
在ボツワナ日本大使の訪問
　2015年10月19日〜20日，駐ボツワナ共和国 日本国特命全権大使の尾西雅博大使が本学を訪問されました。大使の

任期途中の一時帰国中でしたが，わざわざ秋田までおいで下さりました。

　尾西大使は，学長の澤田先生および国際担当理事・副学長の山本先生との懇談のほかにも，ボツワナと関係の深い教員

（ボツワナからの留学生の指導教員や，共同研究などで交流のある教員）や，ボツワナからの留学生（本学に在籍の4名

と国際資源学教育研究センターが実施しているショートステイプログラムに参加していた2名のあわせて6名）と懇談さ

れ，また大使のご希望で，鉱業博物館も見学されました。

　大使には，秋田大学とボツワナのこれまでの交流の状況を説明し，大使からは，ボツ

ワナの社会や経済の状況，大使が在任中に感じられたボツワナの人たちと日本人との共

通点など，気さくにお話しくださり，また，秋田大学とボツワナとの交流について，大

使からもぜひ支援したいとのお言葉をいただきました。

 （今井　亮：Imai Akira　国際資源学部　教授）

チェンマイ大学と協定締結
　2015年12月10日，澤田賢一学長が学術・教育およ

び学生交換に関する覚書に署名し，本学とチェンマイ大

学（CMU）による大学間協定が締結されました。CMUは

1964年に設置されたタイ国立の大学であり，医学部，工

学部，教育学部などの計20学部で構成されています。また，

世界28カ国140箇所の大学と協定を締結し，国際交流を

促進している大学です。

　CMUとの国際交流は，同年8月に大学間協定を締結し

たスラナリー工科大学（SUT）との共同研究をタイ国内で

拡大することを目的に，私がCMUの研究者（Hataichanok 

Apikomonkon助教）へ直接連絡したことがきっかけでは

じまりました。その後，地域の高齢者に関する調査研究

を目的にテレビ会議などで直接連絡を取り合い，相互の交

流を深めてきました。そして，2015年3月には私と佐藤

国際課長が，同年8月には私がCMUの医療科学部を訪問

しました。訪問の際には，共同研究に関する打ち合わせと

共に，教員および学生の交流や学術的研究の推進について

前向きに検討されました。さらに，2016年4月より本学，

CMU，SUTの共同研究における調査が開始予定であり，

今後ますます研究活動の交流が推進されるものと期待して

います。

　今後の展望は，研究活動の推進はもちろんですが，

CMUとの学生交換に関する体制を整えることです。CMU

との学生交流は

本学におけるグ

ローバル化に対

応した医療専門

職を養成するた

めに重要である

と考えられます。

 （久米　裕：Kume Yu　大学院医学系研究科保健学専攻　助教）

バロチスタン工科大学の訪問
　2015年11月2日から6日までの日程で，パ キスタンの

BUITEMS（バロチスタン工科大学）から副学長以下7名の教

員が秋田大学を訪れました。今回の訪問は，2014年から秋田

大学の協力の下に進めている「バロチスタン工科大学工学課

程強化プロジェクト」の一環であり，TV会議を通じて議論し

てきた同大学のカリキュラムや実験設備等のあり方にについ

て，最終的な取りまとめをすることが目的です。

　BUITEMSがあるバロチスタン州クエッタは，アフガニスタ

ンに隣接しているため，テロの脅威に晒された情勢が不安定

な地域ですが，様々な鉱物・エネルギー資源を有しているため，

同地域での資源の探査や開発の研究・教育は極めて重要な課

題となっています。

　御一行は，澤田学長を表敬訪問の後，最初に秋田大学の資

源系研究室および土木工学系研究室の研究設備を見学しまし

た。その後，四日間に渡り鉱物資源分野，石油貯留層工学分野，

土木工学分野での個別会議を行い，最終日の総合討論で今後

BUITEMSが展開すべき教育・研究のあり方と保有すべき設備

について総括しました。日程的にハードではありましたが，実

り多い議論となったと考えております。今後のBUITEMSとの

連携事業は，中東およびその近隣国との資源ネットワーク形成

の面から見ても重要であり，我々としても出来る限りの支援を

続けていきたいと考えています。

 （佐藤　時幸：Sato Tokiyuki　国際資源学部長）
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ベトナム
　10月31日と11月1日にベトナムで開催された留学フェ

アに参加してきました。ベトナムは，2000年以降，日系

企業の進出が急増し，1万3千人以上(2014年10月現在)

の日本人が駐在しています。日本語学科を設置している大

学も多く，一部の中学校及び高校では日本語教育も行われ

ている親日的な国です。

　今回のフェアでは，ハノイ会場97，ホーチミン会場91

大学等が参加し，入場者数は両会場1,400名で，本学ブー

スにも60名以上の学生・保護者が来てくれました。

　11月2日には，ドンズー日本語学校のBinh My 留学生

育成センターで日本の大学説明会に参加してきました。同

センターは，ホーチミン市街から車で1時間程度の郊外に

あり，日本語を学ぶ学生が共同生活をしています。集まっ

てくれた約200人の高校生には，秋田大学の説明に続き，

先輩からのメッ

セージ映像も見

てもらい，大変

好評でした。

 （佐藤　哲也：Sato Tetsuya 国際課長）

インドネシア
　11月15日にジャカルタコンベンションセンターで開催

され，日本から約50の大学等が参加した日本留学フェア

で個別相談を行いました。秋田大学ブースには合計約50

名の高校生・大学生が絶え間なく来訪し，他にも資料配布

による広報を行いました。多く見られた質問内容としては，

英語による講義の実施状況，奨学金の採択状況，入学者選

抜方法などで，いずれの学生も日本での就学の熱意を強く

示しました。また，相談に訪れた高校生の多くが高校で日

本語を履修していているため流暢な日本語を話し，現地で

の日本人気を確認することができました。

　フェアの翌日には国際資源学部が共同研究室を所有する

トリサクティ大学を訪問し，同大学地球技術・エネルギー

学部学部長，副学部長を含む教員5名と両大学，石油情勢

などに関する情報交

換を行いました。そ

の後は大学の授業を

見学するとともに，

共 同 研 究 室 を 視 察

し，これが有意義に

運営されていること

を確認しました。

 （藤井　光：Fujii Hikari　国際資源学部　教授）

マレーシア
　12月19〜20日にマレーシアで開催された国際教育展

FACON Educational Fairに参加しました。マレーシアの

学年暦は1〜12月で卒業・進学の時期です。世界各国の

約160大学（日本から37大学・専門学校）が参加し，初

日にはマレーシア教育省の副大臣も臨席しました。マレー

シアの大学進学者の約7%は豪，米，英，インドネシアな

どへの留学生です。マレーシアには千以上の日本企業が進

出しており，日本の知名度も高く，約60名の学生が本学

のブースを訪れました。家族同伴も多く見られ，専門分野

（主に理工学部と国際資源学部），入試，授業料，奨学金，

宿舎，生活費などの質問を受けました。その後，本学と交

流のある帝京マレーシア日本語学院とマラヤ大学の日本

留学特別コースを訪問しました。前者では約40名の学生

に説明会を行い，後

者では現地教員4名

と日本留学に関する

意見交換を行いまし

た。日本への留学生

の苦労と来日後のケ

アの重要性を再認識

しました。

 （小原　仁：Obara Hitoshi　大学院工学資源学研究科　教授）

タイ
　バンコクで昨年開催されたJASSO日本留学フェアに参

加しました。タイの学生やその家族，研究者が本学のブー

スを訪問し，研究分野や奨学金の採択状況などに関して熱

心に質問していました。「秋田大学で勉強していました。」

と立ち寄ってくれた女性もいました。秋田での生活は楽し

かったと話してくれ，大変嬉しく感じました。

　一方，他機関のブースでは，自治体と連携した観光ＰＲ

や四季折々のポスターを用いて各大学の持ち味を紹介し，

日本の魅力を発信していました。地域の魅力と大学のＰＲ

を兼ねて訴える効果は大きいと感じました。

　フェア翌日は，本学と協定締結校であるチュラロンコン

大学とスラナリー工科大学を訪問。関係教員や秋田大学

への留学経験者と今後の交流について協議を重ねました。

「秋田大学にしてよ

かった。」と留学経

験者の一人。こうい

う「声」が広がれば，

さらに意欲的な学生

が集まると考えまし

た。

 （高橋　美香子：Takahashi Mikako　国際課）

日 本 留 学 フ ェ ア
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第三の故郷を見つける農家民泊2015

　私のファームステイファミリーは高橋家のお
祖母さんと由希子さん二人であり，学生は6人
一緒でした。秋田大学の学生だけではないから，
秋田教養大学とか秋田県立大学とかからの友達
もたくさんできました。
　最初はみんな緊張して静かだったけど，昼ご飯
を食べてからは，だんだん仲よくなりました。小豆
や夫子小豆なども一緒にとりました。食事は本当
においしくて，きりたんぽとおにぎりも自分で作る
ことができました。たい焼きと栗も食べました。日
本に来てから，一番美味しい食卓でした。そして，
みんな一緒に着物を着ることもできました。
　11月に行った時，小さなプレゼントだけど，お
祖母さんと由希子さんに写真アルバムを作ってあ
げることができて，嬉しく感じました。「第三の故
郷を見つける農家民泊」というツアーのタイトルの
とおり，私の第三の故郷が見つかりました。本当に
いい体験ができるので，
来年の農家民泊に参加
してくださいと他の学
生たちにお勧めしたい
です。農家民泊は私の
一生に忘れられない体
験になりました。

（Su Yin Moe：教育文化学部　日本語・日本文化研修留学生）

　秋田地域留学生交流推進会議では，「第三の故郷を見つける農家民泊」と題し，2回にわたり，留学生，日本人学生のグリー
ンツーリズム体験事業を実施しました。（詳細はhttp://www.pcix.akita-u.ac.jp/inter/in_inpulsion.htmlをご覧ください。）本
事業には，出身地と秋田県内での学びの地に加え，西木町を第三のふるさとと感じてほしいという思いが込められています。
農家民泊を通して，学生達はどんなことを感じたのでしょうか。 （市嶋　典子：Ichishima Noriko　国際交流センター　准教授）

もちつき
　12月21日に秋田大学生協食堂で，留学生体験事業「日本のもちつき」を実施しました。
　もちつき体験が初めてだという留学生も多く，協力いただいた三吉南・田中・大沢町内会の皆
さんからつき方を教わり，一生懸命に餅をついては皆，楽しそうにしていました。
　できあがったお餅で，お供えやお雑煮，きなこもちやあんこもち作りを体験し，みんなで
おいしくいただきました。
　終了後には，多くの参加者からとても楽しむことができたとの声を聞くことができました。
 （国際課留学生交流・支援担当）

ぼんでん祭り
　ぼんでん祭りは町の神社でみんなそろってぼんでんを
おさめながら，社会の繁盛，健康を願う祭りだといわれ
ています。祭りでは秋田にある銀行やマートやいろんな
団体などで準備してきたぼんでんを見物することもひと
つの面白さですし，有名ななまはげの公演も見ることが
できました。なまはげが木で作った太鼓を演奏しながら
こどもに「怠惰になるな」と言っているようでした。特
に最後にいくつかのグループごとに，どのグループのぼ
んでんが最初に神社に入れるか競争をしながら戦ったり
押したりしているのは少
し過激でしたが，参加し
たみんな祭りを楽しんで
いて，活気に満ちていて
良かったです。そして，
なまはげやぼんでんなど
秋田の特色をよく感じら
れる祭りだと思いました。
（金　良炫：Kim RyangHyun　教育文化学部　日本語・日本文化研修留学生）

スキー合宿
　スキー tripはすごく楽しかったです。私にとってスキーは初
めてだったので本当にいい経験になりました。得に優しいス
キーの先生がいていろいろな大切なことを教えてくれて，少し
ずつ体の動きとかスキーの正しい使い方が身に付きました。
　スキーの後は疲れていたので，早めに宿に着いて嬉しかった
です。宿は本当に綺麗な場所でした。景色が素敵だし，温泉も
あったし，ちょうど良かったです。食べ物も美味しかったです。
一番好きなのはやっぱり温泉でした。匂いがあまりよくなかっ
たけど本当にいい感じでした。
　部屋も良かったです。暖かいし，よく寝られるところでした。
宿は必要なものがあって（ヘアドライアー，スリッパなど）本
当に便利でした。食堂で食事のあと
みなさんといろいろな楽しいゲーム
をして，いい雰囲気になって，良かっ
たです。
　またこのような旅行に行きたいと
思います。本当に楽しかったです。
 （Viulet Iulia：教育文化学部　日本語・日本文化研修留学生）

Su Yin Moe (右から3番目)

My name is Zarina, I am from Kazakhstan. I am an exchange student in Akita 
University. International Exchange Center always organizes different activities for 
students who study Japanese language. One of such kind of leisure activities was 
organized in autumn, 2015 and I had a good luck to be a participant with other 
students from Akita University and Akita International University (AIU). It was a 
wonderful trip to Nishiki area for short stay with local family. I was in a group with 
two girls from AIU. We stayed at home of Kadowaki family – farmers in Nisniki area, 
who carried about us with a great pleasure and hospitality. Kadowaki family has a 
big farm with beautiful flowers’ garden and various kinds of tasty vegetables, which 
we collected for the dinner. Walking around I was amazed by splendid beauty of 
autumn rice-fields. The mother of our home-stay family offered us to wear kimono 
– traditional Japanese ladies’ clothes, and we organized mini kimono photo session 
– such a wonderful memory. In the evening we went to “Komagatake” onsen – 
hotspring near the Tazawa lake, from where we could enjoy a charming view to 
the mountain river. Our mother – Saemi Kadowaki taught us to do many things 
like cooking Akita traditional food “Kiritanpo”, “Obento” – food boxes, handmade 
kerchiefs, origami and many other interesting things. After one month, I met again 
with our home-stay family and we made photo album to safe 
our best memories. I think Kadowaki family became very close 
to me, we still support our relationship and every month we try 
to find a chance to see each other and every time I am happy 
and thankful to them. I really appreciate Akita University and 
Kadowaki family for wonderful experience, because I found my 
home-stay family in Nishiki. 
（Akhmetvaliyeva Zarina：アフメトバリエバ　ザリナ　
 国際資源学部　特別聴講学生） Zarina (右)
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■国際交流協定校情報
大学間協定（合計29ヶ国・地域：58大学等）　部局間協定（合計9ヶ国・地域：17学部等） （2015年12月10日現在）

■秋田大学の留学生数　

合計228名　　学部生：89名　　大学院生：63名　　交換留学生・研究生等：76名 （2016年２月１日現在）

蘭州大学研修報告
　本学との職員相互研修協定に基づき，2015年10月19

日から2016年1月17日までの3ヶ月間，私は蘭州大学で

研修を行ってきました。蘭州大学は，中国西北部の甘粛

省蘭州市に本部を置く公立大学で，100年以上の歴史が

あります。

　研修の内容は，主に国际合作与交流处の業務補助，中

国語講義の受講です。日本の大学に関する資料の作成，

日本語文書の添削，日本人教員からの問い合わせ対応な

どを行いました。また，日本語学科の授業のなかで秋田

大学のプレゼンテーションを行わせていただき，日本語

を学ぶ学生たちの質問に答えました。初めは緊張してあ

まり質問がなかったのですが，徐々に増えてきて，最終

的には休み時間を過ぎても質問が止まなかったことが印

象的でした。

　初めて海外で暮らすこととなり，始めは不安だったの

ですが，事務所のスタッフや宿舎の隣人が色々とサポー

トしてくれました。留学生と同じ立場に立つことにより，

周囲の支援の重要さを肌で感じることができたので，今

後の業務に活かしたいと思います。

 （今井　貴紀：Imai Takanori　国際課国際企画担当）

秋田地域留学生等交流推進会議
　秋田大学を事務局とする本会議は，秋田県内における留

学生等の受け入れや交流活動などの推進を図るために組織

され，年1回会議の開催と広報誌「あきた留学生交流」を

発行しています。平成27年12月2日秋田大学にて，今年

度の国際交流事業の報告ならびに来年度の会議運営に関す

る協議を行いました。会議後の懇親会では，参加留学生（国

際教養大学・ノースアジア大学・秋田県立大学・秋田工業

高等専門学校・秋田大学所属）32名より日本語と英語を

交えた楽しいスピーチが披露され，終始和やかな雰囲気の

中，大学の垣根を越えて交流を深める貴重な機会となりま

した。 （国際課国際企画担当）

北東北国立３大学学生合同合宿研修会
　平成27年11月21日・22日，秋田県健康増進交流セン

ター・ユフォーレにおいて，秋田大学，弘前大学，岩手大

学の3大学の71名（留学生42名と日本人学生29名）で，

学生合同合宿研修を実施しました。秋田大学からは「多文

化間交流論Ⅱ」の受講生22名（うち留学生17名）が参加。

アイスブレークゲーム，グループ活動などで交流を深め，

多文化的視点から物事を見る練習をしました。スポーツや

温泉で汗を流し，色々な形のコミュニケーションで楽しい

ひと時を過ごしました。

 （宮本　律子：Miyamoto Ritsuko　国際資源学部　教授）

 専任教員よりひとこと
　今年も「第三の故郷を見つける農家民泊」と題し，留学生，日本人学生のグリーンツーリズム体験事業を実施しま

した。農家の方々のあたたかい対応，きめ細かい受入れ体制が，毎回，私達を「ここに来てよかった」「またここに来

たい」という気持ちにさせてくれます。

　秋田大学は，現在，228名の留学生が在籍しています。本学も，留学生に「秋田大学に留学しに来てよかった」と

思える留学環境を提供できるよう，受け入れ体制を充実させていく必要があります。文部科学省では，2020年まで

に留学生交流を倍増させる計画を打ち出していますが，今後，数の論理だけではなく，質の向上を目指して，大学と

して留学生受け入れ体制をいかに推進していくのかを再考していく必要があると言えます。

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


