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教育交流部門

第3回　2020年6月25日 （木）

第4回　2020年7月28日 （火）

第5回　2020年9月23日 （水）

第6回　2020年10月22日 （木）

第7回　2020年11月30日 （月）

第8回　2020年12月24日 （木）

第9回　2021年1月26日 （火）

第10回　2021年3月4日 （木）

　言うまでもなく，2020年度は新型コロナウィルス感

染症対策関連が議題，報告事項の大半を占めた。既に

前年度末の2020年3月5日には，中国全土および韓国

からの入国が原則禁止となり，さらには年度初頭の4

月3日以降には世界中のほぼ全ての国からの日本入国

が制限された。これにより，2020年4月入学予定の留

学生の渡日が不可能となった。同じく3月上旬の時点

で，2020年度春学期の授業が原則オンラインで実施さ

れることが発表されていた。続いて4月7日には東

京，大阪など7都府県に緊急事態宣言が発令され，4

月10日には愛知県が県独自の緊急事態宣言を発令し，

大学に対して休業要請が出された。これを受けて，大

学構内への立ち入り制限や大学施設の閉鎖が決定し，

新入留学生だけではなく在籍留学生の間にも，大きな

動揺が広がった。

　このような事態を受けて，早速2020年度第1回部門

会議では，大学閉鎖時の留学生支援について議論が

行われた。具体的には，1）留学生の中に新型コロナ 

ウィルス感染疑いが出た場合の本学保健管理室や地

域の保健所との連絡・連携方法，2）部局における留

学生相談の実施方法（指導教員と国際化推進教員と

の役割分担），3）大学閉鎖中の各種在留資格手続き， 

4）自宅で PC や Wifi を持たない留学生へのサポート，

5）留学生のメンタルヘルス支援方法，6）留学生へ

の情報発信など，多くの事案が議論された。ちなみに

第1回部門会議はちょうど愛知県独自の緊急事態宣言

1．はじめに

　2020年度の教育交流部門の活動は，そのほとんどが

新型コロナウィルス感染症への対応に費やされたと

言っても過言ではない。留学生受け入れと留学生支援

の中心となる国際化推進教員は，各国の国境が次々と

閉鎖され，外国人留学生や海外派遣学生が右往左往す

る中で難しい舵取りが求められた。それと同時に本部

門にとっては，部局国際化推進教員間の協働及び本部

体制と部局の連携という本部門の機能的役割がこれま

でになく試された1年だったと言える。

　2021年3月時点での本部門の構成員（以下，部門員）

は，専任教員1名，本センター所属で部局国際化推進

教員担当の4名，部局所属でセンター兼任の国際化推

進教員13名，そして事務員1名である。今年度は国際

化推進教員の退任，異動があったたたため，ポスト不

在の間は専任教員が部局業務のフォローへ回った。

　以下では，国際教育交流センターに特化した活動を

ピックアップし，2020年度の活動報告を取りまとめ

る。上述したように，活動の大半が新型コロナウィル

ス感染症関連対応だったことから，本報告が事実上，

本学の新型コロナウィルス感染症に関連する留学生受

け入れ，留学生支援の全体像を示す記録となるよう，

周辺の事案も含めて書き進めたい。

2．部門会議の開催

　本部門では月例の部門会議を開催している。会議で

は，全学的な留学生支援体制の構築，留学生の教育環

境の整備，国際化推進業務の企画・提案などを議論し

ている。2020年度は以下の日程で10回開催した。愛知

県からの休業要請や大学の活動指針を踏まえ，全てを

オンラインで行った。

第1回　2020年4月10日 （金）

第2回　2020年5月12日 （火）

2020年度教育交流部門活動報告

国際教育交流センター教育交流部門

伊 東 章 子
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が発出され，大学の閉鎖が発表された日に当たり，混

沌とした雰囲気の中で会議が行われたことを記憶して

いる。

　5月以降の部門会議においても，新型コロナウィル

ス感染症関連の事案が続いた。以下に各月の関連する

議題，報告事項を掲載する。＊については，詳細を後

述する。

【2020年5月】

◦留学生の生活実態に関するアンケートの集計結果＊

◦留学生のためのオンライン・カフェの実施 ＊

◦学生支援・食料品配布の実施について

◦名古屋大学生活支援金の給付について

【2020年6月】

◦秋季全学オリエンテーションの実施について＊

◦10月新入留学生受け入れについて

◦大学宿舎の延長申請について

◦ 新型コロナウィルス感染症に関する諸対応の記録作

業について

◦特別定額給付金の申請について

【2020年7月】

◦秋季全学新入留学生オリエンテーションについて

◦オンライン・カフェの実施報告

◦渡日できない留学生の取り扱いについて

【2020年9月】

◦オンライン新入留学生相談会の実施について＊

◦松尾総長と名大生の対話について＊

◦引越しオリエンのオンラインでの実施について

【2020年10月】

◦私費留学生の新規渡日・再入国の支援方法について＊

◦新入留学生オンライン相談会実施報告＊

【2020年11月】

◦留学生とのミニ対話集会について　

◦法学研究科による空港バスの運行について

【2020年12月】

◦部局バスの運行について＊

◦ 2021年春季オリエンテーションと新入留学生オンラ

イン相談会について

◦部局長と留学生のミニ対話会実施報告

【2021年3月】

◦ 2021年春季全学新入留学生オンライン相談会の開催

について

◦3月の空港送迎全学バスの運行について

　上記議題，報告事項以外でも，会議席上において各

部局からの留学生相談案件や入国管理に関する情報共

有が積極的に行われた。特に2020年9月に「国際的な

人の往来再開に向けた特別措置」が発表され，レジデ

ンストラックにより外国人留学生の新規渡日が一時的

に可能になってからは，制度の詳細や実際の運用ケー

スについて部門内で情報共有が盛んに行われた。特

に，各在外公館でのビザ発給までの日数，誓約書の書

式変更，各国での PCR 検査陰性証明の入手方法，各

国発着の国際線運行状況，入国後の移動手段などにつ

いては各省庁の発表だけでは情報が不明確なことが多

く，大学全体で混乱が生じていた。部門会議を通じて，

実際に入国できた学生のケースや，逆にトラブルが発

生して入国ができなかったケースなどを日々共有し，

全学的な留学生の渡日支援の機動力を上げあられたこ

とは大きな収穫だった。

3．�「新型コロナウィルスと留学生活アンケー
ト」の実施

　新型コロナウィルスの流行はパンデミックとな

り，世界中の人々の日常を激変させた。留学生は加

速度的に進むグローバル化の中でボーダレスな移動

（mobility）の象徴であったが，ひとたびパンデミッ

クが始まると，母国にいる家族からも切り離されて

異文化の中で生きる「弱者」となってしまう。中国，

ヨーロッパでの流行が日本にも及ぶにつれ，留学生か

らは「（当初新型コロナウィルスが海外由来だったこ

とから）自分がまるで感染者のような目で見られる」，

「政府や自治体の発表が難しくて理解できない（もし

くは他言語による発表が少ない）」，「新型コロナウィ

ルスについて SNS に流れる情報の真偽が判断できな

い」，「アルバイトで生計を立てていたのに非常事態宣

言が出てから収入が途絶えてしまった」，「オンライン

授業が始まったが経済的理由から自宅アパートに Wifi
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がない」，「人と接触する機会がなくなり気分が落ち込

んでしまう」等の様々な相談が日々寄せられるように

なった。

　そこで，留学生が必要とする支援ニーズを明らかに

し，ニーズにあった支援策を検討するために，全学の

留学生に向けたアンケートを実施することになった。

アンケートの準備は国際教育交流センターおよび学生

交流課が協力して行い，4月22日から回答を受け付け

た。5月14日までに1331名の留学生から回答があっ

た。2020年5月1日時点での在留資格・留学の留学生

数が1871名だったので，71％もの学生がアンケートに

回答したことになる。アンケートのへの回答率が非常

に高かったのは，それだけ留学生が不安や戸惑いを感

じていた証左であろう。アンケートの回答結果は本稿

の最後に掲載する。

　パンデミック当初に作成・実施したアンケートであ

るので，経済的困窮や精神的不調を訴える回答はまだ

少なかった。しかし，この2点についてはその後相談

件数が急増するので，同じ留学生を対象にしたアン

ケートでも実施時期により回答がかなり変わってくる

ことが分かる。また，アンケートの設問そのものも，

留学生支援関係者が集まって留学生が直面しているで

あろう問題を洗い出して作ったが，後に大きな課題と

なった渡日・再入国に関する問題やいわゆる「オンラ

イン疲れ」などに関する設問がなく，この時点ではま

だ筆者を含めた関係者の認識がその点にまで及んでい

なかったことを示している。

　アンケートの結果は全学で共有され，その後の具体

的な留学生支援に結び付いたものも多い。以降は，ア

ンケートや部局における留学生相談から浮かび上がっ

た課題と，それに対する具体的な対応策についていく

つか紹介したい。

4．留学生への情報発信の強化

　前述したように，既に前年度末の2020年度3月には

海外からの入国制限が開始されていたため，一時帰国

中の在籍留学生や新入留学生の間で，制限開始前にな

んとか滑り込みで日本に入国しようとする者が相次い

だ。このような留学生からは，2週間の自宅待機や，

空港から待機場所への移動方法（公共交通機関の利用

禁止）などに関する照会が相次ぎ，留学生が入国ルー

ルを十分理解をしているのか疑わしい状況だった。大

学としては政府・自治体が求める感染症対策を徹底す

る社会的責任があるのと同時に，留学生自身が感染す

ることのないよう，留学生の健康・安全を守る責務が

ある。そのため，再入国・新規渡日予定の留学生向け

に，「自宅待機のガイドラン」を日・英両語で作成し

て，部局を通じて配布することとなった。

　続いて，新年度に入った直後に非常事態宣言が発出

され，愛知県の要請で大学が閉鎖されることになっ

た。この頃本学では，大学全体の「警戒カテゴリー」

（A-C）と，教育，研究，会議，入構，課外活動，旅

行・出張からなる「具体的な活動指針」が策定された。

国，県，大学の三者から矢継ぎ早の発表が続く事態と

なり，留学生からは大量の発表を理解するのが難しい

という不安の声が多く聞かれた。政府や自治体の発表

は幅広い国民や市民に向けたもので，留学生にとって

は大量の情報の中から自分が今理解すべき点は何なの

か，情報の取捨選択を行うのが困難だった。さらに政

府・自治体の発表には難解な日本語が目立ち，また英

語での情報発信が徹底的に不足していた（日本語発表

からかなり遅れて英語発表があることも多い）。大学

からの発表は，概ね学生向けに日英両語で整理されて

いたが，それでも留学生特有の事情から補足の説明が

必要なことも多かった。そのため，教育交流部門が中

心となり，現時点で留学生が理解すべき事項を整理し

た上で，分かり易い日本語と英語の両語で情報発信を

行うこととなった。主にナレーション付きのスライド

を作成して，国際教育交流センター HP で随時公開し

ていった。

　さらに，同じく4月には日本政府による特定定額給

付金の申請・支給と，本学独自の生活支援金の募集・

申請が始まった。翌5月には文科省より「学びの継続

のための学生支援緊急給付金」の実施も発表された。

教育交流部門では留学生向けにこれらの募集要項や申

請書などの英文化作業を担当した。また，母国に一時

帰国中の留学生が申請する際のサポートも行った。こ

の頃は，政府・自治体および大学発表の迅速な英文化

作業が大きな重しとなっており，留学生向け情報発信

の多くを教育交流部門が担った。

5．留学生相談，留学支援のオンライン化

　2020年春学期，秋学期ともに新入留学生の大半が渡

日できないことから，全学新入留学生ガイダンスをオ
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ンラインで実施することとなった。通常のガイダンス

で使用しているパワーポイントのスライドにナレー

ションをつけて，国際教育交流センター HP に掲載し

た。またこれと併せて，学期初に国際化推進教員によ

る新入留学生相談会をオンラインで開催した。毎学期

ともに日英両語で4回行い，希望者からの申し込みを

受け付け，新入留学生の約6割が参加を希望した。毎

回国際化推進教員がモデレーターとして参加し，留学

生との顔合わせの場ともなった。

　オンライン相談会の参加者の大半は母国で渡日を

待っている学生で，質問も渡日時期の見通しやビザの

申請や検疫ルールなどの渡日手続きに質問が集中し

た。一方で，履修登録や学内の情報システム利用のた

めの手続き，図書館サービスの利用方法などの，通常

であれば日々の学生生活の中で留学生自身が容易に解

決できるであろう質問も多く寄せられた。授業は春学

期，秋学期ともにオンラインで提供されていて，大学

の制度上渡日できないことが修学上の不利とならない

よう措置が取られているものの，渡日の叶わない留学

生には日本滞在中の留学生とは異なる支援ニーズがあ

り，いつも以上に細やかな相談対応が必要であること

が判明した。また，新入留学生オンライン相談会には，

特に質問することがなくても参加した留学生が多数い

たことにも言及しておきたい。渡日できない留学生

は，自分だけが孤立しているように感じがちである。

オンライン相談会にて同じ状況に置かれた留学生仲間

と交流し，名古屋大学に入学したことを改めて実感し

たり，自分と同じような質問をする他の留学生の姿を

見て，学習・研究に取り組む意欲が増したりしている

ようだった。

　各部局で行われている国際化推進教員による留学生

相談対応も，2020年度は主にオンラインで実施されて

いた。母国への一時帰国後日本に再入国できない留学

生や新入生で渡日できない留学生は様々な不安や問題

を抱えている。日本への入国方法や時期，検疫ルール，

経済的困窮，慣れないオンライン授業への戸惑い，指

導教員とのコミュニケーション，履修困難，家族との

軋轢など，留学生一人一人の固有の状況はもちろん留

学生の母国の感染状況や入国管理などについても理解

する必要があり，個別の相談対応に多くの時間が費や

された。また留学生の出身国によっては，時差が問題

となることもあった。日本滞在中の留学生には対面で

の相談が実施できたが，大学閉鎖時などは国際化推進

教員へ原則オンラインでのみ相談，面談を行うよう要

請することもあった。日本滞在中の留学生からは，ア

ルバイト削減や家族からの仕送りが減少したことによ

る経済的困窮，孤立感や感染に対する不安からくる気

分の落ち込みなど，なかなか解決の難しい問題に関す

る相談が多く，こちらも長時間をかけ相談対応にあた

ることが多かった。

　また春学期は，非常事態宣言が出され，外出自粛が

徹底する中で，留学生から人と繋がる交流の機会を持

ちたいという切実な声が多くあがった。また国際化推

進教員からも，留学生が孤立し，精神的な不調を来す

ことを案じ，留学生が気軽に参加できるオンラインイ

ベントを実施しようという意見が出された。これを受

けて，本部門では春学期の毎週金曜日に「オンライン・

カフェ」を開催した（オンライン・カフェの詳細につ

いては，本紀要別稿の伊東・ジョン・グリブ「ウィズ

コロナ時代における留学生支援・相談におけるオンラ

イン交流の意義：「オンラインカフェ」の事例をもと

に」を参照のこと）。秋学期には，長引くコロナ禍での

鬱々とした気分や内面の吐露を川柳に託して，「葛藤

や悩みを笑いで吹っ飛ばそう」と呼びかける「名古屋

大学多文化共生川柳コンテスト」を実施した（多文化

共生川柳大会の詳細については，本紀要別稿の伊東・

グリブ・曾「名古屋大学多文化共生川柳コンテストの

実施と応募作品の分析：川柳が反映するコロナ禍にお

ける学生生活」を参照のこと）。

　最後になるが，筆者を含めた国際教育交流センター

の一部教員が企画・運営に携わった「名大生と総長の対

話－コロナ時代を生きる Interactive Dialogue」にも言

及したい。この「対話」は本学学生と総長が，名古屋

大学の学生生活と将来について率直に語り合う場とし

て企画され，8月26日に日本語を使用言語に，9月28

日には英語を使用言語として行われた。両回の設定は

必ずしも日本人国内学生，外国人留学生を分け隔てる

ものではなかったが，英語の回の参加者の多くは外国

人留学生となった。英語の回の冒頭では，本学松尾総

長からコロナ禍においてこそ本学の文化的多様性が損

なわれてはならない，そして国際化推進の歩みは止め

ては行けないという力強いメッセージが出された。参

加者から事前に寄せられた松尾総長に対するメッセー

ジには，その当時の留学生が直面する問題が色濃く反

映されていた。参加した留学生からは，「一日も早く渡

日できるよう大学に支援をしてほしい」（入学後一度も
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渡日できていない学生），「長期間母国に帰国できない

留学生の気持ちを理解してほしい」，「オンライン授業

ではなく，もっと対面授業を増やすべき」，「大学の活

動指針が厳しすぎるので緩和される条件を明確に取り

決め，明示すべき」，「授業料の支払いが苦しいので減

額・免除してほしい」などの声が寄せられていた。上

述した2020年4月に実施したアンケートと比べると，

コロナ禍において春学期を終え，秋学期を直前に控え

る中で，オンライン授業への不満（授業の質に対する

不満も含め）や奨学金や授業料免除申請への要望が格

段に増えており，留学生の支援ニーズが変化している

ことが分かる貴重な機会だった。

　留学生相談，留学生支援のオンライン化について

は，流行拡大期の人的，物理的な接触を最大限削減す

るという目的や，渡日・再入国できない留学生への遠

隔フォローにおいては効果的ではあるが，留学生から

はやはり直接的な対面での交流機会に対する要望が強

くなった。感染状況を鑑みながら，対面での相談・交

流機会をどう確保するのか，オンラインによる機会の

満足度をいかに向上させるのか，引き続き課題は残さ

れている。

6．渡日・再入国支援

　2020年7月末になると，日本政府は2020年4月以

降，海外からの入国を厳しく制限していたが，PCR 検

査の実施を条件に，在留資格を保持する一時帰国中の

留学生などの再入国を認めると発表した（8月5日よ

り実施）。この発表を機に学内では，留学生の再入国，

そして来るべく新規渡日に関する支援に関する議論が

始まった。検疫ルールとして，再入国者には14日間の

空港付近のホテルもしくは自宅待機が義務づけられ，

さらに空港から待機場所への移動に公共交通機関を利

用することは認められていなかった。留学生が自費で

空港付近のホテルに14日間滞在したり，厚生労働省指

定の高額なハイヤーを利用したりするのは現実的では

なく，大学が何らかの支援を行わない限り留学生の再

入国は困難な状況だった。本学ではそもそも2020年3

月に駆け込み再入国，入国が続いた際にも，大学が空

港からの移動手段として借り上げバスを運行するべく

議論がされていたこともあり，まずは空港からの移動

支援の実施に向けて準備が始まった。

　まずは試験的に9月11日に成田空港から本学キャン

パスまでの借り上げバスを運行した。同日に関空から

も借り上げバスを手配する予定だったが，関空に発着

する国際線がまだ限定的であったことから利用者がい

なかった。2020年9月の段階ではまだ空港でのPCR検

査の検査結果が出るまでに数時間（国際線到着時刻に

よっては翌日）を要していたことから，バスの利用希

望者には空港付近のホテルへの前泊を課し，PCR 検査

の結果が陰性で，入国でき次第大学まで連絡するよう

に求めた。また前日，翌朝の健康状態についても報告

を求めた。バス乗車時およびバス車内や休憩場所での

注意事項や感染対策については，保健管理室へ事前に

相談し，指導を受けた。バス利用者6名に対して，2

名の国際化推進教員が成田空港での乗車受付から本学

キャンパスまでの引率を担当した。利用した学生には

1万円の自己負担を求めた。

　10月1日からは「国際的な人の往来再開に向けた段

階的措置」により入国制限が緩和され，レジデンスト

ラックの利用により，再入国だけではなく，留学生の

新規渡日が認められるようになった。レジデンスト

ラックでは，在外公館でのビザ申請時に日本側受け入

れ団体が「誓約書」を提出し，追加的な防疫措置への同

意を求められている。追加的な防疫措置には，1）待

機期間中に有効な医療保険への加入，2）待機場所に

おける14日間の健康観察，3）待機期間中の移動手段

の確保などが含まれ，「誓約書」を発行する大学は全て

の再入国・新規渡日留学生に対して監督責任を負うこ

ととなった。これを受けて本学では，私費留学生を対

象に空港からの借り上げバスの本格運行と，待機期間

中の大学宿舎への受け入れの準備を進めることとなっ

た（国費留学生は文科省予算で，成田空港付近ホテル

で待機期間中を過ごした）。借り上げバスは，全学での

運行分だけではなく，部局でも手配できるように部局

への予算配分を行った。バスの利用料は成田・羽田の

両空港からは1万円，関空からは5000円とした。2020

年11月27日から2021年1月22日までの間に，成田，羽

田，関空の各空港から153名（岐阜大学の学生4名を 

含む）が空港からの移動支援を利用した。

　待機期間中の大学宿舎への受け入れについては，そ

もそも入居を認めるのかどうかについて慎重な議論が

行われた。大学宿舎での待機を認めない場合，新規渡

日の留学生は空港付近のホテルで待機期間中を過ごす

以外に選択肢がなく，金銭的な負担に耐えうる留学生

しか渡日できないことになってしまう。その一方で，
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過去に他大学や高校の学生寮などでクラスターが発生

した例もあり，待機期間中の留学生を，他の入居者や

宿舎スタッフと接触させずに隔離できるのか，宿舎全

体の感染症対策を徹底できるのかが大きな争点となっ

た。

　議論の結果，構造的に共有スペースを全く使わず

に，自室で待機が可能な宿舎にておいてのみ，待機期

間中の留学生を受け入れることになった。待機期間中

の大学宿舎建物からの外出を全面的に禁止するため

に，大学が宿舎入居直後に必要なマスクや消毒液，ト

イレットペーパー，タオルなどの物品や軽食などを予

め居室に準備しておいた。さらに大学生協にも協力を

求めて，日用品や食料品，弁当などを平日の毎日宿舎

へ配達するよう手配をした。生協で手配できないもの

については，部局の国際化推進教員が届けたり，宿舎

RA が定期的に買い物のリクエストを募り，買い出し

に行ったりして，待機期間中の支援を行った。また入

居手続きをなるべく簡素化させる，空港からのバス運

行時に入居者が集中しないように分散させるなどの対

応も取り，国際化推進教員が宿舎入居時のサポートを

行った。

　空港からの移動支援については，2021年4月入学留

学生や NUPACE 交換留学生を対象に年度末にも実施

予定だったが，2021年1月に水際対策が強化され，海

外からの新規入国が再び原則禁止になった。ちょうど

1年前と全く同様に，春学期受け入れ予定だった留学

生の渡日延期が余儀なくされた。本稿執筆時点である

2021年5月の段階ではまだ入国制限が緩和されていな

いが，新規入国が認められ次第，再度空港移動支援を

行う予定である。

　本学を含む，成田，羽田，関空への直接的なアクセ

スを持たない地方都市の大学にとっては，留学生の空

港からの移動をどう支援するのかは，大変悩ましい問

題である。私費留学生数が少なければ，ホテル宿泊費

を大学が負担するなどの経済的支援も可能であるが，

多くの大学にとってはかなりの財政的負担になるだろ

う。しかし，空港からの移動支援を行わなければ，首都

圏および関西圏の大学のみで留学生受け入れが進んで

しまう事態となる。本学が空港からの移動支援や宿舎

待機などの渡日支援の実施を決定したのには，地方都

市にある大学として，渡日を望む留学生たちに「あな

たたちがキャンパスに来ることを歓迎している」とい

う強いメッセージを送りたいという気持ちがあった。

7．�ワーキンググループによる活動：アドミッ�
ション支援システム（NU-AAS）の構築・運用

　ここからは新型コロナウイルス感染症対応以外の活

動についても論じたい。

　2020年度は，これまでの工学研究科，人文学研究科

に加えて，情報学研究科も NU-AAS の利用を開始し

た。2020年度に実施した2回の募集（2021年4月入学，

2021年10月入学）で，3部局合計で約550名が本システ

ムを通じて研究生に応募した（実際の申請者数のみで

照会のみなどはのぞく）。2020年度は新型コロナウィ

ルス感染症の世界的な流行を受け，一時期国際郵便の

受け入れが停止される事態となった。また国によって

は大学キャンパスが完全に封鎖され，研究生出願に必

要な証明書類が紙面では入手できない状態も長く続い

た。NU-AAS のオンライン出願では，このような事態

にも柔軟に対応が可能であり，各部局とも大きな混乱

がなく研究生の募集・選考を終えることができた。図

らずしも，ウィズ・コロナの留学生受け入れとして，

オンライン手続きの汎用化が重要であることを証明す

ることとなった。

8．その他

（1） 短期留学プログラムの受け入れ

　2020年度は新型コロナウィルス感染症の流行による

入国制限を受け，短期留学プログラムの受け入れは全

て中止となった。2016年から毎年本学キャンパスで実

施している吉林大学夏季研修は，2021年3月にオンラ

インで開催した。工学研究科，理学研究科，宇宙地球

環境研究所の13研究室の協力を得て，43名の学生がプ

ログラムに参加した。

（2） 留学生リクルーティング活動

　教育交流部門では，毎年各国の協定校を訪問して，

模擬講義を活用したリクルーティング「名大巡講」を

実施しているが，2020年度は海外渡航が制限されてい

たり，海外協定校が閉鎖されていたりしたため，実施

を見合わせた。代わって，中国交流センターと連携し，

2020年10月に中国協定校の学生を対象にオンラインで

講義の提供と大学説明会を実施した。
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（3） 本学学生の海外派遣支援

　本学中国交流センターと協力して，中国の協定校が

実施する各種短期プログラムへ本学学生を派遣してき

たが，同じく海外渡航の制限を受け，ほとんどのプロ

グラムが中止となった。

（4） 南京大学杯中国語スピーチコンテスト

　春学期は全授業がオンラインで実施され，中国語の

授業での発音指導などが通常通り行われなかったこと

などから，南京大学および本学関係者で協議した結

果，スピーチコンテストの開催を見合わせることと

なった。
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Q1.

参考資料：名古屋大学国際教育交流センター「新型コロナウイルス感染症と留学生活に関する
アンケート」調査結果（一部抜粋）

アンケートへの回答期間：2020年4月22日～5月15日
回答数：1331名（日本語アンケート：715名，英語アンケート：616名）

＊以下の回答は，日本語アンケートと英語アンケートの回答を合算して表示している。

回答内容 回答数

学部生 226 17%

大学院生 971 73%

NUPACE等交換留学生 67 5%

研究生等 67 5%

合計 1331 100%
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Q2.
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Q3.

回答内容 回答数

自分の健康状態について相談したいが，相談先が分からない 81

日本や名古屋の状況に関して，何が正確な情報なのかが分からない 357

名古屋大学が発信する情報が理解できない 33

新型コロナウイルス感染予防の方法が分からない 31

マスクや消毒薬など，必要な物が手に入らない 393

今まで飲んでいた薬が手に入らない 23

新型コロナウイルスに感染することが心配で，体調が悪くても病院へ行けない 150

健康面や衛生面で困っていることは無い 433

その他 37

合計 1538

Q4.



－ 6 5 －

教育交流部門

回答内容 回答数

アルバイト収入が減った 461

仕送りが減った 189

新型コロナウイルスに関連して支出が増えた 439

経済面では困っていない 364

その他 37

合計 1490

Q5.

回答内容 回答数

自宅でパソコンをインターネットに接続できない/接続に制限がある 97

NUCTの使い方がわからない /NUCTが使えない 47

Zoomなどの遠隔ビデオアプリケーションの使い方がわからない 33

実験ができず，研究が進まない 208

図書館が利用できず，研究が進まない 339

オンライン授業では内容が理解しにくい 185

分からないことがあっても，教員に質問しにくい 185

単位が取れるか／卒業できるか心配だ 236

自宅だと勉強に集中できない 528

学習，研究について困っていることは無い 251

合計 2109



－ 6 6 －

名古屋大学国際教育交流センター紀要　第８号

Q6.

回答内容 回答数

1 39 3%

2 107 8%

3 400 30%

4 505 38%

5 280 21%

合計 1331 100%

Q7.

回答内容 回答数

いる 1118 84%

いない 213 16%

合計 1331 100%


