
 

 

国際交流センターニュース  

秋田大学  国際交流センター  

研究者海外派遣事業（デンマーク） 

 2017年3月から9月まで、秋田大学研究者海外派遣事業により、デンマークのロスキレ

大学に客員研究員として在籍し、デンマーク発祥の成人教育施設、フォルケホイスコーレ

（Folkehøjskole）の調査研究を行ってきました。フォルケホイスコーレは、19世紀半

ば、敗戦により荒廃したデンマーク国土の復興と地方農村青年の国民意識の形成などを主

な目的に国内各地に設置されました。 

 ヨーロッパの成人教育の根底には「啓発（enlightment）」という思想があります。こ

れは「光を照らす」という意味ですが、この捉え方は時代や国・地域によって異なり、デ

ンマークではfolkeoplysning
フォルケオプリュスニング

と呼ばれています。Folkeoplysningは、光は国民（folke）

の中から発するという独特の考え方で、これを体現しているのがフォルケホイスコーレに

なります。 

 本滞在中の研究テーマは、現在、各フォルケホイスコーレが掲げている学校価値（目

標）と、それに基づいて行われる自己評価の特徴を明らかにするというものでした。調査

を通じて、学校価値では「生」「共同体」「責任」「民主主義」などが共通したキーワー

ドで、それを評価する方法では、学生間や学生と教員との熱心な討論や対話が重視されて

いることがわかりました。こうしたことの底流にfolkeoplysningがあるのではないかと考

えました。 

 振り返れば、滞在が始まった3月のデンマークは、夜の長い季節から優しい春の光が一

気に輝きを増す時期。そして、瞬く間に昼の時間が長くなり、夏至の頃には夜半近くの薄

暮に心躍った日々を昨日のことのように思い出しています。 

原 義彦 : Yoshihiko Hara 教育学研究科 教職実践専攻 教授    

ブータンからの看護学生を迎えて 

 ブータンKG医科学大学看護・公衆衛生学部から学生２

名（Ms. Thinley Choden, Mr. Sonam Dorji）と教員１

名 (Ms. Sangay Pem) を保健学科にお招きし、７月１

０日から１４日まで短期研修を行いました。従来の研修

には教員の方々だけの参加でしたが、本年度から学生中

心の研修に方向性を変えています。同時に、シンガポー

ル国立大学看護学部アリス・リーセンターから学生４名

の研修生を受け入れましたので、大変賑やかな研修にな

りました。 

 研修内容は看護学科の講義及び演習に参加、大学病院

での研修、老人保健施設やホームホスピスの見学、地域

リハビリ活動への参加、そして国際共同シミュレーショ

ン教育の体験でした。その他に教員も参加しての歓迎会

や、昨年ブータンを訪問した学生がバディーとして主催

した本学学生との国際交流の時間もあり、忙しい一週間

だったと思います。 

 ブータンからの二人の学生にとっては初めての海外旅

行であり、飛行機から海をみたのは初めてで感激したそ

うです。また大学病院での組織化された労働環境や、看

護師と患者さんとの関

係について学ぶ事が多

かったというメールを

頂きました。今後とも

このようなブータンと

の交流を続けていきた

いと思っています。 

日本留学フェア（ベトナム） 

 日本留学フェア（ベトナム）は、9月30日にホーチミン

で、10月1日にハノイで開催されました。日本からは、ホー

チミンに60機関、ハノイに67機関が参加し、両日ともに活発

な説明が行われていました。秋田大学のブースには、計77名

の高校生・大学生が訪れ、大学の内容、入学までのプロセス、

奨学金、授業料免除などに関する多くの質問がなされるなど、

ベトナムの学生の熱意や積極性が感じられました。主に、理工

学部に関心を持つ学生が多い印象を受けましたが、国際資源学

部で国際文化や経済学、環境に関する勉強をしたいと考えてい

る学生や、協定校以外の学校に所属する「秋田大学に留学した

い！」と考えている学生も多数訪れました。 

 本フェアの開催前日には、国際交流センター・平田未季助教

がドンズー日本語学校を訪れ、秋田大学や秋田県の紹介を、留

学生の体験談を踏まえて説明してきました。この説明会の効果

もあり、ホーチミンで開催されたフェアでは、ドンヅー日本語

学校の学生が積極的に本学のブースを訪れ、有意義な説明を行

うことができました。今回ブースに訪れた皆さんと、また秋田

大学で会えることを楽しみにしています。 
芳賀 一寿 : Kazutoshi Haga 理工学研究科 物質科学専攻 助教 
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夏至祭のかがり火 
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秋田大学外国人留学生「羽後町留学」～秋田の里山生活体験ツアー～ 

 7月の暑い季節の中、私たち留学生は涼しい自然に溶け込んだり、日本文化を体験したりした「羽後町留学 秋田

の里山生活体験ツアー」に参加しました。 

  １日目の最初の体験は「山菜取り!!!」です。森に入ってミズの葉をたくさん取りました。その後、そば作りを見学

し、試作もしました。やはりそばを作るために非常に手間がか

かりましたが、それなりに細長くて綺麗なそばが徐々に出てき

ました。そして午後は盆踊りを鑑賞し、「かがり火天国」に参

加しました。とても賑やかで楽しく、あっと言う間に集合時間

に な っ て、残 念 な 気 持 ち の ま ま で 宿 に 移 動 し ま し た。 

 翌日の朝、朝食後、宿の周辺を見に行きました。収穫の頃に

なっているお米の田んぼの周りは青い空と山で、とても心が落

ち着く風景です。戻ってきた後、バスに乗ってこけし作りを体

験してきました。自分は絵を描くのが下手ですが、無事に完成

して皆と一緒に写真を取りました。 

 当日の１６時３０分に予定通りに大学に到着しましたが、ま

た行きたい気持ちでいっぱいです。またこのような機会があれ

ば、是非参加したいと思います。  
 

グェン バオ ユイ : Nguyen Bao Duy  理工学部 システムデザイン工学科機械工学コース ２年 

東成瀬村―English Camp  

 東成瀬村は自然が豊かな秋田市から離れた村でした。English Campでは小中

学生を対象として、英語で話すモチベーションのアップや、一緒にグループワー

クをしながら楽しむなどが行われました。私は子供たちと遊ぶのが大好きです

が、基本的に大学生活で子供たちと関わる機会が少ないです。だからこそ、学校

の授業がない時は、できるだけ国際課が紹介するイベントや活動に積極的に参加

しようと思っています。今回のEnglish Campでは子供たちと一泊二日間、室内

アクティビティと花火などをして、本当に楽しかったです。また、小中学生の英

語での発表を聞いて、東成瀬のことと東成瀬中学校のことがわかるようになりま

した。子供たちの笑顔と明るい未来に励まされて、有意義な二日間を東成瀬で過

ごしました。今回のイベントでは、現地の人々と仲良くできて、一緒に参加した

留学生とも交流できたので、本当に良かったと思います。 

 
エルデネバヤル ハリオン : Erdenebayar Khaliun  国際資源学部 資源政策コース ３年 

潟上市盆踊り 

 My first ‘Bon Odori’ traditional Japanese festival was in the small village of Yamada in August 
2016. I had arrived in Akita in March and was boiling with enthusiasm for Japanese cultural events. I 
was thus delighted to be invited back this year. 
 Every August, families in Japan gather to remember their departed, what is called Bon.  
 Apart from fun, I appreciated the cultural similarities between Yamada village and my home vil-
lage, e.g., respect for the spirits. As the elders taught the children and us how to dance to the tradi-
tional music, memories of the evening sessions I had with my grandparents, listening to their values
-rich folk stories filled my mind. Sharing a meal and leisurely 
chatting about different topics as the sun went down provoked a 
sense of firm community bond. 
 As taiko beats and pleasing flute sounds filled the air, we were 
reminded the importance of protecting our traditions, and the 
shared values like respect and care that bind us together as hu-
mans. Even though  I was far from home, I could feel a sense of 
belonging, and therefore very grateful for the opportunity to be 
part of Yamada village. 
 

マララ ニュートン オジアンボ : Malala Newton Ojiambo  国際資源学研究科 資源開発環境学専攻 博士2年 
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■国際交流協定校情報（平成29年11月20日現在） 

大学間協定 ３０カ国・地域58大学    

部局間協定 9カ国・地域1８学部等  

■秋田大学の留学生数（平成2９年10月１日現在） 

合計 ２１５名   

学部生 86名 大学院生 74名 交換留学生・研究生等 55名 

 

対象留学開始日 

平成30年8月18日～平成31年3月31日まで 

提出期間 

平成29年12月上旬～平成30年3月上旬 

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

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。 

トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ日本代表プログラム  平成30年度後期（第９期）募集スケジュール 

国 派遣先 期間 

アメリカ 
ベルビューカレッジ 

シアトルマリナーズ 
12ヶ月（Ｈ28.9～Ｈ29.8） 

インド ネクストリーマー 5ヶ月  （Ｈ28.10～Ｈ29.3） 

フィンランド ラップランド応用科学大学，ボルダー，ストラエンソ 12ヶ月（Ｈ29.1～Ｈ29.12）予定 

ニュージーランド オークランド工科大学 

11ヶ月（H29.4～H30.2）予定 
ケニア 

JSPSナイロビセンター 

ケニヤッタ大学 

ドイツ 

フライベルク工科大学，環境局 9ヶ月 （H29.4～Ｈ29.12）予定 

フライベルク工科大学 12ヶ月（Ｈ29.10～Ｈ30.9）予定 

インドネシア バンドン工科大学，JFEエンジニアリング 12ヶ月（Ｈ30.1～Ｈ30.12）予定 

専任教員よりひとこと 

 近年の留学生の増加とともに、その住環境整備の必要性も増しており、日本人学生との混合寮の設置、空き家・

空きビルを活用したシェアハウスの推進など、各大学で様々な取り組みがなされています。その中で、関係者が必

ず指摘するのは、住環境を整備するにはハード面だけでなく、地域との交流を通したソフト面の支援が欠かせない

ということです。国際交流センターでも昨年より、周辺町内会と協力しながら防災訓練を行う、留学生寮のOPEN 

DAYを設け町内会やこども会の皆さんを招待する、公民館で交流イベントを行うなど、地域の方に留学生の生活の

一端を知ってもらうための活動に取り組み始めています。これらは小さな一歩ではありますが、留学生の住環境の

整備を通して、地域における多文化共生への理解が深まれば、様々な文化的背景を持つ人達が住みやすい町づくり

の促進につながっていくのではないかと考えます。 
平田 未季 : Miki Hirata  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 

 ２０１７年７月７日に秋田大学にて、北東北国立３大学国際交流実務担当者情報交換会が開催されました。情報

交換会には，岩手大学，弘前大学，秋田大学で国際交流にたずさわる教職員が参加し，各大学の現状報告，合同プ

ロジェクトの提案などが行われました。 

 今回は，北東北３大学合同留学成果報告会の開催、各大学の超短期受入プログラムの実施状況、学生を海外に派

遣する際の危機管理体制などが議論されました。秋田大学国際交流センターの佐藤時幸センター長が海外資源

フィールドワークの危機管理体制に関する事例報告を行った際には、各大学の実務担当者から質問が相次ぎまし

た。岩手大学，弘前大学，秋田大学では、今後、ますます、学生の海外派遣が増加することが見込まれ、各大学と

も危機管理体制の構築が喫緊の課題であることが確認されました。 

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

☆秋田大学からの採用実績☆ 
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