
 

 
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（ドイツ）  

 秋田大学研究者海外派遣事業により平成２９年5月29日～9月30日までの４ヶ月間，ドイツカールスルーエ工科大学に行ってき

ました。カールスルーエは，ドイツ連邦共和国の最高裁判所に該当する連邦憲法裁判所や連邦裁判所がある重要な「司法首都」で

す。市街地の中心に宮殿があり，その宮殿を中心に道路が放射状に伸びる計画都市として知られています。カールスルーエ工科大学

は，工学系では現在ドイツで評価が高い大学として知られています。私がお世話になったWilhelm Stork教授らのグループでは，

『マイクロマシーン技術と光学システムの融合に関する研究』のプロジェクトを立ち上げており，『マイクロセンサシステム技術を

用いたヘルスモニタ』等の研究開発を行っています。2か所に大きな研究室をもち，多額の研究資金を企業とドイツ政府の研究機関

より援助されており，非常に潤沢な研究室でした。基礎研究よりは応用研究に軸足を取っており，多くの同研究をしている参画企業

から製品を世に出していました。ドイツに滞在中，大学・研究所における産学連携と研究・教育現場について意見交換を行うことを

目的として，アルベルト・ルートヴィヒ・フライブルク大学のUlrike Wallrabe教

授，アーヘン工科大学のWilfried Mokwa学部長の研究室を訪れ，学内での招待講

演，産学連携と教育現場について意見交換を行いました。また，ダルムシュタット

にある世界有数の化学メーカ，メルク本社にて私の研究内容の説明の他，意見交換

を行いました。さらに，秋田市の姉妹友好都市であるパッサウ市を訪問した際，

パッサウ市庁舎大ホールにてErika Träger副市長，Sibylle Rauscherパッサウ独

日協会会長，同協会の会員の方々が歓迎行事に参加してくれました。その時の記事

が，パッサウ市役所の公式サイトとパッサウの地元新聞に掲載されました。最後

に，４ヶ月の短い期間でしたが，非常に内容の濃い毎日を過ごしました。このよう

な機会を与えて頂いた研究者海外派遣事業の選考委員の皆様に感謝申し上げます。 

河村 希典 : Kawamura Marenori 理工学研究科 准教授 

 

 

日本留学フェア（ラオス・カンボジア） 

平成２９年１０月２４日～１０月２８日にラオス（ビエン

チャン）・カンボジア（プノンペン）で行われた独立行政法人

国際協力機構（JICA）主催日本留学フェアに国際交流セン

ター副センター長の藤井光教授とともに参加しました。フェア

では，秋田大学を紹介するプレゼンテーションを行いました。 

その後，大学ごとのブースに分かれ，大学説明を行いまし

た。秋田大学のブースには約１８０名の訪問がありました。カ

ンボジアでは，王立プノンペン大学より秋田大学に文部科学省

の日本語・日本文化研修生として留学したユン・リンダさん

が，母校で非常勤講師をした後，より深く日本語教育学を学ぶ

ために，日本の大学院に進学したことを知りました。秋田大学

で学んだ学生のさらなる活躍を知り，とても嬉しく思いまし

た。また，国際資源学分野との教育研究交流の可能性も見出す

ことができました。 

こ の 留 学 フ ェ ア を

きっかけに、多くの

留学生が秋田大学に

入学してくれること

を願っています。  

 

 

日本留学フェア（マレーシア） 

平成２９年１２月２日から４日にかけてクアラルンプールで開

催された日本留学生フェアに参加し秋田大学のPRをして来まし

た。日本の教育機関としては４３の大学，専門学校および日本語

学校等の参加があり，他にもイギリス・ドイツ・中東・韓国・香

港・シンガポールなどからの参加があり，会場は活気に満ちてい

ました。留学先の一つとして日本を考えている保護者，生徒，大

学生に対してブースでの応対や，私と国際交流センターの佐々木

良造先生とでマイクを手にプレゼンを行いました。来場者の問い

合わせが多かったのは，理工学系の修士課程(機械工学，ロボット

工学，情報工学，航空宇宙工学など)についてでしたので，本学の

大学院では英語のみで修了可能なカリキュラムとなっていると大

いにアピールしました。ブースでは，秋田大学に留学を考えてい

る学生さんが通訳として大変熱心に手伝ってくれました。彼の両

親もまた日本の雪国で勉強したことがあるそうです。さらに翌日

は，彼の在籍する帝

京マレーシア日本語

学院で開催している

日本留学フェアにも

参加してきました。

こちらは，日本語学

校だけあって，日本

に対する興味が強く

感じられました。彼

に秋田で再会できる

ことを楽しみにして

います。 
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  普段，伝統的な日本らしい家になかなか泊まることがで

きなく，来る前に頭のなかで，「どんな人々に会えるか，

どんなスケジュールなのか」を想像し，今回の農家体験に

対してすごく楽しみにしていました。 

 初日は，まずお茶を飲みながら自己紹介をして，そして

砂絵美さんが用意してくださった昼食を食べました。そし

て最も感じたのが，そこに座っている人たちは皆初対面な

のに，長い知り合いみたいに自然に話したり笑ったりする

ことです。それは，砂絵美さんがすごく親切でフレンド

リーに声をかけてくださったおかげで，私達がすぐに新し

い環境に溶け込むことができるようになったと思います。 

 ゆっくり昼を過ごしたら，着物の体験が始まりました。

着物の着方を教えてくださいながら着付けて頂いた砂絵美

さんとお母さんのおかげで，日本女子っぽく写真が取れる

ようになり，いい記念になりました。季節の原因で，田ん

ぼに行けなかったですが，自家菜園の方で農業体験を行う

ことができました。季節の果物と野菜がいっぱいで，どち

らも美味しかったです。 

 翌日の朝には，おにぎりを作ってみました。なかなか三

角になれないこととか，中身が出ているなどの問題を起こ

してしまいましたが，やっぱりみんなとやるとすごく楽し

くなります。 

 １１月２６日には餅つきとアルバム作りを行いました。

餅つきは日本の伝統として海外でも流行っていて簡単に操

作できそうに見えますが，実は重くて難しかったです。  

 今回このイベントを通して，まず普段触れることができ

ない農家さんたちとのつながりが築かれ，これからさらに

強くなるようにしたいです。私は地域文化学科に所属し，

私自身は地域の人文につい

て興味を持っていますが，

なかなか実際に地域と触れ

ながら地域の文化を学ぶの

が難しいです。今回は地域

の人々と交流できた上に，

仙北という地域に興味を持

つようになりました。この

ような地域間のつながりを

大切にしたいです。 

 平成29年11月４日の朝，農業体験ツアーが始まりまし

た。私は田舎出身で畑は慣れていますが，そこで育てる農作

物が他の種類のものがあって面白かったです。私の国と日本

の農業の違いと日本の独特さを学びました。夜ご飯はハタハ

タときりたんぽがメインメニューでした。きりたんぽは，班

員全員で作りましたが，きりたんぽが好きな私はこの体験が

初めてなのでとても面白かったです。夜ご飯も全部美味し

かったです。このツアー通じて日本の農家の特殊性と日本の

優しい心を学びましたし大切な思い出を得ました。 

 また，2週のあと，１１月２６日日曜日に収穫感謝祭ツ

アーがありました。先の体験ツアーの最後の場所だった西木

カタクリ館へ到着して能美さんと会いました。また会えて本

当にうれしたったし，能美さんも私たちを歓迎してくれまし

た。参加者全員が外に出て，もちつきをやりました。私もや

りましたけど，意外に杵が重くて思ったよりうまくできな

かったですが，初めてやったもちつきだから面白かったで

す。作ったもちを使って，ひな祭りの時に食べるもちを二つ

作りました。これもはじめてやったことで面白いし，おいし

かったです。日本に来て，和食や農家の食事を食べる機会が

なかったですが，今回おいしい料理をたくさん食べました。

食べながら能美さんと話し合いましたが，まだ私は日本語が

うまくないけど，対話するときいつも笑顔で話を最後まで聞

いてくださって優しさを感じました。普通の生活で感じな

かった農家体験の特有の暖かな人の心を感じました。その日

は雪がたくさん降って雪景色が立派でした。今回のツアーが

全部終わって能美さんと挨拶をしましたが，情が沸いて別れ

るのが残念でした。この農家体験のプログラムで日本特有の

農家文化も体験したし，

人 の 優 し さ も 感 じ ま し

た。参 加 し て と て も 良

かったです。次に機会が

あったら是非参加したい

です。この大事な経験を

できるようにしてくれて

ありがとうございます。  

 

酒造見学 Tour of the KODAMA Brewery 

 The tour to Kodama Brewery was held in Katagami city in the 3rd December, the day when the Sake brewing started. I had 

arrived in Akita in the last September and I was excited by the idea of participating to Japanese cultural events.  

 Since I come from a country like Italy with a great tradition in the production of wine and other delicious beverages, I was in-

terested to see the traditional meaning of Sake and its production process. During our visit to the brewery, the production staff 

kindly explained us all the production process, starting from the 

different types of rice commonly used. After that they showed us 

many machineries and we had also the funny experience to col-

laborate in the working activity, helping the workers in bringing 

rice. At last we saw some storage facilities. Some of these facili-

ties were old and I think it was nice also to see the difference be-

tween today’s and production. At the end of the visit we went to a 

Sake shop near the brewery where we tried many delicious types 

of Sake and we shared our different opinions about the taste. 

 The day was accompanied by a kind atmosphere that was created 

thanks to all the participants of the event. I am pleased to have 

participated to this event and I hope to participate again in the 

future.  
パオロ・マルティッツィ : Paolo Martizzi  

国際資源学研究科 資源学専攻 資源地球科学講座 博士後期1年 

第三の故郷を見つける農家民泊２０１７ 

今年も，秋田県内高等教育機関の留学生とともに，秋田県仙北市西木町において，農家民泊を実施しました。本事業は，日本学生支

援機構「公益財団法人中島記念国際交流財団助成」の支援のもと，毎年，実施しています。今年も，二回の農業体験プログラム（農

業体験ツアー，収穫感謝祭ツアー）を行いました。(国際交流センター 市嶋 典子） 

金 ハンソル : Kim Hansol 

理工学部 システムデザイン工学科創造生産工学コース 1年 
鄭 化氷 : Zheng Huabing   

教育文化学部 地域文化学科 地域社会コース ２年 



 

 

フライベルク工科大学【ドイツ】 

 私はドイツのフライベルク工科大学においてセメント化学分野に在籍し授業を受け，修士論文の研究を進めています。私が留

学生活の中で衝撃を受けた事は，欧州の学生にとって「留学は学生生活における経験のひとつに過ぎない」という認識です。私

は留学するまで，強く決意した学生だけが留学を実現出来ると認識していましたが，彼らにとってそこまでハードルの高いもの

ではないそうです。英語を身につけなければ自分が国際社会で通用しないという

気持ちが一人ひとりに備わっているように感じます。 

 また，ドイツの日曜日はスーパーをはじめとしたほとんどのお店が閉まってい

ます。自分の時間を大切にする文化が社会の仕組みにも表れていると感じまし

た。そんな中，私の休日の楽しみは友達とハイキングへ行くことです。日本にい

た時はレジャースポーツにあまり興味がなかった私ですが，次はあそこに行きた

いと友達に話すほどです。 

 この５か月を振り返ると，自分から行動していかなければ何も伝わらない，進

まないという状況で，自分自身を英語でどう表現するかが最大の課題であると感

じています。しかしこの課題が最大の成長点に繋がると考え，残りの留学生活を

楽しみたいと思います。 

佐川 奈津子 : Sagawa Natsuko 

理工学研究科 博士前期課程 システムデザイン工学専攻 ２年 

ニューファンドランド メモリアル大学【カナダ】 

私は現在カナダ最東端に位置する島，ニューファンドランドで留学生活を送っています。ニューファンドランドの文化はカ

ナダの他の地域と比べても少し変わっていて，とても面白いです。ニューファンドランド特有の食事，自然，そして方言は他

の地域では体験できないものばかりです。また，ニューファンドランドは島なので，大都市のような利便性には欠けますが，

そこに住む人たちは本当に温かく，町はきれいで，何より治安が良いです。 

私が通っているメモリアル大学にはいくつかキャンパスがあり，キャンパスによって履修可能な授業の分野が異なります。

秋学期はグレンフェルキャンパスにて，主に語学学校の授業を受けて英語力を

高めました。そして現在はセントジョンズキャンパスで言語学や英語教育につ

いて学んでいます。日本では学ぶことができないより深い内容を常に吸収でき

るのでとても充実しています。 

授業外ではJapanese Culture Clubに参加して，日本文化を通じて現地の

学生と交流しています。節分イベントでは日本人学生が企画・運営をすべて担

当し，プレゼンテーションや節分に関連したゲームを行い，現地学生に日本文

化を楽しんでもらいました。 

こちらで生活しているともちろん辛いことはあります。言葉が通じなかった

り，日本では当たり前のことが当たり前ではなかったりします。しかしそれを

少しずつ克服していくことで，英語力はもちろん，考え方の面においても，日

本では得られない成長を実感することができます。残りの留学生活も自分を成

長させられるような有意義なものにしたいです。  

高田 篤希 : Takata Atsuki   

教育文化学部 学校教育課程 英語教育コース  ３年 

セントクラウド州立大学【アメリカ】 

 平成２９年８月から現在まで，セントクラウド州立大学に留学しております。

夏は涼しく，秋と冬は秋田よりも厳しい寒さが続いておりますが，体調管理に気

を付けながら過ごしております。私の留学生活ですが，まず，最初の数か月間は

英語だけを使っての人間関係になかなか慣れず，苦痛な日々を過ごしていまし

た。秋田でも友達と英語を使って会話をしていましたが，彼らは日本語も話せる

ため，なんの壁も感じることなくコミュニケーションがとれていましたが，こち

らでは全く違います。大変でしたが，自分の英語力を見直すいいきっかけになり

ました。JP Networkという日本文化に興味がある人が集まるコミュニティーが

あったり，また，アニメや漫画がすきだという人が多かったりなど，たくさん会

話が弾むこともありました。また，何よりも嬉しくて幸せなのは，ありのままの

自分を受け入れてくれる人たちがたくさんいたということです。何度も自分を見

失いそうになり落ち込んだこともありましたが，そんな時に支えてくれる人たち

がたくさん現れてきて，驚きと喜びの連続です。欠けているものに目を向けるの

ではなく，今自分がもっているものに喜びを感じるべきだと実感する毎日

を過ごしております。 

戸巻志穂 : Tomaki Shiho 

教育文化学部 学校教育課程 英語教育コース ４年 
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■国際交流協定校情報（平成30年６月2５日現在） 

大学間協定 ２８カ国・地域5６大学    

部局間協定 9カ国・地域19学部等（平成29年12月21日現在） 

■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 

専任教員よりひとこと 

 かねてから「ライフハック」に取り組んでいます。というと大袈裟ですが，テレビや雑誌で紹介される「裏ワザ」や「便利

グッズ」のようなものを生活の中に意識的に取り入れ，生活改善の一環としてやっています。 

 『ライフハック大全』という本の中に「旅行の持ち物は一覧にしてスーツケースの中に入れておく」というワザが載ってい

ました。ちょうど海外出張に行く機会があったので，実践してみました。持ち物を一覧にしたところ，パスポート，財布，ス

マホ，ノートパソコン，本，書類などあわせて手荷物が36点，着替え，日用品などスーツケースの中が46点ありました。重

さは5.5kgと13kgでした。一覧のおかげで，忘れ物の心配はなかったのですが，ふと，出発する前に荷物を眺めたら，パス

ポートと財布とスマホがあれば，事足りるのではないかと思いました。いつか，そんな旅行をしてみたいものです。次の出張

の前に一覧の見直して，荷物の軽量化を図ります。       （佐々木 良造 : Sasaki Ryozo 国際交流センター 助教） 

 

 祭りの日の朝，寮の前にみんなで集まって，神社まで歩きました。道の途中で人々はこの大きくてカラフルな物を準

備したり運んだりしているのを見ました。神社に着いたら，子供達が大勢あのカラフルな物の周りで笑ったり遊んだし

ていました。子供だけではなくて大人達も会社員達も特別な飾りつけをした大きな物を運

んでいました。 

 後で，聞いてみたところ，この大きい物は「ぼんでん」というそうです。そのぼんでん

は，中にお米のバスケットがあります。それから，

幸運のため，皆はぼんでんを運んで，誰が一番神社

に着くという勝負をしました。なまはげの太鼓演技

も見ました。 

 この祭りは昔の伝統的な習慣を守っています。私

はぼんでん祭りの雰囲気を感じて「秋田に留学して

よかった」という気持ちが溢れました。 

アマルギオアイレ・ディアナ : Amarghioalei Diana  教育文化学部 日研生 

もちつき 

 国際交流センターでは，平成２９年１２月１４日（木）に留学生体験行事「日本のもちつき」を

開催しました。秋田大学の留学生や大学近隣の町内会の皆さま,秋田大学の教職員など約70名が集

い，町内会の皆さまの手厚いご指導のもと，皆で協力してもちつきを行いました。つきあがった餅

は，お供え用の鏡餅，あんこを中に入れた大福餅，きなこをまぶした餅やお雑煮にして皆で試食

し，留学生に日本の正月文化を感じて貰う良い機会になりました。（留学生交流・支援担当） 

秋田留学生交流推進会議 

 平成29年12月４日（月）秋田大学を事務局とする秋田留学生交流推進会議が秋田大学一
般教育一号館２階会議室で行われました。本会議は，年１回の会議の開催と広報誌「あきた
留学生交流」を発行しており，会議の後行われた懇親会では，本学の他，ノースアジア大
学，秋田県立大学，国際教養大学，秋田工業高等専門学校の留学生計32名を交えて，行わ
れました。大学の垣根を越え，交流する機会となりました。県内の国際交流事業についてま
とめた「あきた留学生交流」は下記ＵＲＬよりご覧ください。 

http://www.akita-u.ac.jp/honbu/inter/in_inpulsion.html （国際企画担当） 

ぼんでん祭り 

毎年１月１７日に太平山三吉神社で開催される梵天祭（ぼんでんまつり）は秋田の冬の風物詩です。 

今年も「秋田・韓国留学生支援会」による三吉神社ぼんでん祭りへの奉納に，留学生が参加しました。 

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

