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１．はじめに

　最近は，研究や教育の国際化，組織の国際化の必要

性について，大学全体・社会全体の意識がさらに高

まっている。留学生センターが長年，留学生教育や教

育交流を通して蓄積してきた知識や経験を活かすべき

場面が多くなり，しかし過去に捕われることなく変化

に則して活動することの重要性も高まっている。留学

生たちの活気，彼らが受けてきた教育，各国での教育

交流の取り組みを見れば，日本が先進国という意識を

持って留学生を教育するというような時代は過ぎ去

り，対等なパートナーとして，また教えを受ける側に

もなりながら教育交流を進める時代になっていること

がわかる。この地球の環境を守り育てながら生きると

いう同じ目的を持った人類として，学び，協力し活動

する時代になった。

　留学生センター相談室は，引き続き田中と柴垣が担

当し，全学の留学生相談室と連携しながら，オリエン

テーション，ワークショップや日々の相談活動を通し

た学生の教育，生活支援を着実に行うとともに，学内

や地域の国際化に資する新たな発想も心がけながら，

学生や組織の力を伸ばし生かすべく活動してきた。学

内外委員会等での活動も継続して積極的に行った。

２．オリエンテーション：情報提供，信頼関係
　構築，交流促進

　留学生の渡日前から修了後に至るまでの参加型，交

流型，日本語・英語併用型オリエンテーションを継続，

充実させた。

⑴　渡日前オリエンテーション（留学生センター所属

学生対象）

　『入学前ガイドブック』を入学予定の学生たちに送付

し，ホームページ上にも掲載した。さらに留学生セン

ターに所属する学生たちには，渡日前からスタッフや

学生たちと交流して信頼関係を築いていけるよう，事

務室との協力で渡日前情報誌を作成，郵送した。同内

容を電子メールでも発信し，学生，スタッフが連絡を

取り合った。在学留学生でその期の情報提供者として

登録した学生のリスト及び彼らからの渡日にあたって

のアドバイスも含め，多くの新入学生にとって，渡日

時には既に名古屋大学のスタッフや学生のネットワー

クの中にいる，という状況が実現している

⑵　到着後オリエンテーション（留学生センター所属

学生対象）

　４月と10月に入学する新入生には，名古屋到着時

に，留学生センターからの歓迎メッセージとその後

の予定を記したパンフレットを，宿舎で待つ ACE

（Action group for Cross-cultural Exchange）から手渡

した。到着翌日（平日）には，地域ボランティアの協

力で区役所で外国人登録，国民健康保険加入，国民年

金加入の手続きを行い，この際使用した学生の氏名の

カタカナ表記を，ボランティアメンバーがファックス

で留学生センターに送付するという方法を続けた。こ

れにより，その後大学で使用するカタカナ表記と，健

康保険・銀行等に使用する表記と統一して混乱を防い

でいる。

　後日留学生センターでオリエンテーションを行っ

た。事務室による書類記入，日本語教育メディア・シ

ステム開発部門によるコンピュータ室使用説明，相談

室による生活関係の説明，日本語コースについての説

明を，部門間で協力して行った。

　コラム【留学生の名前登録】

　留学生から，来日当初によく受ける質問のひと

つは，名前の登録の仕方である。カタカナ表記を

どのようにするかも難しいが，それよりももっと

多文化環境の推進と協働による学びをめざして
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難しいのが名前の区分の仕方や順序である。外

国人登録や大学での氏名登録は，Family name/

First name/Middle name と区分された用紙にさ

れる場合が多い。自分の名前をどのようにこの区

分に入れるべきかが問題となる。Family name を

持たない学生もいるし，二つ以上の Family name

を持つ学生もいる。First name（Given name）が

二つ，三つある学生もいる。Family name から

先に書いたら自分の名前ではないと言う学生もい

る。Middle name の欄に，二つ目の Family name

を書いてよいのか，Given name のところに三つ

名前を書いてよいのか，など，用紙の区分では収

まらない名前が多い。用紙自体も，First name 欄

が二つ目の欄で，Middle name が三つ目の欄に来

ているのはおかしいとも言えるし，Middle name

がない日本で，Middle name 欄を作っているのも

不思議である。

　このような現象について，またそうなった経緯

を考えるのは興味深く，学生たちとの話題材料に

もなる。でも来日早々の手続き時にこの話題で盛

り上がる時間的余裕はないので，とりあえず，何

とかそれぞれの名前をこの区分に割り当ててもら

い，「今後日本ではこれがあなたの登録名になり

ます。覚えてください」ということになる。

⑶　ワークショップ型オリエンテーション（全学学生

対象）

　今年度は，これまでのワークショップの日本文化・

社会の紹介（添付資料１）に加え，ボランティア講師

を迎えて毎週英語コミュニケーション講座を開設した

り，様々な外国語による言語文化コミュニケーション

講座“Language Shower”の機会を増やしたりするな

ど，ワークショップの形をより多様化させ，充実させ

た。

・ 日本文化，社会を紹介するセッションでは，これま

で協力してきた講師の方々が引き続き各セッション

で講義と実践指導をおこなった。華道は，八代流と

の共催で年間を通して10回の講座を行ない，１月に

は留学生センターラウンジで花展を開催した。（添

付資料２）

・ 地震についてのワークショップは，今年度は環境学

研究科と共同開催し，同研究科の研究資金を活用す

ることができた。災害時の安否確認システムの導入

に協力して試用したり，関係スタッフが出張し研修

したりする機会も持てた。これまで10年以上継続し

てきた防災研修を今後さらに改善するためのよい機

会となった。

・ 名大修了生と共催し，英語のコミュニケーション能

力向上のための講座・プレゼンテーション能力向上

のための講座・読解講座をボランティアで開設した。

高いレベルの内容で30回以上のクラスが開かれた。

・ “Language Shower”は，外国語で積極的にコミュニ

ケーションすることを経験する機会として昨年度よ

り開催し，在籍学生，研究者，職員を対象として継

続した。（添付資料３）英語だけでなく，フランス語

やスペイン語もとり入れながら，ボランティア学生

が中心となって企画・運営した。名大生たちの「外

国語で交流したい」という希望と合致した企画とな

り，今後さらに充実させていく予定である。（報告

を『留学生センターニュース』23号に掲載した。実

施詳細は後述する。）

６月12日　防災セミナー（環境学研究科と共同主催）

７月３日　着物ワークショップ（加藤かつ子先生）

７月17日　 引越しワークショップ（留学生相談室と共

催）

11月22日　防災セミナー（環境学研究科と共同主催）

12月13日　 Language Shower 第２回（季節のカード作

成）

12月18日　 引越しワークショップ（留学生相談室と共

催）

１月17日　 Language Shower 第３回（行ったことのあ

る／行きたい国について話す）

２月８日　 Language Shower お茶会（スタッフ反省・

研修会）

⑷　ホームページ・電子メールによるオリエンテー

ション（留学生センター所属学生）

　相談室からの情報提供等は，掲示と共に電子メール

も使用して行ってきた。事務・生活情報，修了後の手

続き関係の情報，今後の協力願い，などを発信し電子

メールの利便性を活用した。最近は多量の情報をメー

ルで送受信しているようで，全体へ向けてのメッセー

ジでは重要事項がうまく伝わらないことがある。対面

して伝えられることについては機会をとらえて直接伝
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えるようにした。一方，対面することができない修了

生，同窓生などにはメールを活用して情報発信しネッ

トワークを作っていくよう努めた。

　コラム【個人情報取り扱いの注意】

　留学生センター所属生たちが登録した個人情報

登録は，事務室と相談室とが学生への連絡用に使

用している。電子メールアドレスリストは，学生

の修了後も活用し，相談室から修了生への情報発

信や協力依頼を行なってきた。これにより，入学

予定生，在籍生，修了生のネットワーク作りが実

現してきた。しかし修了後のアドレス使用につい

ては各人から予め合意をとっていなかったため，

一人の学生から問題を指摘され，抗議を受けた。

今後は，修了前に各人から合意をとったうえで情

報を使用することにした。大学全体としても，個

人情報取り扱いの指針について入学時に説明し，

合意書を求めている。しかし入学時に学生は，自

分を取り巻く様々な状況が把握できていない場合

が多い。その中で複雑な内容の文章に署名を求め

られることを，大学からの無言の圧力のように捉

える学生もいるようである。個人情報使用に関し

ては，それぞれ必要な手続きをした時毎に，説明

し合意を得ていく必要があろう。

３．学生個別教育：相談

　相談室での相談活動を「個別教育」と位置づけ，名

古屋大学の留学生に限らず，在学生や他大学へ進学し

た学生，地域構成員などの相談に対応した。結果とし

て，多面的に名古屋大学および地域の国際化推進，協

働に貢献した。

⑴　相談時間

　ワークショップを開催する週は，週７コマ，それ以

外の週は８コマの相談時間を設定した。昼休みや４時

限以降を相談時間にあて，その他の時間も可能な時に

は開室して相談に応じた。

⑵　相談件数

　相談があったときにはできるだけ記録を残すように

し，電子メールによる相談も１年間保存するようにし

ている。気軽にどこからでも送信できるという利便性

から，電子メールによる問い合わせ・相談は依然とし

て増加している

　正確な件数の報告は省略するが，全体的な相談件数

は，来訪による相談については年間合計500件ほどで

安定，メールによる相談については増加の傾向が続い

ていると思われる。電子メールによる相談は，相談者

にとっては同時に多くの人に送ることもでき簡便であ

るが，相談を受け付け返答する者にとっては，どこま

で丁寧に読み対応するかの判断が難しい場合がある。

メールは後々まで書いたものとして残り，転送や誤送

が起こりうるということも考えると，メールによる相

談対応には判断，配慮すべきことが多く注意が必要で

ある。

⑶　相談内容

◆指導教員

　教員との関係は研究・生活に非常に重要な位置をし

める。進路に関わる問題について指導教員とうまく意

思疎通ができないがどのように研究を進めていくべき

か，という相談は毎年寄せられる。教員が多忙でゆっ

くり話す時間がない場合，考え方や価値観の相違から

初めから教員に拒絶されてしまう場合，学生がそのよ

うに思い込んでしまう場合，など様々な場合がある

が，それらを冷静に考えられる土壌を作る支援をする

のが相談員の大切な仕事であると考える。

◆勉学・研究

　学習・研究が思うように進まないという相談では，

その原因に働きかけると共に，学内外の支援制度や機

関など，様々な資源をつなげ活用できるよう心がけ

た。学内外の研究資金の活用等について情報提供や提

案を行なった。

◆入国・在留

　在留期間や在留資格についての相談については，時

には入国管理局へ相談室から電話することによって，

個別案件についての正確な情報把握に努めた。

　まとまった休みを利用して一時帰国をしたいが，そ

のために大学の公式行事も欠席しなければならなくな

る学生からの相談が複数あった。奨学金を得て研究の

ために留学し，一定期間日本語学習をしているという

責任と，生活者として自分の健康や家族を大切にする

という責任など，個々の事情を照らし合わせて自分自
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身でリーダーシップをとって問題解決していくようア

ドバイスした。

◆宿舎

　民間アパート家賃の支払い，契約期間，退去時に必

要となる費用等に関して，契約内容の理解が不十分

だったり，口約束による不確かな取り決めや，常識に

ついての期待の差が原因だったりするトラブルが複数

あり，賃貸借人双方の主張を聞いて調停するなど，相

談室が民間宿舎の賃貸の契約から解約に関わる時間は

多かった。契約内容をよく確かめてからサインすると

いうような基本的なことができていない場合もあり，

情報提供になお工夫が必要であると思われる。引越し

のワークショップを継続して行なっているが，この機

会を利用できる学生は限られている。全学的に使える

チェックリストを作成する，機関保証の申し込み時に

重要事項を確認するなど，大学としてもうひと手間か

けることで，後のより大きな負担を避けることができ

るかもしれない。

◆経済

　奨学金や貸付金についての相談があった。適宜情報

提供を行なう他，借金を繰り返し自転車操業的に生活

している学生に対しては，その原因を自ら考え，生活

設計をし直す働きかけを行なった。出身国にいる家族

への仕送りのために自らの授業料や奨学金を使う学生

もいる。それぞれの背景や個々の事情はあるにせよ，

学生の責任について理解を共有するようにし，そのう

えで自立策や経済支援策を検討した。

◆地域交流

　留学生相談室がコーディネートする「地球家族プロ

グラム」によって，充実した地域交流が推進されてい

る。地域の学校や生涯学習センターから寄せられる留

学生との交流依頼についても留学生相談室が調整して

おり，これらの活動には，留学生センター相談室も適

宜協力しながら学内外で意義深い交流が推進されるよ

う努力している。

　寝食を共にする行事の中では，食事等に細かい規則

のあるムスリムの学生たちの参加が難しくなる場合が

ある。参加したいけれど，周りの人に迷惑をかけるの

ではないかと心配で参加できないという相談もあっ

た。何を優先するかは個人の問題ではあるが，周りの

人々にとっても様々な必要性を持った人々がいること

を知るよい学びの機会になることを伝え，信頼関係に

ある仲間たちとはそれらの必要性について話し合って

いくよう勧めている。

◆仕事・アルバイト

　留学生は様々なアルバイトに従事している。その中

で「アルバイト要員だからという理由で簡単に解雇さ

れた」「外国人という理由だけで断られた」というよ

うな相談があり，時には相談室が雇用主と連絡調整す

ることもあった。一方，留学生向けのインターンシッ

プ，就職説明会の実施が学内外で盛んに開催され，留

学生の日本での就職について組織的な取り組みが進ん

できた。

◆家族

　子どもを育てながら研究を遂行する留学生は多く，

保育園の需要は多くなっている。学内にある民間保育

園どんぐり保育園では今年度留学生から19件の入園希

望があり，そのうち１件の入園が実現しただけとのこ

とであった。相談室に寄せられる入園に関しての相談

も多いが，年齢によっては認可保育園に空きがない場

合もあり，対策が求められる。名古屋大学が運営する

こすもす保育園の場合は，特に保育料の面から学生の

利用は難しく，今後留学生が増加する傾向にあるのを

考えると，保育の問題は看過できない。

◆電話・インターネット

　インターネットオークション問題に巻き込まれる学

生が時々いる。高額の買い物をインターネット上で行

なう大胆な行動がどこからくるのか，相談員がしばし

声を失うようなできごとが時々起こる。その裏には

様々な要因があるようである。

◆旅行・クラブ・趣味

　クラブ・サークルについての相談には，これまでの

学生たちの経験を紹介したり，練習場所や時間につい

て調べて伝え関係者につないだりしている。以前か

ら，心や体が癒されるような時間を持ちたいという留

学生の声があるので，八代流の協力で華道講座を毎月

継続で行ない，毎回10名ほどの学生が美しい花を前に

心休まるひと時を過ごすことができた。他機関に働き

かけてヨガの時間を主催してもらうこともでき，留学

生を含めて多くの学生たちが参加している。

◆事務手続き

　光熱水料金などの日常で発生する請求書の内容をあ

まり注意せずに支払ってきた学生が，ある月，額があ

まりにも多くなっていることに気付き調べたところ，

勤務実績のない会社で勤務したことになっており，税

金が請求されていることがわかった。知らないうちに
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留学生の名前や住所が悪用されていたことになり，個

人情報の管理の重要さと難しさを実感した。関係機関

に連絡し，対策を講じた。

◆医療・健康・安全

　精神的な健康を損ない長期にわたって特別な配慮や

治療を必要とする学生が複数いた。その原因を作る

様々な事情は，経済格差，文化差，環境の変化，家族

の不在，など留学生ならではの要因も関わっている。

学内外の関係者と連携し，一時帰国や帰国を含めた最

善策を探りながら善処した。

　留学生が関係する自転車事故が今年度もあった。盗

難自転車を知らずに乗っていた学生もいた。先輩から

書類も一緒に譲り受けた自転車だったので安心して

使っていたところ，書類は別の自転車のものだったこ

とが判明した。警察に呼び止められたり警察署で尋問

されたりする経験は本人にとってもつらい。事故や事

件に巻き込まれないため，また万一被害・加害者に

なった時に保険が使えるような体制にすべく，効果的

なオリエンテーションをさらに工夫したい。

　安全面では，デジタルカメラや携帯電話で女性留学

生を追いかける男性が頻繁に出没した。個々の事例に

ついて警察に報告したり学生に注意したりすると共

に，大学として全学に注意を呼びかけ対策をとった。

　店で留学生の家族が店員に暴力をふるわれるという

事件があった。子どもが商品を触ったり危険なことを

したりするのに対し，手を出してしまったようであ

る。普段から客の商品の扱い方に対して持っていた不

満が募り，その場で言葉が通じない状況から暴力とい

う行為に出てしまったようであるが，留学生からの抗

議に対して，関係機関や店は真摯に対応し謝罪した。

この件では，商品の扱い方に関する注意書きを日本語

と英語で併記するなどの方法について，相談室として

も事後協力した。留学生家族が多く住む地域では，言

葉や習慣の違いから起こる小さな問題が，積もって大

きくなってしまうことがある。関係機関や住民，留学

生の理解促進には地道な努力が必要である。

◆その他

　留学生を中心として多国籍の名大大学院生たちが企

画運営する国際・学際学会 FeedForth の第２回目が

開催された。１回目は留学生センター相談室が様々な

形で協力したが，２回目は NUFSA や名古屋大学学術

基金からも支援を得て，充実した会が実現できた。留

学生センターの修了生も海外から来日して発表した

（生憎，大学の宿泊研究施設で夜中にムカデに刺され

るという経験をしてしまい，自他共にたいへんだった

が…）。国際的環境に恵まれている名古屋大学ならで

はのこのような学生主体の研究企画を，今後も支援し

ていきたい。

　2005年度の年報で報告した「イスラム文化会」は文

化活動を継続しており，研修会を開催したり，大学の

授業に協力したり，大学の文化サークル連盟への加盟

をめざして関係者と話し合いを続けたりした。しかし

文化サークル連盟からは宗教関係組織ということで加

入を断る決定を受けた。「宗教」に対する捉え方・共通

理解には難しいものがある。ハラール食が生協食堂で

提供されているが，次はハラールチキンの導入に向け

て，生協食堂と話し合いを続けている。

　「中部インドネシア留学生会」は研修会を積極的に開

催し，留学生同士の学び合いや他の学生・教職員たち

への発信を地道に行なっている。２月からは子どもた

ち（小学生）への補習コースを始め，留学生センター

の施設を使用している。今後，地域も巻き込みながら

どのような形で連携できるかを探っているところであ

る。

４．学部・大学院教育：授業

　新規基礎セミナー「世界の学生生活」を開講し，留

学生センター教員チーム（高木，田中，筆内）で担当

した。様々な地域の大学生活を調べ，発表し，留学生

たちから話しを聞くことによって，学部１年生が今後

の大学生活への展望を広く持つことを目的とした。以

前から開講している基礎セミナー「多文化社会を生き

る」に加えて，留学生センターならではのセミナーと

して継続していきたい。後期の教養科目「留学生と日

本」も，例年通り浮葉准教授を代表として松浦・堀江・

高木・田中の教員チームで担当した。

　大学院では，国際言語文化研究科での「異文化コ

ミュニケーション論」の授業５年目を担当した（メディ

ア・プロフェッショナル専攻の授業としては２年目）。

研究科のプロジェクト助成金を得て，参加者全員で共

同研究を行い論文を書き，当研究科の論集『メディア

と文化』に投稿，掲載した。また授業との関係で，国

際言語文化研究科の学生の研究成果報告書執筆の副指

導教員となり，報告書審査会に参加した。
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５．チューター調整

　昨年度に引き続き，留学生センター所属の学生たち

のチューター支援について，調整担当をした。チュー

ターに対するオリエンテーションや留学生に対する説

明，登録受付，組み合わせ等を行った。留学生相談室

や短期留学部門と協力してチューターの会合を持ち，

チューター同士の研修も行なえるようにした。

　チューターと留学生との間での連絡がうまくいかな

かったり，人間関係が紛糾したりする例もあり，時間

と手間がかかることが多いが，多くの学生にとって有

益なこの制度を最大限に活用したい。

６．学生パートナーシッププログラム

　学生パートナーシッププログラムは，国際交流に興

味のある人たちを対象に，交流の「きっかけ」となる

１対１のパートナー紹介や，様々な交流イベントの情

報を提供するプログラムとして，引き続き教育交流部

門が運営を行なった。本プログラムへの登録の際には

交流目的，趣味，言語（外国語となる場合は，その運

用能力レベル）などを聞き，できるだけ共通点の多い

学生を紹介するよう試みた。また，マッチング対象と

なる適切な登録者がいなければ紹介が遅れること，学

内外の交流プログラム案内をメール配信する旨を伝え

た。登録は原則１年間とし，毎年度末にメールによっ

て登録更新の希望を聞くことにしている。

　留学生，日本人学生の１対１での紹介件数は数件に

とどまった。これは留学生の登録数に対し，日本人学

生の登録者数が大きく上回ること，登録する留学生が

大学院レベルの学生である一方，日本人学生の多くが

学部１，２年生であることや，使用したい言語の相違

などが，紹介に至らない主な原因であった。

　本プログラムへ登録する学生の交流目的は様々であ

るため，昨年度同様，学内外で開催されるイベント（ス

モール・ワールド・コーヒー・アワー，ヘルプ・デス

ク等）情報のメールによる提供を続けてきた。また，

留学生センター所属学生へのチューター支援が可能で

あるかも登録時や，チューター募集時に聞くなどし，

紹介したケースもあった。

　多くの場合，日本人学生は外国語運用能力を高める

機会を望んでいるため，意識的に外国語を取り入れた

プログラム「Language Shower」（後述）の提供を開

始し，登録者への参加を呼びかけた。

　なお，学内外における交流プログラムや活動につい

て，学生は知っているようで知らないケースが少なく

ない。実際に学内の交流プログラムの運営に携わる学

生においても，他について知らない，存在は知ってい

るが内容についてはよく知らないという状況でもあっ

た。また，学生が多種多様にあるプログラムから自分

が参加してみたいものについて，情報を学生の立場か

ら見て効率的に収集できるよう，広報のあり方を見直

す必要があった。

　各交流プログラムにおいて，それぞれが独自の目的

を持ち運営していく中，プログラム間で協力連携しな

がら，他では出来ない部分を補う役割を果たしていく

ことも重要なことだと考えられ，他のプログラムの説

明会などを利用し，本プログラム，また他のプログラ

ムにおいても相互に作用できることをアピールした。

７．Language�Shower

　「間違いを恐れずに外国語で話して聞く」ことを目的

とし，外国語運用能力を高める機会の提供として昨年

度のワークショップの一セッションとして取り入れた

ものであるが，近年，前述の学生パートナーシッププ

ログラム登録者の外国語への興味が高いことから，言

語プログラムの一つとして回数を増やし提供していく

こととなった。

　今年度は，プログラムの企画，広報，セッション内

での進行や参加者の会話の手助けをしてくれる５名の

ボランティア学生の協力もあり，２回のセッション

（12月：グリーティング・カード作成，１月：行ったこ

とのある／行きたい国について話す）と１回のお茶会

（２月，次年度に向けての反省会）を開催した。

　本プログラムは，言語運用能力が求められるために

外国語（主に英語）による授業の受講がかなわない，

外国語を使用したいがコミュニケーションに自信がな

いといった人でも参加できるものとした。セッション

では参加者を小人数のグループに分け，約１時間30分

のセッションの中で，個々ができるだけ多く発語する

機会を持てるようにし，使用言語も英語（レベルを問

わず）だけでなく，フランス語／スペイン語（基礎レ

ベルを必要とする）といった，他の言語も取り入れた。

　また，共通のテーマを設け，それに沿って参加者が

自由に経験や意見を述べたり，作業を通しての簡単な
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言葉の交換により外国語を気楽に使用することができ

るものであった。各グループではファシリテータ（学

生ボランティア）が進行に気を配りながら，参加者の

会話の手伝いをした。

　当初，言語能力レベルの違いにより，参加者間のコ

ミュニケーションを上手く図ることができるのかとい

う不安はあったが，セッション後に参加者にアンケー

トを実施したところ，回答者のほぼ全員が，その能力

レベルに違いはあるが「話すこと」「聞くこと」におい

て満足できたと回答した。

　このプログラムの運営には協力者が欠かせない。今

年度は，留学を経験した５名の日本人学生がボラン

ティア・スタッフとしてプログラム企画・広報・運営

やセッションではファシリテータとして進行に積極的

に関わった。しかし彼らにとっても使用する言語が母

語ではないことから，実際のプログラム進行におい

て，とまどいを感じる場面もあったようだ。各グルー

プに１，２名，その使用言語を母語とする，あるいは得

意とする留学生の参加があり，ファシリテータだけで

は補えない部分を，言語やアイデアによって補助して

くれた。学生ボランティア・スタッフ側からは，もっ

とファシリテータとしてのスキル向上を求める声もあ

り，今後はプログラム運営を通して積極的に学ぶ機会

を提供していきたい。

　今年度の参加者からは，このプログラムの継続を求

める声が多く聞かれ，次年度も引き続き学生ボラン

ティアの協力を得ながら，定期開催をしていく予定で

ある。

８．域連携講演・文化交流

　市民向け，生徒向けの講座を複数担当した。

・ 2007年７月22日　講師「留学生を通じて考える豊な

社会・教育・心」，名古屋大学ラジオ放送公開講座

『名古屋大学リレーセミナー』

・ 2007年11月９日　講師「異文化理解の視点から考え

る」，千種生涯学習センター講座『人に優しいまちを

めざして～』（留学生と共同で担当）

・ 2008年１月12日　名古屋市立北山中学校　総合科目

「職場見学」への協力，受け入れ（留学生と共同で担

当）

９．センター内委員会

　相談室の業務の一環として，防災委員会の仕事に積

極的に取り組んだ。今年度は環境学研究科と連携して

当研究科の研究費も活用することができたため，研修

をより充実させることができ，また他大学の研修を見

学したり，関係者と意見交換したりする機会にも恵ま

れた。

　コンピュータ室の管理運営では，引き続き毎日の施

錠等確認担当学生の手配や調整を行なった。飲食の禁

止，電源オフの徹底などについて使用者への呼びかけ

を行なってもらい，ごみの処理や部屋の整理整頓も仕

事の一部として位置づけ，これまで通り夜10時までの

開室が実現している。

10．学内委員会など

　学内委員会の仕事は，日常業務を活かし，また日常

業務にも反映することを心がけながら行なった。

　2006年４月に開園した名古屋大学保育園「こすもす

保育園」運営協議会の委員を継続した。国際貢献型と

いう位置づけの当保育園のために，これまで留学生や

外国人研究者たちとの相談活動の中で培った知識や経

験を生かせるように努力した。

　名古屋大学とスペイン語圏大学との学術協定を増や

していくために，学内の教員たちと共に，アルゼンチ

ンのブエノスアイレス大学の関係者と会う機会を数回

持った。

11．おわりに

　今年度は，全学の留学生相談室と連携しながら，学

内外の多文化環境を推進していくことを念頭に置き，

その中で多くの人々と共に活動しながら学ぶことをめ

ざした。今後も着実に，創造的で広がりのある仕事を

しながら，教育交流に寄与したい。
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