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【２０１8年８月８日発行】 

本学の山本文雄学長は，尾野医学系研究科長等と共に，大学間学術交流協定校のベラルーシ国立医科大学

（Belarusian State Medical University）（以下「BSMU」）を訪問し（5月10・11日），シコルスキー学長等

と今後の交流に関する協議を行うとともに，同学主催の心臓医・セラピストに関する国際会議に出席し講演を行いま

した。 

今回の訪問は，昨年10月（山本学長と尾野研究科長が訪問し講演）に引き続いてBSMUが主催する第2回国際会

議の機会を捉えて，両大学間の25年以上にわたる長年の交流を，第2ステージとして深化させていくための踏み込ん

だ協議を行うことを目的として行われました。 

国際会議では，開会式でザルコ副首相及びピネヴィッチ保健副大臣の来賓挨拶，シコルスキー学長の開会挨拶とと

もに，德永博基駐ベラルーシ共和国日本国大使による来賓挨拶を行われました。本学からは，山本学長が心臓外科医

療に関する講演，尾野医学系研究科長がリズム・伝導疾患の研究に関する講演を行い，300名以上の医師及び学生が

熱心に聴講していました。 

「日本とベラルーシ共和国の外交関係

が樹立したのは，ソ連崩壊後の1992年

だが，秋田大学とBSMUとの交流はそれ

以前に始まっており，歴史的に見ても素

晴らしい交流関係である」（德永駐ベラ

ルーシ共和国日本国大使）と言われてい

るように，両国の関係とともに，本学と

同学の交流関係の一層の発展が期待され

ています。 

 

シコルスキー学長との会談（左から）尾野医学

系研究科長，山本学長，小川通訳，佐々木日本

ベラルーシ友好協会事務局長（右から）シコル

スキー学長，ミチコフスカヤ教授，ルジェノッ

ク国際担当副学長 

山本学長の講演  

（小野 憲一 :  Ono Kenichi 国際課長） 

山本文雄学長等がベラルーシ国立医科大学を訪問  

国際資源学研究科では本学の協定校であるタイのチュラロンコン大学，産総研福島再生可能エネルギー研究所

と共同で東南アジアにおける地中熱利用の普及を目指した共同研究を実施しています。地中熱利用とは地面の温度

が年中一定であることを利用した省エネルギー型冷暖房・融雪技術であり，秋田県は地中熱利用の件数が全国2位

の先進県で，秋田駅前から秋田県庁までの歩道の融雪はすべて本技術で行われています。 

一方で，東南アジアなどの熱帯地域では地中熱利用の設置実績が無く，省エネルギー・温暖化対策の観点から

その普及は重要と考えられています。その足掛かりとして，当研究グループではバンコク市中心部に位置するチュ

ラロンコン大学構内において，熱応答試験を本年2/13から2/16に行いました。この試験は深さ50m程度の井戸

を掘って，温水を数日間循環することにより地盤の熱伝導率（熱の伝えやすさ）を推定する試験で，地中熱システ

ムの設計に不可欠なものです。試験は東南アジアで初めての試みで，試験解析結果より，バンコク市内における地

盤の熱伝導率は約1.8W/m/Kと推定されました。この数値は日本における一般的な土壌の熱伝導率（1.2～1.5W/

m/K）と比べるとかなり高い値であり，バンコク地

域は地下水流れが豊富な地中熱利用に非常に適した

地域と判断されました。今後はチュラロンコン大学

との共同研究をさらに進めて，同キャンパス内にお

いて長期冷房試験を実施してデータを蓄積し，地中

熱利用の東南アジアでの普及を目す予定です。 

小助川技術長製作の試験装置 （藤井 光  :  Fujii Hikari 国際資源学研究科 教授） 

 チュラロンコン大学訪問 

 現地スタッフと共同作業 



（２）秋田大学国際交流センターニュース 第２７号 

 2018年5月12日～15日に中国・広州で行われた，国立研究開発法人科学技術振興機構主催の日中大学フェアと

フォーラムに，教育文化学部の杜威教授と参加しました。フェアでは，現地大学等との学術交流，協定締結，日本

への留学希望者への情報提供が行われました。フェア参加者の多くが学術交流，協定締結を打診する国際交流担当

者および教員でした。秋田大学ブースには，約40名が訪れました。学術交

流としては，工学，医学，看護学を希望する大学が多数を占めました。他

にもダブルディグリーを設けているかどうかの質問も多数ありました。現

在，中国で注目されている分野はAI，高齢者医療，看護，バイオテクノロ

ジー等とのことでした。秋田大学として今後，どのような研究分野で中国

の大学と連携できるのか，さらにそれをどのように実現できるのかを模索

することが今後の課題となりました。   

 

 

Nostalgic Feels on the Rush! 

 I never thought my rice planting experience with some international students, Assistant Foreign Language Teachers, 

Japanese elementary kids, and the Kusaki-Dani village farmers would give me nostalgic feels.  The experience brought me 

back to my childhood days when my siblings and I were helping our parents do farm works from planting season to har-

vesting time. I remember how we both enjoyed and disliked doing those works especially when we wanted to play instead.   

 During the activity, I saw how Japanese farmers value their culture as well as how they wanted to introduce it to fo- 

reigners and to the young generation. Further, I was able to witness the gladness in the eyes of the farmers as they look 

upon us trying to experience what they have been doing all their lives. At that moment, I came to understand that farming 

for them is not just considered as a source of living but a way of LIFE. 

 After planting, we did a short tour in a museum where bits of the vi llage’s treasured farming herit-

age were kept and remained to be memoirs of a rich culture. The muse-

um tour led me to a realization that, indeed, whatever this generation 

have been enjoying is a product of all hard work and sacrifices of our 

forefathers.   

 Truly, the whole rice planting experience gave me a warm touch in 

the heart which made me certainly very grateful for the opportunity of 

being a part of it. Looking forward to harvest time.   

 さて，只今から，異文化交流キッチンでの感想を皆さまに紹介したいと思う。キッチンでの雰囲気はとても賑や

かでありながら爽やかであった。ある人はニンジンを切ることを手伝い，ある人はスープが焦げないように熱心に

かき混ぜたりしてその場の全員がかなり熱心に動いていた。今回紹介された料理はフィリピンのアドボと誰でも一

回は食べたことがあるパスタのフィリピン風，そしてモザンビークのフェイジョアダという料理であった。フィリ

ピンのアドボは韓国の蒸し鶏と似ていた。パスタは一般的な材料を使っていたが，その味はとても深かった。一

方，モザンビークの料理はどうだろうか。少しココナッツミルク味の赤魚のスープとフェイジョアダは，老若男女

が楽しんで食べられるものであった。まさに八方美人の味であった。ちなみに筆者はご飯にスープも加えて食べた

のである。この両国の方々が一生懸命頑張ってくれたお

かげで，そして同じく苦労してくれた他の方々がいたた

めに，今回のキッチンは大成功だった。今度機会があっ

たら韓国のキムチを用いた料理を皆さんに紹介したいと

思う。 

(ベク ヒョン ミン : Baek Hyeonmin   

教育文化学部 特別聴講学生) 

(市嶋 典子 : Ichishima Noriko  国際交流センター 准教授) 

日中大学フェア＆フォーラム in China 2018 

国際交流会館 異文化交流ＯＰＥＮキッチン 

5月27日 (日) 草木谷豊川山田集落にて行われた田植え体験に留学生が参加しました。 草木谷田植え体験 

(ブラボ- ロイド スビングスビング : Bravo Lloyd Subingsubing 教研生 教育学研究科) 

６月１６日(土) 秋田大学国際交流会館で留学生による異文化交流

料理教室が行われ，三吉南町内会の方々との交流を深めました。 



蘭州大学【中国】 
 私が中国，蘭州大学で中国語を勉強して早半年が経とうとしています。私が今の生活に満足できて

いるのは，常に自分が必要なことは何かを考え行動できるようになったからだと思います。はじめは

他の留学生との差を感じて悔しさと後悔ばかり抱えていました。しかし落ち込むことをやめて自分が

楽しく勉強できる方法を模索し自分から行動して常に発言することを心がけたりしていくうちに周りの

ことが気にならなくなりました。友達に中国語の上達が早いね！と言われたときは非常にうれしく，その

ような言葉を励みに日々の学習に取り組んでいます。 

また様々な活動に参加し，たくさんの人と交流することを心がけてきました。私は日本語学科の学生と交

流したほか，日本に関するイベントにゲストとして招かれる機

会がありました。自分よりも他国の人の方が日本に強い興味関

心を持っており，日本にいたら気にもとめなかった日本の良い

面，悪い面に気づくことができました。自国のことをより深く

理解することも様々な人と関係を築く上で重要だとわかり，中

国語を勉強する傍ら，日本に関する書物や日本の漫画，ドラマ

にも触れるようになりました。 

 蘭州大学での生活は本当に楽しいです。現地の学生や他国の

留学生の懐の深さにいつも助けられる毎日です。残りの生活も

更に充実できるよう努めていきます。 
 

（田中 千陽 : Tanaka Chiharu 

教育文化学部 地域文化学科 人間文化コース３年） 

 

（３）秋田大学国際交流センターニュース 第２７号 

留学体験記 

     執筆者：後列右から２番目 

バンドン工科大学【インドネシア】 

  2018年1月からITBことインドネシアのバンドン工科大学でエネルギー経済やマネジメントについて勉強してい

ます。この大学で私は2つの学部に所属させてもらうことができ，その中からより自分にとって興味深い授業を選択

することができました。秋田大学で所属しているコースが資源政策コースという文系，理系どちらの要素も兼ねて

いるコースで，ITBでも同様に両方の知識を深めたいと思いました。 

 ITBの文系，理系の学生それぞれと接する機会があったのですが，どちらの学生も勉強意欲が高く，積極的に授業

に参加している様子が印象的でした。分からないことがあればその場で挙手をし，先生に質問する。自分の意見が

あればみんなの前で発言する。授業はいつも賑やかで，当たり前に

このようなことが出来る雰囲気が常にありました。初めはこの空気

に委縮し，固まっていた私でしたが「日本ではどうなの？」と授業

内でインドネシアや他の国の事例が挙がるたびに聞かれ，一生懸命

応答するうちに少しずつ慣れていきました。このように教室にいる

人全員で授業を作り上げていくスタイルは日本の大学とは少し違う

なと感じました。 

 海外で生活を送るということは戸惑いの連続ですが，それが自分

の中で一つずつ日常に変わっていくのが分かります。また一つ殻を

破れた，大人になった，生きる力がついた。こんな風に自分の成長

を実感することができるのが留学だと思います。 

（毛内 志歩 : Mounai Shiho  

国際資源学部 国際資源学科 資源政策コース4年） 

 

トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ日本代表プログラム  平成3１年度後期（第１０期）募集中！ 

      執筆者：右から２番目 

 

詳細・最新情報→http://www.tobitate.mext.go.jp/index.html 

応募希望の際は国際課 留学生交流・支援担当にご連絡ください。相談も随時受け付けています。 

対象留学開始日 

平成3１年４月１日～平成3２年１０月３１日まで 

提出期限 

平成３０年９月３日まで 

 



（４）秋田大学国際交流センターニュース 第２7号 

発行者 

国立大学法人秋田大学国際交流センター 

〒０１０-８５０２  

秋田県秋田市手形学園町１‐１       

TEL:０１８-８８９-２８５６ 

FAX:０１８-８８９-３０１２ 
Email : kokusai@jimu.akita-u.ac.jp 

http://www.akita-u.ac.jp/honbu/inter/index.html 

■国際交流協定校情報（平成30年６月20日現在） 

大学間協定 ２８カ国・地域55大学    

部局間協定 11カ国・地域21学部等（平成29年12月21日現在） 

■秋田大学の留学生数（平成30年5月１日現在） 

合計 ２０２名   

学部生 ９２名 大学院生 ６７名 交換留学生・研究生等 ４３名 

新国際交流センター長あいさつ 

 2018年4月から国際交流センター長をしております小川信明と申します。国際交流の中でも，留学生・特

に派遣を増やすことが大学の使命でありますが，留学と言いますと，私は，すでに，秋田大学に赴任しており

ました1988年10月から1年間，米国のアリゾナ大学に研究留学させていただきました。ほんの1年の経験で

した。当時は，研究のレベルや装置類は，日本は米国に追いつきつつあったと思われますが，世界から研究者

が集まり，多様な新しい発想で研究を進めるという点では，日本は，まだまだ劣っておりました。私も，研究

者として，日本人以外の人と議論することで，日本人とは違う発想を体験でき，その後の研究にも幅できまし

たので，大変ありがたい留学経験でした。このことは，今の秋田大学でも大変重要なことで，秋田大学が，国

際交流協定を締結するなどして海外の大学と国際交流を進め，留学生や研究者を受け入れ，多様な研究発想に

より，世界の一級品の研究を推進すること，そして，逆に秋田大学の学生や研究者を海外に派遣し，ここでも

日本人以外の発想を経験し，日本ではできていない研究手法を身に着けてもらい，日本に戻ってきてからも，

世界の一級の研究をしてもらえることの手助けが，国際交流センターのやれることです。

また，受け入れました留学生には，秋田や日本の文化を勉強してもらい，体験していただ

き，秋田・日本・秋田大学の良さや文化を世界に知らしめるという地方創生型の貢献も，

国際交流センターの使命でもあります。 

 国際交流センターは，世界の大学との窓口です。全教職員・学生が一致協力して，秋田

大学を，地域貢献はもちろん，世界の一級の大学としてさらに発展させるべく，頑張りま

すので，よろしくお願いします。 

  

 担当講義の中で，留学生とともに秋田駅の多言語表記について調査しました。近年のインバウンドの盛り

上がりからか，観光者向けの表示は，英語のみならず中国語や韓国語の併記も見られ，それなりに充実して

いました。一方，バスや公共施設の情報は，題字部分のみ小さく英語が添えられており，下位情報はすべて

日本語という場合がほとんどです。留学生からは，「秋田では，外国人旅行者は歓迎されるけれど，多言語

表記を必要とする生活者がいることは想定されていないのでは」という意見が出ました。このように，多言

語表記では，意図する情報だけでなく，表記があるかないかという点から意図しないメッセージも伝わりま

す。その意味で最もインパクトがあったのは，市の証明書を発行する機械でした。取り扱い説明，タッチパ

ネルの内容はすべて日本語表記でしたが，「防犯装置が稼働中です」という張り紙のみ「CONTINUOUS 

ELECTRIC SURVEILLANCE」と赤字で大きく英語が添えられていたのです。この言外のメッセージは意

図しないものなのでしょうか… 

新国際課長あいさつ 

 2018年4月に，秋田大学国際課長に着任しました小野憲一です。初めての東北，初めての秋田での生活とい

うこともあり，小川国際交流センター長はじめ，センター・国際課の教職員のみなさんから，日々，秋田のこ

と，秋田大学のことを教えていただいています。国際交流センターでは，一人でも多

くの学生に，海外での留学経験を通じて国際的な視野を持ってもらうとともに、様々

なバックグラウンドを持った外国人留学生に来てもらい、秋田大学のキャンパスの中

で切磋琢磨してもらいたいと願い，大学のグローバル化を進めています。このような

変革の時期に熱意いっぱいの教職員及び学生のみなさんと一緒に携われることに感謝

しながら，少しでも秋田大学のグローバル化に貢献できるよう，毎日全力投球で頑

張 っ て い き た い と 思 い ま す。   

 

（平田 未季 : Hirata Miki  国際交流センター 助教） 

専任教員よりひとこと 

 (小川 信明：Ogawa Nobuaki 国際交流センター長)  

（小野 憲一: Ono Kenichi 国際課長） 新留学生オリエンテーション（執筆者右） 

TEL:０１８-８８９-２８５６
mailto:kokusai@jimu.akita-u.ac.jp

