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異文化交流サークル ACE 

2015年度 活動報告書 

 

1. ACE とは 

文責 形田怜央菜 

≪活動概要≫ 

  私たち ACE（Action group for Cross-Cultural Exchange）は、「交流・架け橋・ボ

ランティア」を 三大理念に掲げ、新しく名古屋大学を訪れた留学生の新生活をサポー

トすることを主な活動とするサークルである。留学生をはじめとし、日本人学生まで対

象にした交流イベントも 1,2ヶ月に 1 回程度のペースで企画・運営している。普段は

週 1 回、月曜の夜にインターナショナルレジデンス 東山の会議室をお借りしてミーテ

ィングを行っている。ACEは、留学生を支援し、日本人学生と留学生の交流を促進する

ことを目的として 1988年 6月に全国に先駆けて結成された。 

  

≪組織編制≫ 

 毎年 6月にある「まじめ合宿」で代替わりを行っており、2015年 6月からは 28代(主

に 2 年生)が中心となり運営している。28 代の役職は、代表 1 名、副代表 2 名、会計 1

名、広報 1名、AFSA班(月 1 回行われる AFSA（愛知留学生会）会議に参加し、AFSA が

主催するイベントの運営に携わり、サポートを行う役職)4名、ACEメール(他団体や ACE 

への参加希望者からの連絡が届くメール)・メーリングリスト(ACEメンバーへの情報共

有のために一斉送信されるメール)担当 2 名、ホームページ担当 2 名、One Drive(イベ

ントのマニュアル等を共有しているクラウド)・議事録メーリングリスト(毎週のミーテ

ィング後にその日の議事録をメンバーに知らせるメール)管理担当 1 名で構成されてい

る。 

 各イベントの運営は毎回立候補によって決まったチーフ・サブチーフが行っている。 

名大のみならず、南山大学、金城学院大学、椙山女学園大学、名城大学等の近隣の大学

からもメ ンバーが集まっており、全体の人数も年々増加傾向にある。  

 

≪2015 年度年活動概要≫ 

4月 受け入れ活動、新歓活動 

5 月 受け入れ活動、5月企画 

6月 まじめ合宿、水鉄砲遊び(雨天中止) 

7月 七夕企画、ボール遊び(雨天中止) 

8月 木浦大学短期留学生との交流、キャンプ、富士山登山 

9月 受け入れ活動 

10 月 受け入れ活動、ハロウィンパーティー 
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11 月 紅葉ライトアップ鑑賞、11 月企画 

12 月 留学生の夕べ、クリスマス企画 

1月 正月企画、柳橋中央市場散策 

2月 スキー、ナガシマ探索 

3月 新歓活動、お花見、春企画 

 

2. 2015 年度 ACE 活動報告 

受け入れ活動(4月、10月)        文責 金子直可 

名古屋大学には 4月と 10月のはじめに留学生が入学する。そ

こで、わたしたちは年二回、留学生に向けて受け入れ活動を

行っている。 

 入寮サポートでは、東山、山手、妙見、桜山の４つの寮のお手伝いをする。スム

ーズな案内ができるよう、当日までに、説明する内容や寮の設備を書いたマニュア

ルを作成し、さらに勉強会を行って当日の流れや注意事項を確認する。当日は、前

回までにでた反省や勉強会の経験を活かしながら、新しく来た留学生に案内をする。

はじめに入寮に必要な書類記入のサポートをし、生活上の注意事項等を説明、その

後部屋へ案内して、電化製品の使い方や周辺施設の説明を行う。毎回４つの寮をお

手伝いしているため、人手不足から留学生１人にかけられる時間が少なくなり、説

明不足になりやすい。今後は、必ず伝えなければならないことをピックアップして、

説明漏れがないようにするなどして、効率よくサポートしていきたい。 

わたしたちは入寮サポートのほかにも、留学生に楽しんでもらえるようなイベン

トもいくつか企画している。 

キャンパスツアーは、留学生に名古屋大学内を案内するものである。いくつかの

グループに分かれて行動するので、留学生と日本人の交流も深まり、これをきっか

けに留学生と仲良くなることも多い。しかし、時間が短いことや、わたしたちの知

識不足で留学生からの質問に答えられないこともあり、今後改善していく必要があ

る。 

また、受入支援の一環として、春と秋に NUFSA と共催でバザーを開催している。

生活に必要な物品を、低価格で購入できるので留学生には大変人気である。バザー

は、ACE 単独で行うものではなく、名古屋大学留学生会(NUFSA)や地域のボランテ

ィアの方々などにもご協力をいただいてい

るため、大学外部の方々との関係も大切に

しながら行っている。 

 ウェルカムパーティーは、留学生同士、

また留学生と日本人が交流することで、友

達を作ることのできる場を提供することを
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目的としている。軽食やおかし、ドリンクを楽しみながら、ゲームに参加したり、

皆でダンスをしたりすることでお互いの距離を縮めることができる。 

 遠足は、留学生と日本人からなるグループで行動し、名古屋市内を案内して１日

を楽しむものである。遠足を通して、日本の文化を知ってもらうことができる。 

 これらの受け入れ活動の最終目標は、わたしたち日本人が留学生と友達になるこ

とである。まずは留学生をサポートするわたしたちが、楽しんで受け入れ活動を行

っていきたいと思う。 

 

五月企画(5月)                         文責 渡辺祥太 

毎年五月に行っている留学生とのイベントであり、今年は「DICE TRIP」という企画

をおこなった。これは、名古屋市の地下鉄路線図を使った大規模なすごろくゲームで、

行く先々で与えられるお題を解いていく企画であった。グループは日本人と留学生の混

合チームで作られており、初対面の留学生も多かったが、お題を一緒に考えていくうち

に自然と仲良くなることができた。 

 五月企画は参加人数も多く、ACEが主催する留学生とのイベントの中では比較的規模

が大きい方である。 

 

 

まじめ合宿(6月)                        文責: 杉田貴広 

まじめ合宿とは毎年 6月の第二週の土日に行われる ACE の合宿であり、ACEにとって

の様々な節目やきっかけとして大きな役割を担う合宿である。 

まず第一目的として、この日に代替わりが行わ 

れる。そこでそれまでの 3年生の運営から 

2年生へと運営権が移り ACEの新たな年 

が始まる。 

続いて、新入生から始まり様々な学年が集い、 

交流を深めるということも合宿の大きな目的の 
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一つである。新入生にとっては知らない先輩や 

同輩ばかりであり、ここでの交流がその後の仲の深まりに繋がっていく場合が多い。 

更には新入生の歓迎という意味も持つ。7 月に行われる七夕企画のチーフを、ACE なら

ではの経験をしてもらうため、そして、運営というものを体験してもらうために、毎年

1年生がやっている。そしてそのチーフ決めがこの合宿内で行われる。 

ただ、恒例の行事ということもあり、既存の上級生が盛り上がり、状況をうまく飲み

込めない新入生が蚊帳の外にいるような心境を抱く場面もある。新入生はこの合宿をあ

まり覚えていないことも少なくない。その為次回はそういった点の改善を試みていきた

い。 

 

七夕企画(7月)                        文責 伊藤滉太  

今年は 7 月 11 日(土)に開催した。初めに七夕のエピソードを劇で紹介した後、かき

氷、流しそうめん、短冊、川柳、鈴投げ（輪投げのようなもの）、水風船をブース形式

で用意し日本の七夕や夏祭りに関する文化を紹介した。  

 実施した感想として、まず、参加者が昨年度に比べて大幅に減少したことを残念に感

じた。Facebook などを用いた広報をより早めに行うなどの対策が必要である。実施内

容に関しては、劇、かき氷、流しそうめんが非常に人気であり、良かったと思うと同時

に、他の企画へ上手く人を分散させるための努力の必要を感じた。また運営面に関して、

七夕企画は毎年一年生が主体となって行うものであるが、一年生間の協力や連絡が不十

分であった。来年度は、一年生それぞれが周りを見て動けるよう、先輩の立場からサポ

ートしたい。 

 

  

キャンプ(8月)       文責 朝日一輝 

 ACE の夏の一大イベントで、例年 8 月の夏

休みに行われる。昨年はあいにく台風のため

に中止となったため、今回は 1 年生にとって

も 2 年生にとっても初めてのキャンプとなっ
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た。約 50 人の ACE メンバーと、ゲストとして来てくれた留学生 1 人で向かった先は、

愛知県は奥三河の新城市にある愛知県民の森。夏の日差しが川面で輝くキャンプ場内の

川で水遊びや、頭も身体も使い夕飯の食材をかけて挑戦したレクリエーション、キャン

プの定番カレー作りに、真夏の夜空の下でのキャンプファイヤーに、暑さも忘れるよう

な肝試しと、枚挙に暇がないほどの楽しい夏の思い出作りをすることができた。キャン

プの夜に見た流れ星のように楽しい時間は瞬く間に過ぎ、テントで一夜を明かした 2日

間のキャンプもあっという間に帰宅の途につくことになったが、これを通じてメンバー

の仲は上級生下級生問わず、さらに縮まったように感じられた。 

 

 富士山登山(8月)                      文責 寺岡 奈津未 

 毎年夏休みに、留学生と一緒に富士登山をする企画である。世界遺産に登録された、

日本一の山をみんなで協力して登るため、達成感を味わうことができる。富士登山は決

して楽なものではないが、山頂から見える御来光や雲の上から見下ろせる風景、澄んだ

星空などは絶景であり、一生の思い出を作ることができる。 

残念ながら、昨年は暴風により、バスで富士山 5合目まで行ったものの登山すること

ができなかったが、間近で富士山を見ることができた。 

みんなで協力して登る仲間がいる学生だからこそ、富士山に登るのは良い機会である

だろう。 

  

  

 

 

 

 

 

3. 来年度に向けて 

 

 

 

ハロウィンパーティー(10 月)                  文責 黒井麻由 

ACE 主催のハロウィンパーティーでは留学生と日本人学生（名古屋大学・南山大学・

金城学院大学など）が楽しみながら交流することを目的とする。今回は、Mei－dining

を貸し切って行った。また、本年度は秋のウェルカムパーティーの開催が出来なかった

ので、お菓子だけなくご飯も頼み、盛大に行った。参加者には自由に仮装をしてきても

らい、イベントとして仮装コンテストをエントリー制で行った。仮装コンテストも盛り

上がり、それぞれ会話をしながら仲を深めることができた。 
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11 月企画(11月)                        文責 宗宮駿介 

ACEのメンバー同士の仲を深めることを目的に今回、津への一泊二日の小旅行を実施

した。皆の知らなかった一面を発見しよう、というテーマの元、ウォークラリーやク

イズを通して結束力などを高め、さらに今後の国際交流の企画案としてグループごと

に新たな国際交流イベントを考え発表した。6つの案の仲からうどんを作る企画が最優

秀企画として選ばれ五月に留学生も呼んで開催することが決定している。 

団体での移動ということでスケジュール通りにはいかなかったが、各企画をみんなで

楽しむことができ、テーマであった他のメンバーの意外な一面を発見することが出来た

のではないかと思う。この企画で高めたチームワークを今後の活動に活かしていきたい。 

 

留学生の夕べ(12月)                      文責 速水沙織 

留学生の夕べとは、AFSA(愛知留学生会)という団体が毎年１２月に名古屋国際センタ

ーで行っているイベントである。私たち ACEは、名古屋学芸大学の ICCや名古屋工業大

学の学生と共に運営のサポートをしている。留学生の夕べでは、留学生が母国の文化を

紹介しながら日本人と交流を図ることを目的としており、今年度は留学生による歌やダ

ンスのパフォーマンス、各国の文化を紹介するブース、各国の料理を作ることができる

料理教室などを設けた。今年度は様々な民族衣装を試着できるブースや、ヘナタトゥー

の体験ができるブースや、ベトナムコーヒーを試飲できるブースなどが特に盛り上がり

を見せていた。多くのお客さんが来てくださり、非常に楽しいイベントにすることがで

きた。 

 

 

 

 



 44 

クリスマスイベント(12月)                   文責 木村健吾 

12 月 20日にアメニティハウスにて、日本人学生と留学生の交流を図るクリスマスイ

ベントを開催した。４つのミニゲームにグループで挑戦し、合計ポイントに応じてサン

タから景品をプレゼントした。特に盛り上がったのは、箸を使って小さなチョコレート

を別の皿に移し替えるゲームだった。４人のリレー制で移し終えるタイムを競ったが、

留学生の中にも箸の扱いが上手い人もいて、チームで応援しあいながら楽しめた。こう

いった体を動かすアクティビティは、何をしているかが一目瞭然であり、言葉の障壁を

取り去るには最適だと感じた。最後にはフリートークの時間を設けて、新たな友人を作

ることができた。一方で、遅れてきた参加者が自己紹介をする場面がなかった、自分の

グループ以外の人とも仲良くなる機会が欲しかった、といった意見もあったため、今後

グループ形式のイベントを行う際の改善点としていきたい。 

 

正月企画(1月)                         文責 井上遼 

 1月 5日に、東山レジデンスにて、留学生に日本の正月を体感してもらうための企画

を開催した。内容としては、賽銭式で参加費を支払ってもらってからの初詣もどきや、

かるた大会、餅つき、書初め、しめ縄づくりを行った。各企画自体は好評でよかった。

今年の特徴としては高さ約 2ｍの鳥居や、木で作った賽銭箱、そしてしめ縄づくりが挙

げられる。例年行っている餅つきや書初めなども併せてとても楽しめたと思う。しかし、

マニュアルやタイムスケジュールに問題があり、進行がうまくいかなかった点が反省で

ある。次回に活かしたい。 

 

３．来年度に向けて 

 文責 形田怜央菜 

 本報告書を編集するにあたり、ある日のミーティングで、2015年度の ACEの活動の

印象をメンバーにアンケートをとった。出てきた意見として多かったものは、留学生と

の交流が楽しかった、というものや、昨年に比べ留学生との交流の機会が減ったように

感じる、というものだった。たしかに、具体的な数字は判明しないが、七夕やハロウィ

ンパーティーなどの毎年行っているイベントに関して、昨年度よりも留学生の参加人数

が少なくなってしまった印象があるのは否めない。また、イベントを進行するにはチー

フやサブチーフの存在が必要不可欠であるが、その役割を担う人がなかなか決定せず、

昨年よりもイベントの開催回数が減少してしまった。つまり、ACEの実情として、イベ

ント等を通じて留学生との交流を図り、それをメンバーは楽しんでいるのでサークルと

しての目的は達成しているが、その裏側では留学生の参加数減少とイベント進行のため

の人材不足が進んでいる。 

 しかし、アンケートで出てきた意見の中には、ACE のメンバー同士での交流が活発で

あることや、イベント進行の役割を果たした後の自己成長と達成感の醍醐味を感じたな
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どの意見も出てきており、サークル自体の雰囲気はとても良い状態であると思う。そこ

で、その良い雰囲気の中で、イベント進行の楽しさややりがいを後輩たちに伝えていく

こと、そうしてより楽しいイベント作りを ACE全体で考えていくことで、今後より多く

の留学生のイベントへの参加や深みのある交流が可能になるのではないかと思う。 

 ACE のメンバーが ACEの活動に求めるものは非常に多種多様であり、それが ACEの活

動を活発にしているのと同時に、実際に運営していく負担をメンバー一様に分散させら

れない、という結果を生んでいる。この課題はおそらく ACEがこれまでも、そして、こ

れからも抱え続ける課題であると思うが、この課題を出来る限り解消させるように働き

かけていきたい。そうすることが、これまでの活動の良さを受け継ぎながら、より幅と

深みを増した活動を行えるようになることに繋がると期待している。 

 


