
パプアニューギニア工科大学と協定締結
　8月3日秋田大学で山本文雄学長とパプアニューギニア工科大学のアルバート・シュラム副学長が署名を行い，本学と

パプアニューギニア工科大学による大学間協定が締結されました。同工科大学は1965年に設置されたパプアニューギニ

ア（以下PNGと略す）独立国の国立の理工学系大学です。オーストラリアとニュージーランドを除いた南太平洋地域に

おいて唯一の工科大学であり，近隣諸国からの評価が高い大学です。

　同国は鉱物資源が豊富な国で，PNG工科大学との国際交流は同大学のカウル・ゲナ博士（2001年に秋田大学で学位（博

士）を取得）との鉱物資源の共同研究から始まりました。2011年からこれまでゲナ博士と本学資源系教員が日本の海底

熱水鉱床やPNG銅鉱床の金属濃集機構について研究を進め，国際誌へ成果を公表してき

ました。また，2013年度から開始された本学工学資源学研究科リーディングプログラ

ムでは，同工科大学による本プログラム学生へのPNG独立国でのフィールド実習のサ

ポートやゲナ博士の秋田大学での集中講義が行われ，協力体制を構築してきました。最

近では，国際資源学部3年次のPNG独立国での海外資源フィールドワーク実習の実施や

国際資源学研究科での同国からの留学生受け入れを行っています。国際資源学研究科で

は，今回のPNG工科大学との協定によって国際化に対応した教育および共同研究活動を

継続すると共に，グローバルな視点を持った資源技術者を養成していきます。

� （石山　大三：Ishiyama�Daizo　大学院国際資源学研究科　教授）

新モンゴル学園�モンゴル事務所開設
　9月29日，秋田大学はモンゴル共和国・ウランバートルに
ある新モンゴル学園に海外事務所を開設しました。開所式に
は，ジャンチブ・ガルバドラッハ新モンゴル学園理事長，ナ
ランバヤル新モンゴル高校長，ガンゾリグ新モンゴル大学長
らの列席のもと，本学への留学に関心を持っている約100名
の新モンゴル高校の学生にも参加いただきました。ガルバド
ラッハ理事長による挨拶・文書署名につづき，モンゴルの伝
統舞踊・音楽も披露されました。引き続き，本学の概要説明
も行い，多くの学生から質問や感想をいただきました。テー
プカットおよび同室に掲げられた看板の除幕式も行われまし
た。
　モンゴルの報道関係者からの取材もあり，秋田大学が平成
28年1月に新モンゴル学園と大学間協定を締結していること，
新モンゴル高校を卒業した多数のOB・OGを留学生として受
け入れていること，本事務所を新モンゴル学園から本学へ進
学を希望する留学生の教育支援・広報・研究者との交流といっ
たものに活用していくこと，等を説明しました。その他にも，
学術交流で訪れる本学教員や資源学インターンシップ等で研
修する学生が利用すること等も想定しています。
　モンゴル共和国はアジア大陸中央部に位置し，金・銅・希土
類元素等多くの金属
資源に恵まれた国の
ひとつです。事務所
の存在が，本学の「資
源学」分野の研究
促進にも貢献してい
くことが期待されて
います。

�（藤井　光：�Fujii�Hikari　国際交流センター　副センター長）

モンゴル国立教育大学65周年記念行事
　9月30日，本学の協定校であるモンゴル国立教育大学

において，創立65周年を祝う行事に出席してきました。

　午前10時よりモンゴル国立教育大学内の会議室で行わ

れたムンクジャルガル学長と海外来賓との懇談では，大学

間協定を結んでいるロシア・中国・香港・韓国等の大学か

ら学長や副学長，米国・ドイツから研究者等が出席しまし

た。ムンクジャルガル学長からの謝辞に引き続き，各来賓

から祝辞が述べられました。

　午後は会場を郊外の会議場に移し，昼食会及び大学関係

展示資料の視察が行われました。大ホールにて開催された

65周年記念式典では，数百名の大学関係者が出席し，海

外来賓の紹介，モンゴル国立教育大学に貢献した教職員

等の表彰，来賓からの祝

辞・記念品贈呈等が行わ

れました。さらに，学

生による歌や踊りのパ

フォーマンスで会場は大

いに盛り上がりました。

その後の夕食会でも数十

の円卓テーブルが国内

外の来賓・関係者で埋ま

り，祝賀ムードが続きま

した。

�（藤井　光：�Fujii�Hikari　国際交流センター　副センター長）

� （佐藤　哲也：Sato�Tetsuya　国際課長）
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スーダン共和国　紅海大学の訪問
　9月27日から30日の日程で，紅海大学長以下3名の教
員が本学を訪問し，山本文雄学長，佐藤時幸国際交流セン
ター長・大学院国際資源学研究科長を表敬訪問しました。
また附属鉱業博物館，男鹿半島の地質巡検等を通じて，本
学による先導的な国際資源学の概要を理解いただきまし
た。
　紅海大学はスーダン共和国にある40の国立大学の一つ
で，地球科学・工学・教育学・薬学といった本学とも関連が
深い学部を有しています。紅海州は地下資源開発が盛んで
あるため，同州唯一の高等学術機関としての役割は重要で
す。南スーダンから石油パイプラインがひかれ，国際港ポー
ト・スーダンには精製所が存在しています。また古代エジプ
ト時代から金採掘が行われてきた地であり，最近は金鉱山
の再開発に力を入れています。
　本年12月の国際資源学部生4名の海外資源フィールド
ワークの受入
を始まりとし
て，合同教育
プログラムを
策定すると同
時に共同研
究・現地調査
を計画してい
ます。
（縄田　浩志：Nawata�Hiroshi　大学院国際資源学研究科　教授）

チェンマイ大学一行の訪問
　9月14日から16日の3日間，協定校のタイ王国チェンマイ
大学における医療技術学部作業療法学科に在籍する教員3
名，学生1名が秋田大学を訪問しました。今回の訪問の目的
は，近い将来本学と同大学における学生間交流を実現する
ために，両大学が有する教育・研究活動に関する情報を共
有することです。
　訪問初日は，本学医学系研究科の兒玉保健学専攻長と対
談し，両大学の特色ある教育・研究活動を活かした学生間
交流を活発に進めていくことが確認されました。その後，両
大学における教育カリキュラムに関する情報交換会，本学
の臨床実習施設の見学会，本学科と共同研究している理工
学部情報工学科の見学会が開催され，本学より久米助教と
佐藤国際課長が参加しました。
　今回のチェンマイ大学一行の訪問は，両大学が有する特
色ある教育・研究活動を理解する機会となっただけでなく，
今後の学生間交流に関する体制作りへ繋がると考えます。

（久米　裕：Kume�Yu�大学院医学系研究科保健学専攻　助教）

ブータン短期研修記
　ブータンに行って最初に気付いたことは，外観がブータン人と日本人はよく似ているということでした。高地のせいか
日に焼けている人は多いですが，話しをせず民族衣装を着ていればブータンに溶け込めるような気がしました。またブー
タンでは道を聞けば連れて行ってくれ，仏教を深く信仰しているためか，他人に対する気遣いや奉仕等功徳を積むことが，
日常の生活の中で当たり前に行われていると感じました。その考え方は国民全員の医療費が無料であり，それは外国人に
も適用されるという制度に繋がっていると思います。首都ティンプーでは車が多く，道路の整備が間に合わないため渋滞
も発生しており，排ガスや車の利用による運動不足により高血圧や糖尿病等の成人疾患が問題化していることも学びまし
た。� （山口　典子：Yamaguchi�Noriko　大学院医学系研究科　保健学専攻　基礎看護学講座　准教授）

　ブータンではHA（ヘルスアシスタント）という方々が地域における医療を支えています。様々な目的を持つ患者さんに対
応するため，これには広い分野の知識と技術が必要であり，教育と経験の重要性を学びました。また入院患者には必ず家族
が付き添い，ケアに参加しています。学生も病院の中で看護ケアを行っていました。ブータンでは医療者不足という問題は
確かにありますが，それに対応するための様々な仕組みがあります。医療者だけではなく，学生や家族，HAが協力して医療
を支えていることを感じました。
　研修を通してブータンの現状を知ったり人々との関わりの中で様々な価値観に触れたりすることで，日本をより深く知り，
新たな視点から日本の医療や人との関わりを考え直す貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。
� （江泉　美緒：Eizumi�Mio　医学部保健学科　看護学専攻3年）

　私がブータンでの短期研修に参加した理由は，海外の保健活動に興味があり，現地で
の学びを将来の保健師の活動につなげていきたいと思ったからです。
　実際にブータンでは，診療所をはじめとした医療施設やさまざまな人と関わらせていた
だき，相手の価値観を尊重することの大切さを学びました。
　今までは自分の周りの環境や文化が似ていたこともあり，意識して比較することはあり
ませんでした。しかし，自分が異なる立場になった時に，相手の文化や価値観を受け止め，
物事を広い視点でとらえることの重要さを実感しました。それによって，それぞれの良さ
や問題点に気づくことができ，自分にとっても大変勉強になる三週間でした。学生のうち
にこのような体験をできたことは，自分の将来につなげていくことができる良い機会とな
りました。学生の方で興味がある方は，ぜひこのような機会を有効に活用してほしいと思
いました。� （平山　凌：Hirayama�Ryo　医学部保健学科　看護学専攻3年）



秋田大学国際交流センターニュース　第22号（3）

平成28年度1期留学生修了記念パーティー
　8月2日，44名の留学生を対象に「平成28年度1期秋田大学外国人留学生修了記念パーティー」を実施しました。留学
生のみなさんが大学生活や地域社会との交流を通してたいへん有意義な経験を得たことを，修了生の挨拶から窺い知るこ
とが出来ました。また，特別聴講学生に交換留学プログラム修了証の授与も行い，在学生や教職員，留学を支援してくだ
さる団体の方々および近隣住民も参加し，留学生の修了を祝いました。
　修了生の今後の更なる活躍を心より期待しています。
� （髙橋　幸江：Takahashi�Yukie　国際課留学生交流・支援担当）

平成28年度2期新留学生オリエンテーション
　9月28日，国際交流センターでは新留学生を対象に「平成28年度2期秋田大学外国人留学生オリエンテーション」を
実施しました。キャンパス生活をする上で必要な施設や手続きのほかに携帯電話の契約やホストファミリーについての説
明が行われ，新留学生は熱心に耳を傾けていました。
　オリエンテーション終了後は，大学会館を会場に近隣住民を招いての歓迎会を行いました。新生活をスタートするにあ
たっての有意義な交流の場となりました。
� （髙橋　幸江�:�Takahashi�Yukie　国際課留学生交流・支援担当）

留 学 生 イ ベ ン ト

秋田を味わう旅

　7月9日と7月10日の1泊2日の日程で，外国人留学生19
名が参加し羽後町・横手市への見学旅行を実施しました。
そば打ち体験や山菜採り等貴重な体験をし，留学生同士
の交流も深まり，とても有意義な旅行となりました。

　1泊2日の里山生活体験ツアーに参加したのは4か月前
でしたが，今も心にいくつかのことが残っています。
　山菜取りを体験したり，西馬音内盆踊りの鑑賞をしたり
して，秋田の風情を感じることができましたが，最も私の
心をひきつけたのは「ヤマモ味噌醤油醸造元」の見学です。
味噌醤油の醸造には長い時間がかかり，その過程を見学す
ることは，単に味噌醤油を消費するだけの私たちにとって，
とても勉強になりました。日本人が食事をする際の「いた
だきます」のように，食材への感謝はもちろん，おいしい
ものを作るために努力している人々にも感謝しないといけ
ないと思いました。
　また，この見学を通して、私は新しい啓発を受けました。
今まで旅行は，観光地や沿路の風景を楽しむことが目的だ
と思っていました。しかし，私は今後「その地域ならでは
の，文化的な魅力を発見し
てみませんか」と伝えたい
と思います。秋田の風景美
と文化美の両方を宣伝した
ら，もっと秋田の魅力に気
づいてもらえるきっかけに
なると期待します。
�（鄭　化氷：ZHENG�HUABING　教育文化学部　地域文化学科１年）

東成瀬村English�Camp

　今年も8月11日から１泊２日で東成瀬村のイングリッシュ
キャンプへ行ってきました。9名の留学生が参加し，地元
の小中学生とレクリエーションやグループワークを通して，
英語でのコミュニケーションを楽しんでもらいました。

�What�inspires�people�to�learn�English?�Definitely,�there�

are�plenty�of� reasons.� In�my�case� I�decided� to�study�
English�because� I�wanted� to�understand,� the�movies,�
the�books�and�the�lyrics�of�the�songs�I�like.�Last�summer�
some� international�students� from�Akita�University�went�
to�Higashinaruse�for�an�English�camp,　luckily�I�was�one�
of�them.�There,�we�could�share�precious�moments�with�
elementary�and�junior�high�school�students.�
�On�the�first�day�they�received�us�with�a�warm�welcome�
followed�by�a� time� for�exchange�greetings�and�self-
introductions�accompanied�by�beautiful�business�cards�
that� I�still�keep�with�me.� In� the�afternoon�we�went� to�
play�park�golf�with� the�students,�we�could� talk�a� little�
more�and�cheer�each�other�while�playing.�After�that,�we�
had�presentations�about�our�own�countries,�in�my�case,�
about�Honduras.�Students� listened�to�us�carefully�and�
made�questions�about� it.�We�end�up� the�day�playing�
with�sparkles�under�the�moon�light.�
�On�the�second�day,� the�students� from�Higashinaruse�
school�(Elementary�and�Junior�high)�had�presentations�
about� that�beautiful� community.� They� talked�about�
festivals,� training�under�waterfalls,�school’s�activities,�
bear�meat�and� the�quality�of� the� tomatoes�cultivated�
there,�among�other� things.�They�had�a�Q&A� time� in�
each�presentation�where�we�could�understand�each�
other.�I�think�that’s�the�main�purpose�of�learning�a�new�
language,�to�be�able�to�communicate�and�they�did�it.���
Authorities�and� teachers�of� that� school�gave� some�
speeches� in�English,� they�put�a� tremendous�effort� to�
help�students�to�improve�their�English�skills.�Every�detail�
of�this�camp�was�really�
well�planned,�students�
demonstrated�a�great�
behavior�and�showed�
their � k indness� and�
hospitality� toward�us.�
It� was� a�memorable�
experience.
�（Sandra�Alejandrina�Ordoñez�Herrera　教育学研究科�教研生）
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■国際交流協定校情報
大学間協定（合計30ヶ国・地域：58大学等）　部局間協定（合計9ヶ国・地域：16学部等）� （2016年10月1日現在）
■秋田大学の留学生数
合計198名　学部生：88名　大学院生：69名　交換留学生・研究生等：41名� （2016年10月1日現在）

�専任教員よりひとこと
　今学期も「地（知）の拠点整備事業」の一環として，秋田の地域社会について理解を深めるべく，潟上市豊川地区

でプロジェクトワークを行っています。2014年度は「豊川小学校の閉校」，2015年度は「豊川油田の歴史と今」をテー

マに10代から90代の住民に聞き取り調査を行い，その成果を冊子として発行しました。3年目となる今年度のテーマ

は「盆踊り」です。盆踊りが地域社会で果たす役割について，留学生25名・日本人学生9名とともに調査を行ってい

ます。また，新たな試みとして，留学生が同地区の魅力をPRする写真展を公民館で行いました。活動が3年目を迎え

る今，内容の質を高めることはもちろん，その成果を積極的に発信し関係者以外の方にも理解を深めてもらうことが，

地域と連携した活動を続けていく上で重要なことではないかと考えます。

� （平田　未季：Hirata�Miki　国際交流センター　助教）

北東北国立3大学国際交流実務担当者情報交換会
　7月29日，ねぶた祭の準備が進む弘前で行われた北東北国立3大学国際交流実務担当者情報交換会に出席しました。こ

の会議は，弘前大学・岩手大学・秋田大学が共同で行っている留学生関係の事業に関する報告や各大学からよせられた検

討事項を共有し，より良い留学生支援・国際交流を行うために担当教職員間の情報共有を図るものです。今年度は，短期

研修等で受け入れる学生への身分付与，留学生の受け入れ体制（宿舎・保証人・高額医療費の問題等），JICA関連事業，

JASSO海外留学支援制度，派遣留学生増に向けた取り組みについて話し合いました。地理的条件，学部構成，事務体制

等は大学によって異なりますが，ある大学の対応が他の大学にとって参考となる事例も多々あり，2時間の情報交換会は

あっという間に終わってしまいました。他大学での事例を参考に，より良い留学生支援・国際交流を目指していきたいと

思います。� （佐々木　良造：Sasaki�Ryozo　国際交流センター　助教）

　トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム　
平成29年度後期（第７期）応募期間：平成28年12月1日（木）～平成29年3月3日（金）

対象留学開始期間：平成29年8月18日（金）～平成30年3月31日（土）
詳細→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。

留学フェア（タイ）
　8月26日・28日タイで開催されたJASSO日本留学フェアに参加しました。参加大学・機関数はチェンマイ会場が48機

関，バンコク会場が83機関，会場への来場者数はチェンマイが958人，バンコクが3426人で昨年度よりも大幅な増加

が見られました。チェンマイでは高校や塾等で日本語を学ぶ高校生等が本学ブースに立ち寄り，日本語プログラムや日本

文化を勉強したい文系志望が目立ちました。バンコク会場ではタイ語の通訳がついて

下さいました。70組程度が本学ブースに立ち寄り，その多くは大学院進学希望でした。

大学院進学希望者の進学コースおよび受入れについては，教員との研究内容のマッチ

ングによって決定されるため入試課にメール等で問い合わせるよう案内しました。

　他機関のブースでは，お揃いの半被を着用したり，大学マスコット等の掲示，自治

体の観光パンフレットを配布する等，魅力的なPR活動をしていました。秋田大学でも

自治体と協力したPR活動があっても良いと思いました。

� （工藤　由紀子：Kudo�Yukiko　大学院医学系研究科　保健学専攻　基礎看護学講座　助教）


