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【２０１8年３月１５日発行】 

 11月6日，山本文雄学長が佐藤時幸副学長・大学院国際資源学研究科長等とともにアラブ首長国連邦

（UAE）大学を訪問し，大学間学術協力協定を締結しました。UAE大学で執り行われた署名式では，山

本学長とAlbaili 学長が和やかな雰囲気の下，協定書にそれぞれ署名し，山本学長から「本協定に基づく

具体的な協力として，資源開発に関する地質・地球物理学分野における共同研究，研究者や学生の交流

等が期待される」との挨拶がありました。 

 UAE大学は，1976年に連邦を構成する7首長国の一つであるアブダビ首長国の東端に位置する都市

アル・アインに設立された同国最初の国立大学で，教育・研究水準及び規模ともに同国屈指の総合大学

です。本学にとってUAEの大学との協定締結は初めてとなり，本協定に基づいて，UAE大学内に秋田大

学の共同研究室が設置されました。 

藤井 光 Fujii  Hikari  国際資源学研究科  教授   

 【アラブ首長国連邦】アラブ首長国連邦大学と協定締結 

【インドネシア】 プルタミナ大学と協定締結 

  8月16日，山本文雄学長が佐藤時幸副学長・大学院国際資源学研究科長

等とともにインドネシア・ジャカルタのプルタミナ大学を訪問し，大学間学術協力協定を締結しまし

た。プルタミナ大学で執り行われた署名式では山本学長とAkhmaloka 学長が協定書にそれぞれ署名，

続いて行われた懇談ではプルタミナ大学のSoetjipto副学長（研究・開発・パートナーシップ担当），各

学部長及び各学科長等も加わって，協定に基づく今後の交流について意見交換を行うとともに，キャン

パス内の施設を見学しました。また，翌17日にはインドネシアの独立記念日を祝うプルタミナ大学の教

職員の記念行事に参加し，交流を深めました。 

 プルタミナ大学は，2016年2月にインドネシア国営石油のプルタミナ財団により設置された私立大

学で，将来的に世界水準の大学となることを目指し，現在，積極的に国際連携を図っています。 

 インドネシアの大学との協定は，バンドン工科大学，ガジャマダ大学及びトリサクティ大学に続き4

番目となります。今後，両大学における資源学分野を中心に，学生・教員の交流，研究協力，国際共同

シンポジウムの開催等の交流が活発化されることが期待されます。 

佐藤 時幸 Sato Tokiyuki   国際資源学研究科長 

  ・協定締結          （１）      

  ・留学関連イベント   （２） 

  ・留学フェア      （３）      

  ・留学体験記      （４）  

  ・留学生行事      （５-６） 

  ・国際交流センターから （７） 



秋大生ＥＸＰＯ2018！＆Global Cafe  

 12月，1月に渡り，留学促進活動として２つのイベントを開催しました。活動の目的は，秋田大学の

学生の「留学へのハードルを下げる」ことです。留学と聞くと，語学力，在学期間延長，経済的負担

等，懸念要素が容易に挙げられる一方で，秋田大学から様々な形で留学を経験した学生が増えているこ

とも事実です。留学に関する生の声，目的を持った留学，留学経験がその後どのように活きているか，

これらを 「経験者の立場」から後輩たちに伝えたいという想いから活動に至りました。 

 12月18日開催の「秋大生留学EXPO 2018！」では，交換留学・インターン・私費留学プログラ

ム・トビタテ留学JAPANプログラム・JENESYSプログラムなど，多様な形での留学経験者を集め，

ポスター掲示にて留学紹介を行いました。お昼の大学会館での開催や，ポスター記入事項の統一等，よ

り多くの学生に参加してもらえるよう工夫しました。 

 また1月には，12月のイベントで留学に興味を持った学生，トビタテ留学JAPANプログラムの応募

に意欲のある学生を対象に，個別に相談に乗れる「Global Cafe」を開催しました。トビタテ留学

JAPANで留学した学生でシフトを組み，週二回必ず図書館にブースを作り経験者と話せる環境を作り

ました。 

 所感として，どちらのイベントも予想以上の学生や

職員の方に足を運んでいただけたと思います。学生の

悩みや疑問に対して，経験者だからこその視点でアプ

ローチできました。また，活動を進める上で，トビタ

テ生と国際課の方々との円滑な連携ができたことも，

成功のポイントです。これらのきっかけを通し，学生

にとって，少しでも留学という選択肢が身近になれれ

ば幸いです。今後の秋田大学の留学機運向上に期待し

たいです。 

馬場 実里 Baba Minori  

国際資源学部 資源政策コース 4年  
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秋田地域留学生等交流推進会議 

 12月7日，今年度で30回目の開催となる「秋田地域留学生等交流推進会議」が開催されました。本会

議は秋田大学国際課に事務局を置き，秋田県内の高等教育機関，地方公共団体，経済団体及び国際交流団

体等を構成委員としており，年1回，外国人留学生の受入推進に関する協議を行っています。当日は２３

名が出席し，秋田県内での国際交流状況について意見交換を行いました。また，会議後の懇親会には秋田

県内の留学生２６名が参加し，会議委員が留学生との懇談を通して実情を把握した他，所属大学・高専の

垣根を越えた交流を行いました。 

 今後は秋田県内の留学生と日本人学生および地域住民の積極

的な交流を推進するため，国際交流事業について積極的に情報

提供を行う予定です。下記HPにて随時情報を掲載予定ですの

で，ぜひ御覧ください。 

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

国際課 国際企画担当 
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ベトナム留学フェア 

 10月6，7日にベトナムのホーチミン市，ハノイ市で開催された日本留学フェアに国際交流センターの市嶋

典子准教授，国際課の荒川陽子主査とともに参加し，理工学部への留学方法を中心に説明してきました。ベト

ナムの日本留学熱は高く，両日とも約50名の本学ブースへの来場者がありました。「留学」という二文字が

ベトナムの若者達の人生を切り拓く選択肢となっていることを改めて感じました。今後ベトナムからの留学生

は着実に増加することが予想され，秋田大学としても前向きに対応して行く必要があるでしょう。理工学部と

しては渡日前入学許可制度の強化，拡充がポイントとなるかもしれません。 

余談ですが，印象的だったのはホーチミンとハノイの違いです。

ホーチミンでは大したセレモニーも無く実質重視でしたが，ハノイで

は大使館関係者なども出席の上，開催式典が重々しく執り行われまし

た。JICAが支援している日越大学はハノイに立地します。日本の目

はハノイに向いているようです。一方，VGU（Vietnam German 

University）はホーチミン郊外にあり，欧米は比較的ホーチミン重視

の側面があります。私たちがベトナムという国と付き合う際に，どの

ような立ち位置で臨むか，一考の必要はあるかもしれません。 

マレーシア留学フェア 

 12月15，16日にクアラルンプールでの日本留学フェアに，国際資源学部の千代延俊准教授，国

際交流センターの佐々木良造助教，国際課事務職員の角田美穂子氏と共に参加しました。2日間で約

60名が本学ブースに来場し，多くが大学院留学の希望者でした。希望する研究分野に近いテーマの

教員の紹介など，通訳を介して説明しました。 

翌17日には，帝京マレーシア日本語学院での説明会に参加し，ブースでの説明に加え，大学紹介

のプレゼンテーションも行いました。ブース来場者とプレゼン聴講者はそれぞれ約20名でした。

フェアにも共通しますが，授業料，生活環境，行事，英語での教育の可否，などの質問が多かった印

象です。翌18日午前には，マラヤ大学予備教育部日本留学特別コースを訪問し，現地教員との懇談

や，協定窓口との面談を行いました。秋田大学に留学した卒業生も多く，勉学・生活面について情報

交換をしました。 

同日午後には，日本マレーシア工科大学を訪問しました。実験

設備を見学させていただき，学生交流の可能性について現地教員

と懇談しました。今回の説明会の参加および訪問が，今後の留学

希望者の増加につながることを願っております。 

 

三島 望 : Mishima Nozomu  理工学研究科 教授 

福田 誠：Fukuda Makoto 理工学研究科 講師 

留学フェア 
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セントクラウド州立大学（アメリカ）  

 私は，アメリカのミネソタ州にあるセントクラウド州立大学に一年間留学していました。大学では，

自分の専攻である英語教育に関する授業をメインに取りました。クラスメートとのディスカッション

や，自分で英語のテストや授業計画を作るような実践的な授業も多く，学ぶことがたくさんありまし

た。自分の専攻以外でも，人種問題とフェミニズムについて興味があったので，それらに関する授業も

取りました。こういった問題はアメリカで深く議論されているトピックですが，私は今まであまり深く

考えたことがなかったので，授業を通して自分の視野を広げることができました。 

 課外活動にも力を入れました。JP Networkという，日本人と日本に興味のある外国人が集まるクラ

ブに所属し，幹部としてイベントを企画したり，日本文化クラスを運営したりしました。大学外でも，

地元の小学校を訪問し，日本文化について教えるプロジェクトを立ち上げ，日本のお正月などについて

の授業をしました。また，夏休みには学内にある児童所でボランティアとして働いていました。このよ

うな経験は，英語を使ってリーダーシップを取ったり，周りの人とコミュニケーションを取り合って働

いたりする良い機会になりました。この留学では，毎日がとても新鮮で，素晴らしい経験をすることが

できました。特に，言葉や文化の壁を乗り越えて信頼関係を築いた友人たちは一生の宝物です。この経

験を将来に繋げられたらと思います。 

京谷 佳凜  Kyouya Karin  

教育文化学部 学校教育課程 英語教育コース  ４年 

ハンバット大学（韓国） 

 こんにちは。韓国の国立ハンバット大学校に留学中の秋林鮎美です。私の留学生活について簡単ながら

紹介したいと思います。 

 まず大学での授業は，韓国語の授業と韓国人学生に混ざって聞く学科の授業を聞いています。韓国語の

授業では，初級，中級，高級に分かれていて私は中級を受講しましたが先生が，面白く丁寧に教えてく

ださるので難しくなかったです。そして，学科の授業では韓国人学生に混ざって聞くので，専門性の高

い単語や難しい表現も多く，そのおかげでさらに韓国語が伸びたと思います。 

 また日々の生活もとても充実しています。初めは韓国人学生と交流が少ないのではと心配していました

が，私の所属が日本語科ということもありますが，日本に関心がある

学生が多く，友達がたくさんできました。その友達との付き合いの中

で韓国の文化や日本との違いを学べて，有意義な時間を過ごせている

と感じています。 

留学に来て約半年が過ぎましたが，沢山のいい経験ができ視野が広く

なったと感じる嬉しさ，楽しさと同時に時間の早さを感じています。

残りの半年は今まで以上に意味のある時間を過ごし，最後まで後悔の

ない留学生活を送りたいです。 

秋林 鮎美 Akibayashi Ayumi 

教育文化学部 地域文化学科 人間文化コース  ２年 

留学体験記 

授業を受けている教室の様子 

  筆者右から2人目   筆者前面中央 



山田の盆踊り大会 

 会場に到着すると見渡す限りの稲田。初めて見る広

大な美しい風景に感嘆するのも束の間，これまた初め

て浴衣に袖を通しました。中々上手に着付けず，周り

の手も借りながら浴衣に着替え終わると，そのままお

祭りが始まりました。横笛担当となった人達は音を出

すのに苦労している様でしたが，踊り担当となった私

は伸び伸びと楽しむ事が出来ました。これからも沢山

の機会を通じて，秋田の魅力をもっともっと知ってい

きたいと思います。 

武 岳 Wu  Yue  理工学研究科 研究生  

酒米稲刈り交流会 

 初めての稲刈りに意気込んでいた私でしたが，作

業着に着替え終える頃にはすっかり不安になってし

まいました。というのも，稲田に裸足で入るという

事に心許無さを覚えたからです。裸足で痛くはない

か，怪我はしないかと不安でしたが，実際に足を踏

み入れてみると，そこまで気にする必要がなかった

事が分かりました。お手本の様に上手には出来ませ

んでしたが，実際に鎌を使っての稲刈り体験は新鮮

で楽しかったです。 

武 岳 Wu  Yue  理工学研究科 研究生 

梵天祭り～今まで見たことない新しい日本文化，梵天祭り～ 

 2019年1月17日秋田県秋田市にある大平山三吉神社で梵天祭りが開かれた。梵天祭りは梵天を3～4

人の人が持ち上げ，神社の社殿の前まで並んで行って，社殿で奉納する祭りである。今回の梵天祭りに秋

田大学の留学生・日本人学生・日本人教員を含め，30人が参加した。秋田大学留学生は今回の梵天祭り

の参加を通じて，今まで経験できなかった神社の文化について体験できるきっかけになったと話した。ま

た，教科書や本では学んだことがないので，カル

チャーショックだと言った学生や，面白くて新鮮な祭

りだと言った留学生もいた。今回の体験によって，秋

田大学留学生は新しい日本文化について習うきっかけ

になった。今回，秋田大学留学生が梵天祭りに参加で

きたのは，秋田韓国留学生支援会のおかげである。支

援会のみなさんは，私達が温まれるようにと，おいし

いうどんもふるまってくださった。本当にありがとう

ございました。 

イ・ジュヒョン Lee Juhyeon  

教育文化学部 特別聴講生 
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草木谷農村体験 

NPO法人「草木谷を守る会」が主催する山田の盆踊り大会（8月14日開催）と酒米稲刈り交流会（10月20

日）に参加し、留学生と地域住民が交流を行いました。盆踊り大会には留学生26名が参加し，稲刈り体験に

は留学生12名・日本人学生1名がそれぞれ参加しました。 
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もちつき  

12月20日，手形田中町内会，三吉南町内会の方々にご協力いただき、大学会館にてもちつきを開催しました。 

 The mochi pounding event this past Thursday was a nice chance for us exchange stu-

dents to get a chance to experience some local, seasonal traditions. Making the balls of 

anko bean jam, hammering the rice into paste, combin-

ing the two and finally eating them on their own or with 

the offered stew, it all created an atmosphere of warmth 

around that part of our school cafeteria. I think that 

making traditional food together is one of the easiest 

ways to bring people from different backgrounds togeth-

er, since a common language is not necessarily needed if 

the preparations are sufficiently simple and fun. Also, 

hammering your eventual food with a big mallet is what 

I at least would call fun. 

Erkki Hirvonen エリッキ ヒリヴォネン 

理工学研究科 特別聴講生 

地域住民との交流会 

1月12日，留学生会館にて，三吉南町内会をはじめとする近隣住民の方々と交流会を行いました。 

 僕は地域交流イベントのスタッフとしてイベントに参加しました。このイベントを成功させるために私

たちスタッフと先生は2回の会議をしました。会議の時はお年寄りと子どもも楽しめるゲームを考えて楽

しく会議を進めました。イベントを成功させたいという気持ちで皆，頑張って意見を交換したり，前で直

接やってみたりしながらイベントを準備しました。日本に来て皆とイベントを準備し，成功させるため

に，こんなに意見を交換したり，頑張って考えてみたりしたのは初めてで，ワクワクしました。イベント

の当日，参加した人々と初めて会った時は緊張してあまり話すことが出来ませんでした。しかし，準備し

たゲームをしながら緊張がとけてたくさん話し，仲良くイベントを楽しめることができました。そしてイ

ベントが終わる時，子供たちがもっと遊びたいと話してもらってとても嬉しかったです。その言葉を聞い

てスタッフとして参加し，イベントを準備して良かったと思いました。子供だけではなく，来てくださっ

た皆さんが楽しかったと話してくださって僕も満足感を感じました。とてもいい経験をしたと思います。 

イジョンホ Lee Jeongho 教育文化学部 特別聴講生 



（７）秋田大学国際交流センターニュース 第２８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（2018年11月6日現在） 

大学間協定 30カ国・地域5８大学    

部局間協定 13カ国・地域24学部等（20１9年1月28日現在） 

■秋田大学の留学生数（2018年12月１日現在） 

合計 200名   

学部生 91名 大学院生 63名 交換留学生・研究生等 46名 

  
新専任教員あいさつ 

 2018年10月に国際交流センターに赴任した浜田典子と申します。専門は第二言語習得で，今は，

日本語を話す人達の「対話を行う際の仲介力」に関心を持っています。対話の場を活性化させるには，

どのような能力が必要なのか，その能力を伸ばすために，どのような教育的介入が必要なのかについて

研究しています。 

この研究にたどり着いたのは，私が対話好きというところにあると思いま

す。いろいろな背景の人や異なる価値観を持っている人たちと，ある目的を

達成するために話しを重ねることで，自分が思っても見なかったアイディア

に到達する。そんな瞬間を味わうことが私の幸せです。秋田にいる人達と対

話を重ねることで，これから自分自身がどのように変わっていくのか，今か

らとても楽しみです。これからどうぞよろしくお願いいたします。 

浜田 典子 :  Hamada Noriko 国際交流センター 助教 

 仙北市西木町を第三の故郷として見つけ出してもらうことを目標としたツアーは，今年度１０周年を迎えます。

農業体験ツアー（10月13日-14日），収穫感謝祭ツアーを実施しました。 

 

 私は率直にこの農業・民泊体験に参加できて本当によかっ

たなと感じています。まず，民泊体験では，留学生のみんな

と大学にいるだけでは体験することができない「日本の農

業」に触れることができ本当にうれしかったです。留学生の

みんなにとっても，日本の農業文化に触れる機会はなかなか

ないと思うのでとても良い経験になったのではないでしょう

か。私は，青森県出身で，しかもリンゴ農家をしている家で

育ったので，留学生のみんながバッタなどの虫を怖がってい

たり，仙北の綺麗な空気に気持ちを落ち着かせたり，風景に

感動したりしている姿がとても新鮮でした。 

 実際にお世話になった門脇さんのお家は，いかにも日本ら

しい家のつくりで，その立派さに留学生の2人だけでなく私

も圧倒されていたし，2人も実際に日本らしいおうちに泊ま

ることができてとても幸せだったと言っていました。農業体

験では，門脇さんのお家のビニールハウス内でのトマトの収

穫のお手伝いをしたり，枝豆取りを手伝うことで野菜のあり

がたみを感じるとともに，大学生活の多忙さで忘れてしまっ

ていた自然の豊かさも改めて感じることができました。 

 成田 恭歌 Narita Kyoka  

 国際資源学部資源政策コース１年 

第三の故郷を見つける農家民泊2018 
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