生間の連帯感を強化した。日本の就活は長期

活動報告

留学生の家族のための日本語・日本事情コース

「留学生の家族の日本語コース」は、名古屋大学留学生会
（NUFSA）主催で開講されてから既に20年以上の歴史を持つ
が、名古屋栄ライオンズクラブ（NSLC）から支援を頂いた1994
年10月からは目に見えて充実したコースとなっている。NSLC
からの支援開始とともに、留学生相談主事（現：アドバイジン
グカウンセリング部門長）がこのコース責任者となり運営して
きた。
週 2 回、 4 つのレベルで開講される
「家族の日本語コース」の
目的は二つある。一つは、日本語教育であり、それによって家
族が自立的に日本で生活できるようになることである。家族が
自立できれば留学生は研究に専念できる。もう一つは、同じ境
遇の人々と友達になることである。多くの留学生は研究に忙し
く、ともすれば家族は異国において孤独な生活を強いられる。
それを避けるため友達を作ってほしいと考えている。留学生の
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合宿で各自のドリームマップを作成・発表

受け入れは、家族をも受け入れることであり、家族が日本で充
実した生活を送ることが大切である。
平成23年度は、前期41名、後期39名、計80名が受講した。前
期は、 5 月東山公園への校外学習、 7 月サマーパーティーを開
催し、後期は、11月バス旅行（りんご狩り）
、12月イヤーエンド
パーティーを行なった。パーティーは持ち寄りで世界の家庭料
理が並ぶ。さらに、毎年 1 回 NSLC の例会に 2 名受講生が出席
して日本語でスピーチし学習成果を披露する機会を得ている。
今年度は中国とインドネシアからの受講生が、日本での生活体
験を話し喝采を浴びた。
1994年以来、NSLC からの恩恵を受けた受講生は延べ1,664名
となり、ご支援いただいた金額は膨大なものとなっている。ま
た、このご縁が名古屋大学中央図書館の「留学生コーナー」の
寄贈や毎年の名古屋市小中学校合唱フェスティバルが豊田講堂

で開催されることに繋がった。さらに、NSLC 結成15周年記念
事業として学内で「留学生のための日本語スピーチコンテスト」
を開催したが、その時、実行委員で活躍した ACE（異文化交流

クロアチアに滞在する貴重な機会を得た。
今後も、留学生やその家族の日本滞在を充実したものとする
ために地域社会との連携・協力を大切にしたい。

サークル）の日本人学生は、ライオンズクラブ交換学生として

後期コース開講式
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2011年10月

（注）NSLC: Nagoya Sakae Lions Club

秋旅行（りんご狩り）2011年11月

名古屋大学留学生センター多文化書道展

ų᳸ዴǛࡽƘŴᡃǔŴƦƠƯጟƕǔŵ

留学生センターで行なっている多文化ワークショップの一環
として日本の書道とアラビア書道を学び、そこで仕上げた作品
を、1週間にわたって学内ギャラリーで発表しました。多国籍の
学生たちが参加し、昨年の華道の作品展に続いて興味深い展示
会となりました。
日 本 書 道 指 導：藤井尚美先生（藤井書道教室）
アラビア書道指導：山岡幸一先生
（日本アラビア書道協会事務局長）

精神を集中させ、身体の微妙な力や動きを使い分けながら、
毛筆の太い線や細い線で、止めや払いを形作っていく日本の書
道、また、竹の傾きを少しずつ変えながら均一の筆圧で美しく
描いていくアラビア書道…人はゆっくりと線を引きながら何を
感じるのでしょうか。
故郷を離れて名古屋大学で学ぶ学生たちや、様々な文化に興
味を持つ日本の学生たちが、勉強や研究に研鑽を積む毎日の中
で、線を引き辿りながら、過去と未来、自分の故郷と日本、身
体と心など、多様な時や空間、人々や自然と繋がっていく様子
を感じてみてください。
（鑑賞のてびきより）
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資料作成プロジェクト

「ムスリムの学生生活〜ともに学ぶ教職員と学生のために〜」
Project of Document Creation:

Understanding the Life of Muslim Students in Nagoya University
For their non-Muslim Colleagues

多様な文化背景を持つ学生や研究者が集う名古屋大学で、イ
スラームを信仰する人々とともに活動する機会も増えていま
す。この資料は、各国のムスリム学生たち、日本人イスラーム
識者、留学生指導教員、イスラーム圏を研究フィールドとする
教員たちなどが話し合いを重ねながら、イスラームにあまり馴
染みのない構成員たちがムスリム学生たちとともによりよく研
究や生活を進められることを願って作成したものです。
地方文化との融合や個人の帰依の度合いなどによって、ムス
〈資料中の写真から〉

8

リム学生が持つ文化にも多様性があるのは勿論ですが、この資
料では、最も基本的なイスラームの教えや規範を、日本の大学
というコンテクストの中で紹介しています。プロジェクトの成
果ををウェブ公開いたしましたので、ぜひご覧いただき、ご意
見やご感想をいただけると幸いです。
http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/exchange/
発行：名古屋大学留学生センター＆
名古屋大学イスラム文化会
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韓国・木浦大学校を訪問
日本語教育に関するシンポジウムを開催

平成23年 9 月27日（火）
、日本語・日本文化教育部門および日
本語メディアシステム開発部門の教員 4 名が韓国の協定校であ
る木浦大学校を訪問し、同大学の日本語教育を担当する教員と
の情報交換を行うとともに、
「名古屋大学日本教育の現在」と題
するシンポジウムを開催しました。
木浦大学校人文科学大学と名古屋大学文学部との間に学術交
流協定が締結されたのが1991年、その翌年から名古屋大学での
日本語研修を開始しています。留学生センターも1993年設立当
初からこの研修を支援してきました。また、日本語・日本文化
研修生も数多く受け入れており、同大学の日語日文科の学生の
日本語能力向上に少なからぬ貢献をしてきたといえます。しか
し、これまで留学生センターのスタッフが同大学を訪問したこ
とはありませんでした。海外の協定校の日本語教育の現状を知
り、スタッフ間の交流を深め、今後の連携の可能性を探るため
の最初の試みとして、同大学を訪問することにしました。
午前中の情報交換では、日語日文科長の李炯宰先生や金善花
先生から、まずこれまでの同学科と名古屋大学との交流の概要
が紹介されました。名古屋大学での日本語研修に参加した学生

が284名、日本語・日本文化研修生が13名、短期交換留学生が11
名いたことが確認されました。名古屋大学には同学科のもっと
も優秀な学生たちが派遣されており、その学生たちは留学を通
じてさらに日本語能力を伸ばしている反面、留学できなかった
学生たちとの能力差が大きいというお話でした。次に、同学科
の科目一覧を見ながら、教科書や教授法についてかなり突っ込
んだ質疑応答がなされました。また、同学科の学生の就職に関
する厳しい状況についても知ることができました。韓国では、
英語能力の重要性が日本以上に高く、高校での第二学国語でも
日本語を選択する生徒が減少しており、かつては就職先として
人気のあった高校日本語教員の募集がほとんどなくなっている
といいます。
午後のシンポジウムでは、当センターの 4 名の教員が次の
テーマで発表しました。
（ 1 ）鹿島央「日本語リズムとアクセン
ト教育」
、（ 2 ）村上京子「日本語教育における新しい評価の流
れ、（ 3 ）石崎俊子「名古屋大学留学生センター JEMS オンラ
イン教材の紹介、
（ 4 ）浮葉正親「
『日本文化』の学び方・教え
方」。参加者は約80名、同学科のスタッフと学生のほとんどが参
加しました。すべての発表に質問が寄せられ、関心の高さがう
かがえました。とくに、オンライン教育については今後の連携
が具体化する見通しが立ち、有意義な訪問となりました。
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日本の伝統文化を学ぶワークショップを開催

平成23年11月23日（水・祝）
、留学生センター 2 階207講義室
で、ワークショップ〈長野県遠山郷「霜月祭」の舞と笛を学ぼ
う〉を開催しました。長野県飯田市上村下栗（
「下栗の里」
）から
5 人の講師を迎え、国の重要無形文化財に指定されている「霜
月祭」の舞と笛を留学生と市民に教えていただきました。
南アルプスの3,000m 級の山々を間近に望む下栗は、急斜面
に家や畑が点在する景観から「天空の里」とも呼ばれています。
過疎と高齢化が進む典型的な限界集落ですが、若者たちが「下
栗拾五楽坊」
（グループ名は下栗の氏神「拾五社明神」に由来）
を結成し、里の魅力を再発見しつつそれを受け継いでいこうと
しています。この下栗の里と 2 年前から交流を始めたのが名古
屋を拠点に活動する NPO 法人「大ナゴヤ大学」です。今回の
ワークショップは「大ナゴヤ大学」と連携して市民からも受講
者を募集し、留学生と一緒に日本の伝統文化を学ぶプログラム
を企画しました。
参加者は、留学生が10名（中国 8 名、韓国 2 名）、市民が11
名、大ナゴヤ大学ボランティアスタッフが 7 名、下栗拾五楽坊

活動報告

から 5 名、飯田市職員が 1 名、計34名です。ワークショップの
前半は、下栗の里で長年民俗調査を行っている、当センターの
浮葉正親准教授が下栗の霜月祭の由来や全体の流れを DVD を
使いながら紹介しました。休憩をはさんで後半は、舞と笛の二
つにグループを分け、いよいよ講習を開始。
舞は楽坊の代表・野牧孝浩さんと高校 2 年生の胡桃沢拓巳さ
んが、笛の指導は拓巳さんの父親で下栗で笛の名手として知ら
れる胡桃沢国夫さんが指導しました。霜月祭にはさまざまな舞
がありますが、今回教えてもらったのが「襷（たすき）の舞」
です。この舞はトンビが空高く優雅に舞う姿をイメージしてお
り、扇子と鈴を両手に持って舞います。ゆっくりとした動作で
すが、意外に筋肉を使い、一回りすると息が上がります。一方、
笛はまず音を出すのに一苦労。口をすぼめて息を吐き出すよう
に言われますが、なかなか音が出ません。30分ほど練習したと
ころで、今度はグループを交代。 1 時間後、舞と笛を合わせて
全体で祭の雰囲気を味わいました。最後に全員で記念撮影、笑
顔でワークショップを終えました。

第2回「IF@N: 名古屋大学国際学生フォーラム」

2011年11月12日（土）、第 2 回名古屋大学国際学生フォーラ
ム（通称「IF@N」
）が開催されました。これは、名古屋大学の
キャンパスに集う多様な学生が、日本語や英語で自由活発に討
議し、意見交換することを通して、国際理解や相互理解を深め
るために組織された国際学生フォーラムです。様々な学部・研
究科から集まった留学生・日本人学生合わせて13名の学生実行
委員が 3 名のコーディネーターとともに、この日のために夏か

う IF@N のコンセプトを踏襲しつつも、
「共生〜地球という一
つの国で〜」というテーマのもと、新しい試みをいくつも取り
入れました。例えば開催時間を長くして、アイスブレーキング
や最後の振り返りを含めたディスカッションの時間を増やした
り、昼食を一緒にとる機会を設け、終了後には希望者を対象に
懇親会を開く等、参加者同士の交流を深める工夫をしました。
当日は35名の参加者が集まり、実行委員がファシリテーターを

ら何度もミーティングを重ね、準備を行いました。
今回は第 2 回ということで、
「出会う・繋がる・広がる」とい

務める 6 つの異なるテーマのグループに分かれて、ディスカッ
ションを行いました。
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最初は緊張した面持ちだった参加者の皆さんも、ディスカッ
ションが進むにつれて和やかになり、生き生きとした笑顔が印
象的でした。各グループによる成果発表の後、異なるグループ
の参加者と振り返りの時間を持ったのは好評でした。最後は、
地球をかたどったカードにそれぞれのメーッセージを書いても

活動報告

らい、
「IF@N」の文字を作って記念撮影！その後の懇親会でも
さらに交流を深め、盛りだくさんの一日となりました。来年は
今回の経験を活かし、さらに良い IF@N にしていきたいと思っ
ています。是非ご参加ください ‼

スモールワールド・コーヒーアワー

2011年度もスモールワールド・コーヒーアワーが開催されま
した。前期・後期にそれぞれ 3 回ずつ開いていますが、毎回趣
向をこらしたアクティビティを取り入れて、楽しみながら交流
が深まるような工夫をしています。今年度の例では、学期の初
めには「自己紹介ビンゴ」で出会いの場を提供し、夏には日本
の縁日を疑似体験してもらったり、秋には名古屋大学構内の植
物園まで紅葉狩りに行ってしおりを作り、季節を感じながら創
造性を発揮してもらいました。また、書道を行ったときには、
初めて体験した留学生も多く、大いに盛り上がりました。10月

には、濵口総長が初めてコーヒーアワーの活動を訪問してくだ
さり、留学生センターの国際交流活動の一端をご覧いただきま
した。
これからも魅力あるコーヒーアワーを提供していきたいと思
いますので、是非コーヒーアワーにお越し下さい。また、その
ような場創りを進めていく学生スタッフも募集しています。日
本人学生・留学生問いませんので、一緒にコーヒーアワーを創
りあげていきましょう！
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名大生のための海外留学フェアを開催

海外に飛び立とうとしている名大生の情報収集の場として、
今年も「留学フェア」が 6 月22日（水）に開催され、100名を超
える学生が参加しました。第 3 回目となるこのイベントは、こ
れから留学に行く学生・留学から帰国した学生・国際交流に興
味を持つ学生を主体とした留学支援団体「留学のとびら」が企
画したもので、留学についての様々な紹介が行われました。第
一部では、交換留学に関する様々なプレゼンテーションがおこ
なわれ、始めに、交換留学が決定した学生による、合格までの
道のり（応募までのプロセス、留学計画、語学対策など）が紹
介されました。次に、協定校から留学中の学生による母国と大
学紹介（現地情報、文化の違い、日本での生活など）があり、
最後に、交換留学から帰国した学生による留学体験談（現地で
の生活の様子、留学費用、留学による変化など）の発表があり
ました。第二部ではパネルディスカッションが行われ、交換留
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学経験者、協定校から留学中の学生に対して、留学に関するさ
まざまな質問をインタビュー形式でおこないました。第三部で
は、座談会とポスター発表がおこなわれ、座談会では、参加者
が、交換留学経験者や留学生に個別に色々な質問をしていまし
た。また、フランス政府留学局、IELTS、TOEFL からの担当
者も参加し、テスト対策など、学生の質問に答えていました。
会場では、現地での生活の様子や留学の意義についてはもちろ
ん、留学志望動機や留学までの準備、TOEFL 試験の対策方法
など幅広く紹介され、参加した学生からは、
「留学準備を何から
始めたらよいかわからなかったが、参加して具体的に考えるこ
とができるようになった」
「留学についてのイメージが沸いた」
「交換留学制度について理解できてよかった」
という声を多く聞
き、大成功のうちに終了しました。

コラム

延世大学
機械工学部＆生活デザイン学科四年
李 大成
（交換留学として名古屋大学工学部に留学中）

自由、国際、そして熱情がある所
延世大学は1885年に医学大学として設立された、キリスト教
系の国内最初の大学です。今は約 2 万 7 千人の学部学生と 1 万
2 千人の大学院生、そして 4 千 3 百人の教員を有する総合大学
となっています。学部は文学、商経、経営、理学、工学、生命
システム、神学、社会科学、法科、音楽、生活科学、教育科学、
医学、歯科、看護、講義が全て英語で行われるアンダーウッド
国際などがあります。学風は自由な感じです。
ちなみに私は機械工学と生活デザイン学科なので二重専攻を
しています。興味さえあれば、専攻に関係なくても自分が学び
たい授業を受けることが普通にできます。ですから、開放的な
学生が多いです。留学生の数も約9600人と国際的な雰囲気があ
り、孤独感に陥ることはありません。
一つ面白いこととして、延世大学と同じ韓国の高麗大学との
ライバル関係があります。これは、日本の慶應義塾大学と早稲
田大学の関係と似ています。そして毎年 9 月に延高戦というス
ポーツ対抗戦が行われています。すごく大きい行事なので機会
があったら是非参加して下さい。

のようなテーブル、電子新聞などがあり時間つぶしも楽しいで
す。
私はスノーボードサークルとパーティープランナーサークル
二つのサークルで活動しています。他にも色々なサークルがた
くさんあるので海外でも勇気を持って参加してみませんか。
ソウルの生活（新村）
延世大学がある新村は大学生の待ち合わせの場所でもあり、
若者に人気がある所です。その理由には、新村には延世大学を
含めて梨花女子大学、弘益大学、祥明大学 4 つの大学が集まっ
ていることがあります。大学の前はカフェ、カラオケ、居酒屋な
どがたくさんあるので、週末は大学の友達と楽しく遊べます。
大学生向きの場所なので物価がそんなに高くなく、留学生にも
いい場所です。日本人に人気がある明洞へも15分以内で行くこ
とができ、新村はすごく人気がある所です。そして韓国は地下
鉄の全線がただで乗り換えができます。しかも100ウォンでバ
スにも乗換えることができるので、時間があればソウルの市内

キャンパスライフ
キャンパスはソウルのキャンパス、江原道の原州キャンパ
ス、仁川の松島国際キャンパスで三つのキャンパスからなって
います。私は新村のほうにいるので新村について紹介します。
新村キャンパスでは学部ごとに食堂、カフェ、売店、図書館が
あります。そして名大と同じように大学内ではどこでも無線
LAN が使えます。中央図書館は国内最大の規模で、色々な施設
が利用できます。特にユーラウンジという所には大きい iPhone
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の観光が安くできます。
こんなに楽しい留学生活が待っていますのでいかがでしょう
か。
では、延世大学へようこそ！

シンシナティ大学
工学部化学生物工学科 4 年
杉江 良祐

オハイオ州に位置するシンシナティ大学に2011年 9 月12日か
ら留学しています。シンシナティ大学は、キャンパスの大きさ
で言えば、名大と同じくらいか、少し大きいくらいでしょうか。
キャンパス内の充実度は日本の一般的な大学よりもやや高めと
いえると思います。例えば、ファーストフード店やカフェも充
実していますし、野球スタジアム、サッカー競技場に加えて、
アメリカンフットボールのスタジアムも設置してあります。ア
メフトのホームゲームがあるときには、先着で多くのシンシナ
ティ大学の学生に無料でチケットが配られ、学生はみなキャン
パス内でのホームゲームに熱狂します。最初はルールがわかり
ませんでしたが、ルールを理解した後は、観戦を重ね、だんだ
んとアメフトの面白みがわかってきました。アメリカではほと
んどどこもそうかもしれませんが、シンシナティでは、車がな
ければ何をしに行くこともできません。なので、よく言えば、
学校生活に集中できる街ということができます。現地の学生は
やはり車を所有している学生が多く、車で移動していることが
多いので、友達を作れば必ず助けてくれます。大学付近にはレ
ストラン、スーパー、コンビニなどがありますし、キャンパス
内にも日常的に必要なものならだいたい買うことのできる店も
ありますので、不自由はしないと思います。
さて、授業についてですが、大方講義自体は名古屋大学で
受けているスタイルとなんら変わりありませんが、大きな講堂
で行われる講義では、リモコンのようなものを購入し、そのリ
モコンで講義中に出題される問題に回答するという形式をとる
講義もあります。また、名古屋大学ではレポートもレポート用
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紙の形で提出することが主だと思いますが、シンシナティ大
学ではインターネットを利用してオンラインで問題が出題さ
れ、それに回答するという形をとる授業も多いようです。最初
は、こういったスタイルの違いに戸惑いましたが、少しの違い
に慣れてしまえば講義は名古屋大学と同じようなものです。イ
ンターネットではアメリカの大学教育は日本よりも熱心であ
り、先生も熱心に学生を鍛えようという気持ちが強いと書かれ
ているサイトをよく目にしましたが、個人的には熱心さに関し
ては、差はないように思えます。もちろんアメリカでも熱心な
先生はとても熱心に授業をしています。ただ、大学院レベルの
授業だけでなく、学部レベルでも先生と生徒の距離はアメリカ
の方が近いかなと感じることも確かです。先生と生徒が一緒に
話して笑っている光景も珍しくありません。留学中、誰でも通
うことになる大学の図書館ですが、シンシナティ大学の図書館
は、名大と同じような大きさです。図書館内の雰囲気も同じよ
うな雰囲気で、まさに図書館といった、落ち着いたイメージで
す。
日常生活ですが、僕はストラットフォードという寮に住まわ
せてもらっています。 2 人部屋もありますが、基本的に 1 人部
屋が多いようで、僕も 1 人部屋を借りています。シャワーとト
イレ、洗面台は 4 人で共有しますが、部屋はシングルルームと
いった感じです。少しせまいですが、比較的快適な生活を過ご
せています。特に冬は、寮の中は常に暖房で暖かいというのが
嬉しいです。シンシナティの冬はとても寒く、雪もよく降りま
す。驚きなのは、僕が寒さをしのぐために重装備して外に出か

けているというのに、ここの学生はパーカーを羽織る程度の人
もちらほらいます。もちろん厚着の人もいますが、ジャケット
を脱いだらその下は半袖だったとなどという人もよく見かけま
した。どうやら慣れれば平気のようです。
週末は基本的には寮で過ごしますが、勿論たまに外出もしま
す。幸いにも、かなり大きな動物園が大学から歩いて行ける距
離にあるので、その動物園に行ったり、シンシナティ大学のプ
ログラムで知り合った地元の夫婦にディナーや遊園地に連れて

ちろん、言語が障害になり、深いコミュニケーションがとれな
かったり、授業が難しく感じたりしますが、日常的にフラスト
レーションを感じることは誰でもあると思います。しかし、英
語にこれだけ自由に時間を費やせること、自分の専門をすべて
英語で勉強できること、世界各国から来ている学生に直に触れ
ること、アメリカでの教育を経験できることなど、今しかでき
ないことができている幸せを実感すべきだと思っています。留
学に行くべきか否か迷うこともあると思います。行くべきだと

行ってもらったりと、シンシナティやその周辺の観光をしてい
ます。また、こちらの学生に交じりスポーツの試合を見に行っ
たり、買い物に行ったり、パーティをしたりします。また、僕
はまだ行ったことがありませんが、シンシナティ大学からは車
で少し行ったところにスノーボードができるところがあり、友
達が連れていってくれる予定なので、とても楽しみです。
シンシナティ大学に留学してみて、今実感していることは、
今しかできない貴重な体験をしているな、ということです。も

も、行かないべきだとも言えませんが、重要なのはどれだけ真
剣に悩んで決断を下すかだと思います。留学に興味がある方
は、まず情報収集をし、想像だけに捉われず、現実を把握し、
本当に行きたいのか、本当に行くべきなのか、行って何ができ
るのかを真剣に考えることが大切です。情報をもとに、悩んで、
悩んで、悩みぬいて、それでも留学をという方は、ぜひシンシ
ナティ大学へ ‼

シンシナティ動物園にて、大学の仲間と
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新任スタッフ紹介
留学生センター
アドバイジング・カウンセラー部門（IB 館）

留学生センター
国際学生交流課

国際学生交流課
○角 三 文 男 課長補佐

○安 部 伸 子さん

2011年 4 月から国際学生交流課に配属となりました。
ほとんど初めての留学生業務に慌ただしい日々を
送っています。
G30学生の受け入れが始まり、本学の国際化がま
すます進展しますが、留学生の皆さんには、勉学は
もちろんのこと、日本社会・日本人学生とも交流を
深め、実り多い日本留学となるよう、微力ながらお
役に立てればと思っています。

留学生センター掛として 5 月より働かせて頂いて
おります。カナダでの語学留学の時、たくさんの方
にお世話になったことを今でも覚えています。目標
に向かって日々勉学に励んでいる留学生の姿を見
習って、日々の業務を大切にこなしていきたいと思
います。

○山 田 利 幸 留学生センター掛長

○桑原久美子さん

2011年 4 月より国際学生交流課内で学生交流掛か
ら留学生センター掛へ異動となりました。
経理・人事・施設等慣れない業務ばかりで戸惑う
毎日ですが、センターの発展に微力を尽くしますの
で宜しく御指導・御鞭撻願います。

2011年 4 月より留学生センターでパート職員とし
て、外国人の方々が日本語を学ばれるための「とよ
た日本語学習支援システム」の謝金関係を主に担当
しております。慣れない日本で慣れない日本語を頑
張って勉強している皆さんを陰ながらお手伝いでき
る仕事が出来て、とてもやりがいを感じております。
まだまだ勉強の毎日ですが、これからも頑張ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

○野 村 亮 介 事務職員
2011年 9 月より国際学生交流課留学生センター
掛に配属されました。研修期間が終わる頃には別の
部署で働いているかもしれませんが、今後も何かし
らの形で、あるいは留学生センターで再びお世話に
なった時、留学生の皆様のお役に立てればと思って
います。

短期留学部門
○澤田美奈子 事務補佐員
2011年 3 月より、縁あって短期留学部門にて勤務
することになりました。
様 々な国・地 域 から来 る留 学 生と接 すること
で、私自身にとっても大変良い刺激となっていま
す。微力ではありますが、学生の皆さんはもちろん、
NUPACE に関わる先生方、事務の皆さまのお役に立
てましたら幸いです。
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アドバイジング・カウンセリング部門
○田所真生子 アドバイジング・カウンセリング
部門特任准教授
2011年 5 月に、高木ひとみ先生の代替教員として
アドバイジング・カウンセリング部門に着任しまし
た。1999年から 5 年 9 ヶ月間、国際開発研究科で留学
生担当教員をしていましたが、思い立って 2 度目の
海外留学をしておりました。あれから長い年月を経
て、この度、こうして名古屋大学で再び留学生に携わ
る仕事に就くこととなり、ご縁に感謝しています。短
い期間ではありますが、微力ながら力を尽くしてい
きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

全学向け日本語講座年間スケジュール

University-Wide Japanese
Language Program
2012-2013
前期
●授業期間

Spring Semester

4 16 7 30
▶
日
日

月
月

月
月

日
日

（月）

Period

APR16▶JUL30

（月）

●受付期間

3月28日（水）▶ 4月10日（火）

（Mon）
Registration

（Mon）

M A R 2 8（Wed）▶ A P R 1 0（Tue）

時間と必要性にあわせて選んでください。

Choose a Course that Suits your needs.
◎ Standard course in Japanese（1 lesson/day）

◎標準コース（毎日1コマ）
初級Ⅰ（SJ101）
、初級Ⅱ
（SJ102）
、初中級（SJ200）
、
中級Ⅰ（SJ201）
、中級Ⅱ
（SJ202）
、中上級（SJ300）
、
上級（SJ301）

ElementaryⅠ
（SJ101）、Elementary Ⅱ
（SJ102）
、
Pre-intermediate
（SJ200）、IntermediateⅠ
（SJ201）、
Intermediate Ⅱ
（SJ202）、Post-intermediate
（SJ300）
、
Advanced Japanese
（SJ301）

◎集中コース（毎日2コマ）

◎ Intensive Course in Japanese（2 lessons/day）

初級Ⅰ & Ⅱ（IJ111）
、初級Ⅱ & 初中級（IJ112）
、
初中級 & 中級Ⅰ（IJ211）
、中級Ⅰ & Ⅱ
（IJ212)

ElementaryⅠ & Ⅱ
（IJ111）、
ElementaryⅡ & Pre-intermediate
（IJ112）、
Pre-intermediate & IntermediateⅠ
（IJ211）
、IntermediateⅠ&Ⅱ（IJ212）

◎漢字コース
漢字1000（中級レベル）
、漢字2000（上級レベル）
◎ビジネス日本語

◎ Kanji Course
Kanji1000(Intermediate Level)、Kanji2000(Advanced Level)
◎ Business Japanese

ビジネス日本語Ⅰ、ビジネス日本語Ⅱ、ビジネス日本語Ⅲ

Business Japanese Ⅰ、Business Japanese Ⅱ、
Business Japanese Ⅲ

◎入門講義
国際関係論／日本文化論／言語学／日本語学

◎ Introductory Lectures in Japanese Studies
International Relations / Japanese Culture / Linguistics /

◎オンライン日本語コース

Japanese Linguistics
◎ Online Japanese Course

後期
●授業期間

10 9 ▶2 4
月
月

日
日

（火）

月
月

日
日

（月）

●受付期間

9月19日（水）▶ 10月2日（火）

Autumn Semester
Period

OCT9▶FEB4
（Tue）
Registration

（Mon）

S E P 1 9（Wed）▶ OC T 2（Tue）

全学向日本語プログラム
受付期間の最終日にクラス分けテストを行います。
詳しくは各部局事務室または留学生センターヘお問い合わせ下さい。

There will be a placement test on the last day of registration.
For further details, enquire at your school or at the Education Center for International Students.

名古屋大学留学生センター Education Center for International Students

TEL 052-789-5951

FAX 052-789-5100

http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/old/zengaku.html
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留学生センター案内図
留学生センター
アドバイジング・カウンセリング部門 IB館
ECIS Advising&Counseling
Services / IB Bldg.

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

名古屋大学留学生センターニュース No.27
2012年 3 月発行
発行 名古屋大学留学生センター
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL: 052-789-2198
FAX: 052-789-5100
http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp

18

