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スモールワールド・コーヒーアワー Small World Coffee Hour 

2015 年度 活動報告 

 

総合文責:胡安琪 

 

１． 団体紹介 

Small World Coffee Hour はイベント「Small World Coffee Hour」(以下、コーヒーアワー

と省略)を企画・運営する団体である。外国人留学生や日本人学生に新たな出会いと新たな繋

がりを作る場を提供することを目的として、2005年後期に発足した。以後、イベント内容に

工夫を凝らし、活動記録のテンプレートを作成して組織運営を円滑化することで、イベント

だけでなく組織としての規模も大きくなってきている。 2015年度は、アットホームな雰囲

気を大事に楽しく発展することを目標に活動し、広報活動にも力を入れた。また、特別企画

プレゼンテーションアワーも行った。 

 

１．１ 理念 

留学生や一般学生をはじめとする様々な文化的背景を持つ人たちに、学内での交流の場を提

供することを目的としている。それぞれの文化的背景を考慮した上で、誰もが楽しめるイベ

ントが出来るよう心がけている。 

 

１．２ 特徴 

・有志の学生が中心となって活動を行っている。（学部・学年は問わない） 

・誰でも参加できるようなオープンなイベントを基本的に各学期 3回、月に 1度のペースで

開催できるよう企画・運営をしている。参加者同士が話すきっかけとなるようなテーマやア

クティビティを設定している。 

 

１．３ メンバー構成 

神谷柚衣（経済学部経営学科 3年） 

黒川綜太 （工学研究科 修士 2年）  

井上美里 （文学部 4年） 

廣瀬治佳 （情報文化部社会システム情報学科 2年） 

山本実央 （情報文化部社会システム情報学科 2年） 

野崎裕貴 （G30 経済学部 2年） 

清美樹 （工学部物理工学科 4年） 

佐藤裕子 （医学部保健学科 4年） 

岩崎絵里加 （経済学部 2年） 
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木下悟 （農学部応用生命科学科 3年） 

胡安琪 （教育学部発達科学研究科 研究生） 

森下実佐都 （情報文化学部 3年） 

太田貴都 （農学部生命農学研究科 修士 1年） 

中山清香 （教育学部 4年） 

澁谷大輔 （情報分科学部 4年） 

 

２． 活動紹介 

２．１ 活動について 

■ミーティング 

週に 1 度（毎月 3〜4 回）の頻度で行い、企画シートをもとにして、その月のコーヒーアワ

ーのテーマや内容、役割分担、会場のレイアウトなどを決めている。 各ミーティングでは、

議事録を作成し、メーリングリストで流して情報を共有し ている。 

 

■広報活動 

各イベントのポスターを、各学部および研究科・国際教育交流センター・生協・食堂などに

掲示した。また、留学生相談室から学内の留学生担当者に依頼し、イベント告知のメールを

流してもらった。さらに、新しく Facebook ページを作成した。Facebookではイベント前日

に更新することでイベント周知を図った。 

 

２．２ コーヒーアワーについて 

■当日の動き（目安） 

15:30 国際棟給湯室にてコーヒーを準備 

16:00 会場で企画シートにそって設営開始 

16:15 受付開始 

16:30 イベント開始 

18:00 イベント終了、片付け 

18:30 振り返りミーティング 

 

■本年度の工夫点                          文責：井上美里 

今年度は 6月に名大祭フリーマーケット、6月と 12月に特別企画であるプレゼンテーション

アワーがあったため、前期は 4月、5月、7月、後期は 10月、11月、1月にイベントを行い、

負担を分散した。ルーティーンになりがちな各回のアクティビティも、利き茶、お正月の遊

び、映画鑑賞など日本の要素を多く取り入れることで留学生の人気を集めることができた。4

月・10月の学期初めのイベントはフレンドリー南部で行うという形式も定着してきた。また、
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イベント中スタッフが事務的な作業に従事してしまい、参加者との交流がなかなかできてい

ないとの昨年度の反省があったので、スタッフも積極的にアクティビティに参加するよう努

めた。広報では、イベント 1ヶ月前から Facebookの更新をするようにし、新たに NUPACEの

LINE グループなども利用してイベントを周知した。 

 

３． 年間行事記録 

【４月コーヒーアワー うそつき自己紹介】                   文責：清美樹 

日時・場所： 4月 24日（金）16:30-18:00 ＠フレンドリー南部 

参加人数：約 80人 

 

イベント概要 

新学期恒例となっているイベントの 1つであるうそつき自己紹介を実施した。自己紹介シー

トには５項目ほど欄があり、参加者はあらかじめ自分の紹介文を書きこむ。その際に１つだ

け嘘の紹介を書き込む。その後、自由に他の参加者と交流し、自己紹介シートをもとに自己

紹介をし合う。話した人の名前を自己紹介シートに書き込み、嘘の紹介が分かったら名前の

隣にチェックを入れる。自己紹介シートは英語と日本語の両方を用意し、日本人と留学生の

両方が参加しやすいよう工夫した。自己紹介文は、出身、趣味、好きな食べ物という初対面

でも話しやすい内容を３つと、自由記入欄を２つ用意した。また、新学期最初のイベントと

いうことで大人数の参加が予想されたので、国際棟の１階ラウンジではなくフレンドリー南

部で実施した。 

 

実施した感想 

新学期最初のイベントということで予想した通り参加者が多かったため、フレンドリー南部

で実施して良かった。新スタッフも多く参加してくれたため、スタッフも参加者として雰囲

気作りができ、賑やかな様子であった。新学期最初のイベントとして恒例となっているがマ

ンネリ化することもなく、誰でも気軽に楽しめるイベントだと思った。 

 

気づいたこと（改善点など） 

日本語カフェも同日に行われていたため、留学生の参加者が少なかった。イベントの開催日

は他のイベントとかぶらないように配慮したり、メーリングリストなどで事前にリマインド

したりすることが大事だという教訓となった。 

 

【5 月コーヒーアワー 利き茶 ＆ 利きコーヒー】              文責：野崎裕貴 

日時・場所：５月２８日（木）16:30-18:00 ＠国際棟 1階ラウンジ 

参加人数：約５０人 
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イベント概要 

いろいろな種類のコーヒーやお茶を楽しみながら参加者同士で話してもらう。途中からコー

ヒーやお茶に関するクイズを出し、話すきっかけを作った。そして終盤に名大ブルーグラス

サークルの方々に演奏をしてもらい、音楽とコーヒーアワーを融合した。 

 

実施した感想（振り返りミーティングより） 

参加者の人数とスペースの広さがちょうどよく、後半には参加者は馴染んでおり、初めて参

加した人も話せていた。また、利きコーヒーということで、コーヒーの味がバラエティに富

んでいてよかった。そして、途中のコーヒーやお茶に関するクイズは良いテーマの誘導にな

った。最後に、ブルーグラスの演奏がよかった、という声が聞かれた。このように、生の音

楽があると良いと分かった。 

 

気づいたこと（改善点など） 

始まりの人数が少なかったので、Facebookなどを通して一週間くらい前からリマインドを行

うなどの宣伝をする。同様に、宣伝も兼ねて場所取りの紙に"Coffee Hour で使います"と書

いたり、宣伝ビラの場所を留学生がよく見るヘルプデスクの机や国際教育交流センターの入

口の壁に貼ったりするなど広報の工夫をする。 

 

【6 月 名大祭フリーマーケット出店】              文責：黒川綜太 

日時・場所：6月 5-7日 ＠名大祭 

 

イベント概要 

コーヒーアワー、ヘルプデスクなどの国際交流グループが中心となって名大祭で開催するフ

リーマーケット。開催日の１週間ほど前から国際教育交流センターで物品を募集し、名大祭

で販売する。売り上げは国際交流グループの活動資金となる。 

 

実施した感想 

国際交流グループならではのグローバルな物品が多く集まり、お客さんの興味を引くことが

できた。逆に日本の伝統的なものもあり、外国の方も多く買ってくれた。非常に暑い中での

実施だったが、みんなで協力することで多くの商品を売ることができた。 

 

気づいたこと（改善点など） 

声掛けがもう少し積極的にできるとよかった。商品を渡すための袋を多めに用意しておくべ

きだった。 
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【6 月コーヒーアワー特別企画】                     文責：井上美里 

「第 2 回プレゼンテーションアワー ～世界が広がる 22 秒～」 

日時・場所：6月 26日（金）16:30-18:30 ＠国際棟１階ラウンジ 

参加人数：50人程度 

 

イベント概要 

コーヒーアワーの特別企画として、昨年度 12月に行ったプレゼンテーションのイベントを今

年度も開催した。プレゼンターは 22 枚のスライドを 1 枚につき 22 秒で話し、全体で 8 分 4

秒を使いプレゼンを行うという特殊な形式を採用した。今回は学生プレゼンター6 名が登壇

し、そのうち 3名が日本語で、残りの 3名が英語でプレゼンテーションを行った。プレゼン

テーションのテーマについては完全に自由となっており、プレゼンターはそれぞれ、趣味や

取り組んでいる活動などについて話をした。本イベントでは、プレゼンターが自分の活動や

興味を発信し、オーディエンスがそうしたプレゼンターの活動や考え方を知ることで、参加

者全員の世界を広げていくことを目標としていた。また、プレゼンターとオーディエンス、

もしくはオーディエンス同士がプレゼンテーションを通して交流を深めることも目的として

いたため、プレゼンテーションの間の休憩時間を長く取り、参加者が会話をしやすいように

していた。また、コーヒーやお菓子を用意し、会場のレイアウト、照明、休憩時間に流れる

音楽などを工夫することで、参加者がくつろぎながら話ができるような雰囲気を作り出した。 

 

実施した感想 

第二回目とあって、イベント形式は固まっていたため前回よりは楽に準備を進めることがで

きた。2 名は公募によるプレゼンターであり、プレゼンテーションアワーの知名度が上がっ

てきているのを感じられた。今回も、アカデミック、エンターテイメント共に様々なトピッ

クが集まり、留学生が日本語でプレゼンを行うなど充実したイベントとなった。学生のプレ

ゼン技術も高く、来場者からの評判も非常に良かった。 

 

気づいたこと（改善点など） 

今回はゲストを呼ばず学生プレゼンターのみで行った。うち 4名が留学生だったため、多く

の留学生がイベントに集まってくれた。一方で一般学生が少なかったので、よりよい宣伝・

集客方法を考えたい。また、日本語と英語のプレゼンが混ざっているため、日本語がわから

ない留学生には内容を把握するのが難しいと考えられた。プレゼンに言語補助を付けるべき

かどうか検討する必要がある。イベント後に行った懇親会では、予想が外れほとんどプレゼ

ンターとスタッフしか残らなかった。前回と違いゲストスピーカーがいなかったためなどの

理由が考えられるが、今後は懇親会の方式も工夫する必要がある。 
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【７月コーヒーアワー のんびり映画鑑賞会】          文責：黒川綜太 

日時・場所：7月 10日 16:30-18:00 ＠国際棟１階ラウンジ 

参加人数：30人 

 

イベント概要 

今回はテスト前ということで、参加者にリラックスしてもらえるようなゆったりした企画に

した。会場の半分では“となりのトトロ”を上映し、もう半分ではカルタを行い、参加者が

好きな方を自由に楽しめるようにした。 

 

実施した感想 

ほとんど参加者にお任せだったが、各々交流をし映画を楽しんでくれた。カルタは外国の方

が積極的に読み手になって盛り上げてくれた。日本語の勉強にもなるのでよい機会だったと

思う。映画は昔ながらの日本の建物が出てくるところで外国の方が興味を持って見てくれた。 

 

気づいたこと（改善点など） 

映画は途中から来た方だと楽しめないため、だんだんと人数が減ってしまった。いつ来ても

楽しめるようにするということが大切だと感じたが、たまにはこういうのんびりしたイベン

トもリラックスできてよいと思った。 
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【10 月コーヒーアワー 自己紹介ビンゴ】          文責：岩崎絵里加 

日時・場所：10月 30日（金曜日）16:30-18:00 ＠フレンドリィ南部 

参加人数：約 60人 

 

イベント概要 

ゲーム開始前に 5×５マスのビンゴシートに書かれた質問に回答し、開始後に答えの一致す

る相手を探して相手の名前をマスに記入するというゲームを行った。名前が記入されたマス

が一列揃えばビンゴとして、速くビンゴを達成した人には景品を贈った。質問内容は「兄弟・

姉妹はいますか？」「何か国に旅行した経験がありますか？」といったもので、シートの質問

をきっかけに会話することで互いの自己紹介ができるようになっていた。 

 

実施した感想 

参加者の所属については、日本語・日本文化研修留学生が多かった。また、全体的に初めて

イベントに参加してくれた人が多く、参加者同士が積極的に交流する姿が印象的だった。会

話に夢中になる人が多く、他の回と比べてお菓子や飲み物が減るスピードがゆっくりだった

ようにも思えた。運営面については、普段と異なる会場を使用したが、会場の元のレイアウ

トを生かしてイベント用のレイアウトを組んだので、片付けが容易であった。 

 

気づいたこと（改善点など） 

景品がすぐになくなってしまったため、景品を贈る条件をもう少し厳しくすべきだと感じた。

また、ビンゴは会話のきっかけとしては良かったが、ルールが曖昧でゲーム性に欠けていた。

今後この企画を行うときはルールを見直して、受付でルール説明をしたほうが良いと思った。

10 月のイベントは NUPACE 主催のハロウィンパーティーと日程が重なってしまったため、

NUPACE の学生の参加が少なかった。他の国際交流イベントとの日程被りには気を付けたい。 
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【11 月コーヒーアワー ゲームをしよう】                 文責：神谷柚衣 

日時、場所：11/27（金）16:30-18:00 ＠国際棟 1 階ラウンジ 

参加人数：50人程度 

 

イベント概要 

さまざまなゲームや遊びをするのがテーマで、こま、かるた、あや取り、折り紙、ジェンガ

を行った。 

 

実施した感想 

すべてのゲーム、遊びにまんべんなく人数がいっていて、全体としてちょうどよい人数であ

った。日本のゲームや遊びは日本人が手本になることができ、普段積極的に話しかけられな

い人や初めてきた人も外国人との交流のきっかけにすることができた。 

 

気づいた点 

あや取りとこまのやり方を英語で説明するのが難しかったので、スタッフがもう少し事前練

習などをして手助けできたらよかった。駒は広いスペースを要するので、スペースをもっと

確保するべきだった。 

 

 

 

 

【12 月コーヒーアワー特別企画】                                         文責：井上美里 

「第 3 回プレゼンテーションアワー ～世界が広がる 22 秒～」 

日時・場所：12月 5日（金）16:30-19:00 ＠国際棟１階ラウンジ 

参加人数：60人程度 
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イベント概要 

コーヒーアワーの特別企画として、昨年度 12月から行っているプレゼンテーションのイベン

トの第 3回目を開催した。プレゼンターは 22枚のスライドを 1枚につき 22秒で話し、全体

で 8 分 4 秒を使いプレゼンを行うのがルールである。今回はゲストスピーカー1 名と学生プ

レゼンター6 名が登壇し、そのうち 4 名が日本語で、残りの 3 名が英語でプレゼンテーショ

ンを行った。プレゼンテーションのテーマについては完全に自由となっており、プレゼンタ

ーはそれぞれ、趣味や取り組んでいる活動などについて話をした。本イベントでは、プレゼ

ンターが自分の活動や興味を発信し、オーディエンスがそうしたプレゼンターの活動や考え

方を知ることで、参加者全員の世界を広げていくことを目標としていた。また、プレゼンタ

ーとオーディエンス、もしくはオーディエンス同士がプレゼンテーションを通して交流を深

めることも目的としていたため、プレゼンテーションの間の休憩時間を長く取り、参加者が

会話をしやすいようにしていた。また、コーヒーやお菓子を用意し、会場のレイアウト、照

明、休憩時間に流れる音楽などを工夫することで、参加者がくつろぎながら話ができるよう

な雰囲気を作り出した。 

 

実施した感想 

今回、学生プレゼンターは全員公募で集まり、来場者数も過去最大となった。第 1回目から

続けて参加してくれている学生もおり、本イベントの知名度が格段に上がったことを実感し

た。英語と日本語のバランスを取るため、必要に応じて単語リストを配布し、登壇者にもス

ライドでの言語フォローをお願いした。司会者による通訳も細かかったこともあり、両言語

とも観客の理解が深まって質疑応答が非常に活発化した。雰囲気や参加者からの評判も非常

に良く、スタッフやプレゼンターとして次回から参加したいという声も複数あり、コーヒー

アワーのように長く続くイベントになりそうだと期待できた。 

 

気づいたこと（改善点など） 

今回は公募開始と共に続々と応募者が増え、定員オーバーするほどとなった。結局、プレゼ

ンター数名にキャンセルが出たため、応募してくれた学生全員が登壇することができたが、

今後は登壇者の選定を視野に入れて、公募の時期ややり方を見直す必要がある。他にも今回

プレゼンターとのやりとりの中で問題がいくつか発生したので、全体的にスケジュールを見

直した方が良い。これまで 3回分の企画スケジュールをまとめ、企画マニュアルを作成した

ので、スケジュール見直しや企画の円滑化に役立てたい。また、来年度は活動できるスタッ

フがほとんどいなくなってしまうので、スタッフ確保が課題となっている。 
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【1 月コーヒーアワー JAPAN HOUR】            文責：木下悟 

日時：１月２１日（木）16:30-18:00 @国際棟 1階ラウンジ 

参加人数：40人ほど 

 

イベント概要 

お茶を複数種類（煎茶、ほうじ茶、玄米茶、茎煎茶、紅茶、ハーブティー）用意して利き茶

コーナーを設置しお茶を楽しんでもらった。交流のアクティビティとして福笑いとかるたを

用意し、普段のお菓子に加えて駄菓子を用意し日本の遊びを楽しんでもらう企画。 

 

実施した感想 

利き茶と駄菓子は留学生たちに日本の普段買わない食べ物や飲み物が食べられると好評だっ

た。カルタはアクティビティとして盛り上がることが多いが、今までカルタで遊んだことな

い人でも少しやっているところを見ると理解できるみたいだった。テスト週間の時期であっ
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たため、一般の日本人学生が少なかったが、木曜日であったために６限がある留学生たちが

たくさん来てくれた。 

 

気づいたこと（改善点など） 

人数が比較的少なかったためにお茶の説明とともに会話が楽しめたことがよかったと思うが、

お茶の消費量が少なかったので大量に余ってしまった。福笑いはそんなに人気はなかったが、

カルタはルールがわかりやすいらしく人気だった。ただ、絵カルタと比べて、ことわざカル

タのようなものは難しすぎたようであった。お菓子を分散させたために人の流れが妨げられ

なくて良かった。今回のテーマは比較的色々な遊びができて留学生にとっても貴重な機会を

提供できたと思う。 

 

 

４． コーヒーアワーで大切にしていること・来年度への抱負 

 

■ 今年は留学から帰ってきて後期からの参加でした。国際交流が盛んになってきていると

はいえ、イベントに来てくれる人の中にはまだまだ自分から積極的に交流できない人も多く

いました。自分ももっと気軽に自然に多国籍の友達を作りたい、留学中にそんな場が充実し

ていたらよかったな、と思った経験があるので、そうした自然な交流ができる場を作り上げ

ていくことをこれからも目標にしていきたいです。（神谷） 

 

■  Coffee Hour で大切にしていること：今年度は、参加者の皆さんが主体となって交流を

深めていけるように心がけました。例えばゆったりとした企画を多くする、あまり細かく指

示をしない、といったことに気を付けていました。来年度への抱負：今年で卒業なので Coffee 

Hour は最後ですが、ここで培った“参加者の立場に立った考え方”“語学力やコミュニケー

ション力”などを社会人になっても生かしていきたいです。（黒川） 

 

■ コーヒーアワーでは誰もが楽しめるシンプルな企画をすることを大切にしています。イ

ベントだけでなく毎週のミーティングの雰囲気も和やかで、自分にとっても元気の出る場と

なっています。来年度も温かくオープンな雰囲気を大事に、さらに進化したコーヒーアワー

を作っていきたいと思います。（井上） 

 

■ 後期からスタッフとして参加した coffee hourでしたが、温かい、いい意味で緩い雰囲

気のチームでとてもいい印象だったのを覚えています。この coffee hourらしい良い雰囲気

を壊さずに、誰でも手軽に参加して楽しい一時を過ごせる、そして温かい気持ちになれる

coffee hourがつくれるよう来期からも頑張りたいと思います。（廣瀬） 
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■ 留学生にイベントを楽しんでもらうのはもちろん、自分自身もとても楽しむことができ

スタッフとしてのやりがいを感じました。なによりランチミーティングを通じて、先輩方と

親睦を深める時間もとても楽しく、もっと積極的に仕事をしていきたいと思うようになりま

した。来年度もこのいい雰囲気を保ちつつ、より充実したイベントを運営できるよう頑張っ

ていきたいです。（山田） 

 

■ 実はまだ授業の関係でイベントに全く参加していません。しかし、企画運営や設営に携

わらせてもらってコーヒーアワーの魅力を常に感じていました。来季こそはイベントに参加

したいと思っています。（野崎） 

 

■ 参加者誰もが温かな気持ちになれる、ホッとできる、来てよかったと思えるようなイベ

ントにできるよう、少しでも力添えしたいと思いながら企画・運営に参加していました。ス

タッフという立場ではありましたが、アクティビティを共有することで、より楽しく交流す

ることができました。今年度 10月からの参加で、もう卒業という短い期間でしたが、素敵な

方たちと出会い、素敵な経験ができて大変嬉しかったです。これからも、参加者・スタッフ

の笑顔が自然に溢れてくるようなイベントを作ってほしいと思います。（佐藤） 

 

■ イベントが始まるまでは、参加者が来てくれるか、楽しんでくれるか、少し不安もあり

ますが、始まるといつも楽しいので、コーヒーアワーは好きな場所です。（岩崎） 

 

■ コーヒーアワーでは誰もがふらっと参加できるような雰囲気とゆっくりとお茶やコーヒ

ーを飲みながら過ごすことの出来るようなイベント運営を心がけています。来年度もたまた

まイベントを知った人がふらっと参加できるコーヒーアワーを作っていけたら、と思います。 

（木下） 

 

■ 本年度でコーヒーアワーに参加し始めて 2年がたちました。今年、個人的にはプレゼン

テーションアワーに特に注力し、2 回とも素敵な会に出来たと思っています。コーヒーアワ

ーも毎回ゆったりとした空気でコミュニケーションを楽しむことができ、大好きな時間です。 

来年は卒業前の一年となりますが、来年度もこの空気感を大切にリラックスする時間を楽し

みたいと思います。（森下） 

 

■ 本年度の後期からの参加でしたが、スタッフの皆さんがやさしくフレンドリーに接して

くれてとても楽しく企画のミーティングや設営に携わらせていただく事が出来ました。月に

1 度のイベントもオープンな雰囲気で参加者としてもスタッフとしても素敵な時間を過ごせ
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ました。来年度も来てくれる方々がコーヒーを飲みながらリラックスした雰囲気の中で、国

際交流を楽しめるような場を作っていきたいと思います。（胡） 

 

■ 誰でも自由に楽しく国際交流ができるコーヒーアワーをより楽しいものにするために自

分自身も楽しみながら活動できました。これからもゆるゆると楽しく続けていきたいです。

（清） 

 

■ 今年初めて参加しました。スタッフとして参加ですが、毎回楽しく過ごすことができま

した。みんなでつくるCHという雰囲気がとてもあり、運営も楽しくできました。ありがとう

ございました。今年で卒業なので、来年のCHに対して一言「留学生と気軽に交流できる楽し

い会なので、ずっとCHをつづけていってください。」（澁谷） 


