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2012年度 SVSSの活動報告

　司会：今日は今年の SVSSの報告をしていただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。

　阿部：はい。留学生委員長，かつ木浦大学の交流コ
ーディネートをつとめております阿部です。留学生担
当教員の安井さんと一緒に報告させていただきます。
本来は比較人文学講座の東賢太朗さんもこれに携わっ
ていただいたので，報告をしていただくことになって
いましたが，東さんは出張が重なってしまったので，
私が代わりに務めます。阿部と安井の２人で，日韓大
学生大学院生学術交流研修プログラム，略してショー
トビジット，ショートステイ，SVSSプログラムの２

度目の報告をさせていただきます。
　前回（『メタプティヒアカ』Vol. 6）に，名古屋大学
文学部，文学研究科と木浦大学との交流の歴史につい
てかなり詳しくお話ししました。これについてはでき
る限り簡略にして，早速本題に入らせていただきます。
　特に今年は，木浦大学と名古屋大学の文学部，文学
研究科との学術交流が始まって20周年となります。
あわせて，木浦大学からの日本文化研修が21回を迎
えた節目の年です。木浦大学からは総長をはじめ，中
心的なメンバーが名古屋大学においでになり，総長表
敬訪問を含め，この文学研究科との交流と，全学交流
という枠組みの実質をさらに発展させるという大きな
目的を持っていらっしゃいました。それを我々も受け
止め，その中でこの SVSSのプログラムが進行してい
るということで，そうした節目として，たんに継承と
いうよりも発展を念頭に置いて今回の報告をさせてい
ただきます。
　文科省による SVSSのプログラムですが，去年かな
り急な形でプランが下りてきたのを，我々がいち早く
それを受け止めて実現に移しました。相当急ごしらえ
ではあったのですが，土台は，ご存知のように，木浦
大学から毎年派遣されてくる研修を受け入れるサマー
セミナーでした。しかし，留学生センターの短期の日
本語講座が削減されてしまったため，それを行う大き
な基盤を失いました。その後はほとんどが木浦大学の

自己負担によってかろうじて続いていたところに，
SVSSプログラムは一種の救世主のように登場したも
のなので，いち早くそれに乗って利用したのです。
　そのとき，ただ受け入れのみでこの交流を継続させ
るのはもったいないと思い，相互交流という形を試み
ようと発案させていただきました。名古屋大学からは
大学院生の木浦大学派遣として，木浦大学において韓
国文化の研修を行うことにしました。さらに学術交流
も含めて試みようということで，去年は SVSSの相互
プログラムを申請し，それが認められ実行しました。
そのことは去年の報告で詳しくお話し申し上げました
し，お蔭様で成功しました。色々な課題も生じました
が，それらを踏まえ，より充実させた SVSSのプログ
ラムを，今年度も継続して認められるのであればぜひ
チャレンジしようと，相当前から準備をした上で申請
し，それが認められ，今年度の実施に至ったのです。
　これは，以前から，前回の報告を含めて執行部の皆
さんにご承知いただき，教授会にも報告やお願いを申
し上げて，それぞれの充実化を図りました。併せて，
木浦大学で20周年の交流を記念した節目としての総
長訪問があったのですが，このプログラムの実施期間
と重なって，非常に有意義であったと思います。
　その際，木浦大学の総長を文学部としてもお迎えし
ました。研究科長をはじめ皆さんと昼食会をした席上
で，木浦大学総長の側から，研究科長を含め皆さんぜ
ひ訪問して下さい，学術交流したい，と招待をいただ
き，11月初めに，研究科長の代わりに羽賀先生にお
いでいただき，あとのメンバー一同で訪問しました。
　木浦大学では学術講演会を全メンバーでさせていた
だき，久しぶりに本格的な学術交流ができて，これも
一つの節目となったと感じています。それについては
また別途に，これからの学術交流の深化，あるいは相
互に色々なポジションでの交流の発展ということで，
先方では特に東アジアを重視した，島嶼文化研究所を
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中心にした交流も提案され，こちらは表敬訪問程度で
したが，今後は文学研究科で構想するアジアの中の日
本文化研センターとの実質的な交流などのきっかけに
もなると思いますので，これから大いに期待が持てま
す。
　学会発表については，具体的にこのプログラムがど
ういうものか，もう一度おさらいも兼ねて，安井さん
の方から簡単にお話しいただきます。その上で，今年
実施したそれぞれのプログラムや，どんな問題点があ
ったかについて，２人で話をさせていただきます。よ
ろしくお願いします。

プログラムの概要

　安井：阿部先生からもご説明いただきましたが，去
年と同様，受け入れのみだけではなく，派遣を含めた
相互交流が望ましいということで，海外からの留学生
を３週間受け入れ，後に本格的な留学をしてもらうこ
とを促すショートステイ（受け入れ）と，こちらから
留学希望者の増加を期待する目的でショートビジット
という派遣の両方を行いました。このプログラム自体
は６月中旬に採択され，すぐに募集を開始したとこ
ろ，２週間で参加希望者が定員に達しました。
　参加学生には，文科省から１カ月８万円の直接補助
が出ますが，自己負担分も幾らかはあったという状態
でした。去年と同様，21日間，つまり３週間の実施
で，ショートステイ，ショートビジット相互交流で申
し込みをしました。ショートステイでは，新カリキュ
ラム科目としてオムニバス形式の日本文化入門を集中

講義の形で開講し，単位を認めることにしました。こ
れは名大の学生も受講可能で，実際に NUPACEの学
生も含め，名大からも３名の受講者がいました。

プログラムの実施（ショートステイ）

　阿部：名大の SSは，従来の木浦大学による日本語
日本文化研修の延長でしたが，従来は期間が10日前
後，長くても２週間のところ，今回は規定により，最
低でも３週間，21日間の長期プログラムとなりまし
た。併せて，この研修の内実が，単なる日本語の研修
だけでは十分でないということで，日本文化的な講座
も含めて講師の方をお願いしていましたが，今回はよ
り本格的なカリキュラムにするため，従来の通り日本
語教師に担当していただく日本語講座と合わせ，文学
研究科の教員を担い手とする，「日本文化入門」とい
う単位化したカリキュラムを前年度の初回からスター
トさせて，期間の前半におよそ２週間15コマ，文学
研究科の各教員に担当していただきました。資料の表
に示された通り，文学研究科の各講座，各専門の先生
方にご尽力いただき，非常にバラエティーに富んだ，
豊かな日本文化入門のカリキュラムになったと思いま
す。
　さらに，安井さんをはじめとして，谷部助教や，比
較人文学講座マスターの社会人大学院生で，それぞれ
の分野でのスペシャリストや，経験を積んだ方々に講
師をお願いして，単なる講義だけではなく，日本音楽
の実演や能楽入門など名古屋城能楽堂での能楽鑑賞も
プログラムに組み入れられ，極めて多彩な入門講座に
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なったと思います。各専門の先生方からは最先端の研
究を踏まえた日本文化の世界や題材が紹介されまし
た。これは，研修学生が文学部や日本文学・日本語だ
けの受講生ではなく，さまざまな専攻から選抜され，
建築，考古，歴史など，他分野でも関心を持っている
学生たちの興味，関心を触発する講座になったと思い
ます。総じてこの日本文化入門に関しては，文学研究
科の持てる力を非常に有効に生かしていただき，その
成果は大変なものがあったと思います。
　先ほど安井さんがおっしゃったように，木浦大学か
らの SSの学生だけではなく，名古屋大学に在学中の
留学生についても受講を認め，登録は４名，実質参加
は３名でした。講座の最後で，課外実習として２泊３

日で出掛けるツアーを行いましたが，これに留学生も
参加し，さらにレポートも提出して単位を取って受益
できたので，その点では非常に成果が上がったのでは
ないかと思います。
　去年と同様，木浦大学からの参加者は，日本文化入
門の最終課題として，木浦大学に戻ってからレポート
を作成し，それを送付していただいて，私が厳密に評
価して成績を付けて判断しましたが，全員合格でし
た。充実しバラエティーに富んだ講座の内容を全員が
それぞれに受け止め，非常に優れたレポートでした。
日本語のレベルはさまざまですが，みんな自力で書い
たという点では大いに評価できました。日本文化入門
の内容を受け止め，留学に向けてのモチベーションを
高める目的が果たされたことを鮮明に示してくれるレ
ポートになったと思います。木浦大学の方には10月
初めに，成績と，プログラムを経て修了されたという
研究科長印を押した修了証を送付させていただきまし
た。皆さんのご協力を心から感謝申し上げます。あり
がとうございました。
　また，カリキュラムとしてのプログラムの一環とし
て，大学キャンパス以外でも，日本歴史文化研修旅行
を，去年と同じく，愛知県の中で一番ローカルな過疎
の山間地域で行いました。出発点は飯田市の美術博物
館見学からでした。比較人文学講座は佐々木先生を中
心に，単なる調査研究ではなく一つの地域文化振興と
いうことで文化庁から助成をいただいて，花祭りの保
存継承に関して愛知県と共同のプログラムを実施して
いますが，その一環として SSの研修生も現地に赴き
ました。それまで滞在は基本的に名古屋市で大学中心
であり，都会しか見たことのない学生たちでしたが，
同じ愛知県でも一番の辺境でさまざまな問題を抱えて
いる過疎地で，文化継承に貢献されている方のお話を

うかがったり，地域を実際に歩くというプログラムを
今年も行いました。
　それ以外にも，徳川美術館の展覧会見学や名古屋城
能楽堂での能楽鑑賞など，多面的な日本文化に触れま
した。徳川美術館の全面的なご協力と，有志による能
楽の手引きによってこれも実施できました。
　さらに，今までの木浦大学との交流に一貫してボラ
ンティアサークルとして協力いただいている，名古屋
大学の国際交流サークル ACEメンバーとの交流も，
彼らに交流の企画や実施をできるだけ委ねて行い，学
生レベルでの色々な交流も促進しています。
　特筆したいのは，こういった日本文化入門のレクチ
ャーから，実際にさまざまな場所での見学や鑑賞，あ
るいは旅行を含むようなプログラムが有効に実施でき
ることは，名古屋大学に木浦大学の留学生がドクター
コースにおりまして，自らの研究を進めるための貴重
な時間を割いてくれているおかげです。それは母校に
対する義理堅さや，人間的な繋がりがあるからこそで
きるのですが，この２名がまさに献身的な働きをして
くれました。通訳だけではなく，世話役や予約・交渉
を含めた手配を引き受けてくれました。このような助
力がなければ，名大の SSのプログラムは円滑に実施
することができませんでした。これも皆さんに承知し
ていただきたいことです。
　我々は同時に韓国へも行かなければならないため，
それぞれ分担してはいますが，準備を含め日常的なケ
アはできません。その中で，留学生がこのように助け
てくれますが，そのはたらきについてはほとんど金銭
的な助成はなく，ボランティアです。一応ティーチン
グアシスタントという名目ですが，実質的にはこのた
めには支払われていません。彼らのように両校の交流
を下支えするように活動して，博士学位を取って木浦
大学に帰った名古屋大学留学経験者は，SVの方で大
活躍してくれていることは，前にも皆さんが訪問され
たところでお分かりだと思います。そういうことが非
常に大きな支えになっていることを特に申し上げま
す。これから新たな企画を実施する場合，彼らの負担
や貢献についてどう報いるかについては，少しご配慮
いただきたいと思います。名大の SSについてはひと
まずここで報告を了え，去年から始まった SV，木浦
大学への派遣については安井さんから，東さんの分も
含めてお話しいただきたいと思います。
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プログラムの実施（ショートビジット）

　安井：名大から木浦大学に派遣した，ショートビジ
ットプログラムの詳細を報告させていただきます。本
プログラムは，７月29日から８月20日までの23日間
の日程で実施されました。まず，主要行事の一つ目と
して研修旅行が行われました。行き先は全島と，ちょ
うど万博が行われていたため，麗水国際博覧会，それ
に華厳寺でした。移動などにかかる経費の大部分は，
木浦大学の日語日文学科の負担でしたが，一部は参加
学生の自己負担となりました。
　この期間，名大からの教員は１人も木浦に到着して
いませんでしたが，先ほどの阿部先生のお話にもあっ
たように，文学研究科の OBの２名が，引率や車の運
転などでサポートをしてくださいました。
　主要行事の２つ目は，８月６日から16日まで実施
された，木浦大学全学の国際研修プログラムでした。
これは，日語日文学科ではなく，木浦大学の国際交流
教育委員が主催しているプログラムであり，費用は全
額木浦大学側の負担となっていました。名古屋大学だ
けではなく，日本からは岐阜大学や下関市立大学，そ
の他，中国，マレーシア，ドイツの提携校から，合わ
せて20名ほどが参加しました。
　このプログラム全期間を通じて，木浦大学側より，
各国言語を学ぶ現地学生チューターが６名付いてお
り，通訳の役割をしていました。また，木浦大学か
ら，宿泊施設として学生宿舎が用意され，食事も３

食，学生食堂で用意されていたということです。参加
者はチューターと共に３名から４名に分かれて宿泊
し，チューターは夜まで全面的に参加者をサポートし
ていたと聞いています。
　このプログラムでは，午前中は教室で韓国語研修や
韓国文化についてのレクチャーが行われ，午後は各種
文化体験ということで，課外活動が行われていまし

た。具体的には，民芸品づくり，陶芸，茶道があった
り，寺院の宿泊研修や干潟への日帰り旅行も含まれて
いたそうです。
　国際研修プログラムの成果として，名大側から唯一
教員として参加された東先生のご感想をご報告しま
す。木浦大学校側チューターや他の提携校からの参加
者と寝食を共にしながら，教室で韓国語と文化を学
び，文化体験や研修旅行に参加するなど，名古屋大学
からの参加者だけでは得られない貴重な異文化交流の
機会であったというのが良かった点であるとのことで
す。しかし，それと同時に，参加者の学部・大学院の
在籍学年と韓国語習得レベルのばらつきがあったこと
が問題として挙げられています。特に韓国語研修につ
いて，十分な教育効果があったかどうかは，期間も短
かったので今後検討する必要がありそうです。
　国際研修プログラム終了後の８月17日には，ショ
ートビジットの３つ目の主要行事として，名大と木浦
大学日語日文学科との共同企画の研究集会が開かれま
した。これは去年も行ったものですが，参加学生にそ
れぞれの研究について発表してもらいました。名大側
の研修生６名，木浦大学側３名，合計９名による研究
発表が行われ，名大からは６名の教員が参加し，木浦
側からも６名が参加して，コメンテーターの役割をし
ました。
　木浦大学での以上の行事が全て終わった後，８月
18日からは全員でソウルに移動しました。ソウル滞
在中は完全に自由行動にし，資料収集やインタビュー
の自主研究活動期間としました。

プログラムの成果（ショートステイ）

　安井：次に，これらの成果について，阿部先生から
ご報告いただきます。
　阿部：SVほど本格的な研究集会ではないのですが，
日本文化入門の講座が終了して，名古屋大学での基本
的なプログラムが前半２週間で終わり，名古屋大学で
の最後のプログラムとして，研究成果の報告会を設け
ると同時に，そのまま終了式に移り，少し早めでした
が歓送パーティーで成果を報告しました。
　ここでは日本語（口頭）で，それぞれ自分の研修成
果について，あるいはこれから取り組むテーマの概要
を話してもらいました。本格的なリポートは韓国に帰
ってから提出してもらうというプロセスで，修了証の
交付はそこではせずに，リポートを提出してもらって
それを評価して成績を付け，その後修了証を送付しま
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した。全員が良以上の高成績を取ったことをご報告申
し上げます。
　先ほど一つ言い忘れましたが，SSのプログラムを
実行するに当たって，文学研究科からは，研究科プロ
ジェクト経費を申請締め切りの後にも関わらず総務委
員会でお認めいただき，拠出いただいたおかげで，日
本語講座の費用など，こちらで行うのに最低限不可欠
な部分について，文学研究科から費用を支出していた
だいたことを，あらためて感謝申し上げます。

プログラムの成果（ショートビジット）

　安井：では，名大から派遣した側の成果報告です。
　木浦大学主催の国際研究プログラムの後，先ほども
申し上げました通り，研究集会を行い，名古屋大学か
らの研修生６名，木浦大学側３名が研究発表を行いま
した。名大側からは６名の教員，阿部先生，池内先
生，高橋先生，国際言文の伊藤先生，東先生，私安井
が参加しました。木浦大学からも，６名の先生方にコ
メンテーターとして参加していただきました。その
他，木浦大学の日語日文学科の院生学部生も多数参加
するなど，一日がかりで開催された研究集会は盛会と
なりました。そのときの冊子を，回覧資料として回さ
せていただきます。
　一人一人の発表後に議論の時間が長く取れたことも
あり，名大からの研修生にとっても，研究の方向性を
決める上で非常に助けになったのではないかと思って
います。木浦大学側で資料を準備していただいたり，
会場設営や当日の司会進行も全て担当していただいた

りなど，木浦大学の日語日文学科のスタッフの皆さま
には非常にお世話になりました。数日早く木浦に到着
されていた東先生と発表者全員とは予行演習もするな
ど，研修学生も入念に準備をしていたようです。
　問題点としては，研修に参加しながら発表の準備を
行わなければいけないため，参加者にとってはスケジ
ュール的にハードだったこと，日語日文学科が夏期休
暇中だったので，発表者や教員の参加者があまり多く
見込めなかったことなどがあったのも確かです。

今後の展望と課題

　安井：最後に，今後の展望と課題を簡単に述べさせ
ていただきます。やはり，財源の確保が非常に難しく
なってきていることが最大の問題です。文科省から１

人当たり８万円の補助が出るとはいえ，８万円では全
てが賄えないのが現状です。参加者の側に負担が生じ
るため，参加を躊躇する学生も多いようです。
　受け入れでは，今回は日本語研修講師の謝金を文学
研究科のマネジメント経費から助成いただいたのです
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が，今後同じような形でお願いできる見込みもないた
め，懸念しています。研究科全体でプログラムの運営
をし，日本語研修講師の謝金を予め確保していただく
ということなどもご検討いただければありがたいと思
っております。また，研修旅行のバス代は，全学から
出ていた留学生支援事業経費から支出しましたが，宿
泊費や食費は参加学生の負担になっていたので，恐ら
く木浦大学からの参加学生の個人負担は大きかったの
ではないかと思われます。名大からの参加学生に対し
ては，宿泊施設が木浦大学側から提供されていたこと
を考えると，参加学生の自己負担に名大側と木浦大学
側とで不平等が生じていたことになります。
　最後に，来年度についてです。つい最近通知があ
り，私も説明会に参加して知ったのですが，文科省の
ショートステイ，ショートビジットプログラムは今年
度で廃止されるため，来年度からは，留学生交流支援
制度，短期受け入れ・短期派遣というプログラムへ応
募することになります。内容的にはほとんど変わらな
いのですが，非常に困った変更点があります。留学生
の応募が不可になったことと，申請できるのが10名
以上参加のプログラムに限るということです。受け入
れ側は15名の参加を見込めるのでいいのですが，木

浦側への派遣が今年も６名だったので，10名集める
のは難しいということで，同じようなプログラムを申
請できるか不安に感じています。また，今までは助成
金が，地域に限らず一律８万円でしたが，来年度から
は地域によって金額が決められており，韓国への派遣
は７万円であるため，今年度よりも１万円減ることに
なります。さらに参加者側の負担が増えることが考え
られるため，参加者が減ってしまうのではないかと懸
念しています。
　良い変更点としては，受け入れと派遣期間が８日以
上１年以内となり，柔軟になったことです。今までは
３週間以上と決まっていたため，プログラムの期間を
３週間に定めていましたが，来年度は，「３週間は長
すぎて参加できない」という声を反映して，もう少し
短めのプログラムに設定し，参加者を増やすことが可
能ではないかと考えています。申請の締め切りが12

月下旬とかなり早い上に課題もありますが，前向きに
申請を考えています。来年度も先生方のご協力をお願
いすることになると思いますが，どうぞよろしくお願
いします。
　以上で今年度のショートステイ，ショートビジット
の報告を終わらせていただきます。

　司会：どうもありがとうございました。あまり時間
がないので，質疑応答はそんなに沢山できませんが，
ご質問はいかがですか。
　８日以上ということでずいぶん短くなるので，次の
設定次第では参加可能な学生や院生が増えると思いま
す。今年すごく大きかったのは，夏の集中講義とぶつ
かり，それが教職関係の単位なので，どうしてもそち
らを優先せざるを得なくて断念したのを知っているの
で，そこが外れるといいと思います。８月の下旬に８

日間設定するとか，極端ですけど，７月に設定すると
通常の授業との兼ね合いが難しくなりますが，集中講
義に出る出ないということよりは，専任教員の対応で
できるので，時期を少し検討していただければと感じ
ました。
　あとはお金の問題ですが，８月17日の研究集会の
コメンテーターにも自腹を切って行くわけです。東先
生もたぶん講座のお金で２週間以上引率教員としてい
らっしゃったので，本当の自腹ではないけれども，自
腹を切ったようなものです。そこら辺は研究科として
手当をいただけるといいと思います。
　阿部：前回から始まった事業がたった２年間で廃止

になり，別のものに変わるということで，これからど
うなるか分からない，そういう上の情勢に非常に振り
回されるので，それに対応して，できるだけベストの
状態を維持して今までの継続性を失なわず，さらに発
展させるための知恵をこのプログラムでも絞らなけれ
ばいけないということを痛感しています。
　名古屋大学から研修に出かける SVは，去年始めて
今年で二度目でした。その参加者について今年非常に
顕著だったのは，中国からの留学生が多く参加して，
それが大半を占め，むしろ日本人の方が少なかったの
です。もしこれで留学生はいけないということになっ
たら，SSの日本文化入門の方は他の留学生もみんな
受けられるのでいいのですが，送り出す側にそういう
縛りが掛かってしまうと非常に不公平になるかもしれ
ないと思います。
　最大の課題は資金的な問題です。今回も安井さんの
方から知恵を出していただき，バスツアーができるよ
うになりましたが，相当いろいろな手段を使って費用
をひねり出しています。
　先ほどの研究集会に参加するような形のものは，リ
タイアされた名誉教授の高橋先生が喜んで行って下さ
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ったり，ボランティアでは国際言文助教の伊藤さんも
参加してくださって，安井さんと３人で行くときに弥
次喜多道中をしたり，楽しい思い出があります。そう
いうことをやっていくのは，自己負担でも構わない部
分があります。お互いに交流を深めていくという意味
での見返りのようなものが得られるのですが，学生に
対しては，やはり加重な負担は要求できません。
　実は，木浦大学側では SSを実施するに当たって，
相当の予算を組んでおります。宿泊費やその他も含
め，150万円ぐらい用意しています。去年は韓国全体
の大学は政府からの締め付けで予算を減らされた中で
挙行したので，非常に苦労や苦心がありました。それ
でも実現したということを考えると，向こうも政治の
動向に翻弄されて，しかしそれでも何とか続けようと
していることを，こちらがどう受け止め，答えていく
か考えなくてはなりません。それは，次回はまたそう
いう条件の下でできるかということです。文学研究科
としても乏しい予算とは思いますが，それをある程度
支えるために，SSの方はカリキュラム化をやったわ
けですが，今の編制の時期ならば，SVについても一
種のカリキュラム化をすることを提案してもいいと思
います。
　誰がやるのかということですが，そういうことでは
何でもご相談できるようにしたいと思います。これは
留学生担当の安井さんと私の側からは，どういうこと
にも対応したアイデアを出して，それを実行したいと
思います。例のチューターバンクの発案についても，
提案だけはずっと前からあったもののなかなか踏ん切

りがつかなかったのですが，安井さんに決断していた
だいてスタートしたこともあります。新しい短期受け
入れ派遣をどう生かして，次回，期間は短くてもさら
に充実したものが実現できるかについては，お互いに
知恵を絞って，実現に向けて頑張りたいと思っていま
す。
　司会：本当に時間がないのですが，何か一言。
　Ｑ：よろしいでしょうか。今回，委員を担当させて
いただいています。これからも必要であれば声を掛け
ていただければと思っています。どれだけお役に立て
ているかが気になっています。聞いた学生がどのくら
い理解してくれているのか。日本史のことで喋ったの
ですが，バックグラウンドがない中で，私が喋ったこ
とがどれだけ伝わっているか不安なところがありまし
たので，そのあたりのフィードバックができるチャン
スがありましたら，次に生かせていけると思います。
そこをお聞かせいただけると大変ありがたいです。
　阿部：確か古尾谷先生のテーマでもリポートが出て
いたはずですので，後でお読みいただきたいと思いま
す。もし可能であれば，歴史文化旅行で奈良，平城
京，これも実はよく行っているところなんですが，そ
ういうところで実際に古尾谷先生にご案内いただきた
いので，お願いいたします。
　司会：あとはどうですか。よろしいですか。では，
今日はどうもありがとうございました。また次年度，
慌ただしいですが，申請書もどうぞよろしくお願いし
ます。
　阿部・安井：はい。


