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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。外国人留学生や一般学生に新たな出会いと

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。 2016 年度はアッ

トホームな雰囲気を大事に発展することを目標に活動し、ディスカッション形式の新規

交流企画への挑戦や広報活動にも力を入れた。 

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、誰もが楽しめる

イベントを行え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) 

・ 誰でも参加できるオープンなイベントを基本的に各学期 3〜4 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。 

 

 



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うようお願いした。コーヒーアワーの Facebookページで、イベン

ト毎にイベントページを作成しメンバーの知り合いを招待した。 

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沿って設営開始 

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 

コーヒーアワー特別企画「プレゼンテーションアワー」（詳しくは同報告書のプレゼン

テーションアワー活動報告参照）との兼ね合いにより、前期は 4・5・6 月、後期は 10・

12・1 月に臨機応変にイベントを行った。当日の準備に来られるメンバーが少ないこと

が多かったため、準備の時間を早めたことも度々であった。また、新規交流企画への挑



戦として、「ワールドカフェ」と呼ばれるディスカッション型交流企画をコーヒーアワ

ー風にアレンジし 6 月と 12 月に行い、今までのコーヒーアワーとは異なる新たな形で

交流の場の提供を試みた。 

3.年間行事記録 

【4月のコーヒーアワー：嘘つき自己紹介】   文責:岩崎絵里加  

日時・場所:4月 28日(木)16:30〜18:00 ・フレンドリィ南部  

参加人数:約 40人  

イベント概要：嘘つき自己紹介は、参加者が互いの人となりをよく知ることができるよ

う企画した、新学期 4月の恒例となっているイベントである。参加者は自己紹介シート

を受け取り、自分の紹介文を記入する。シートには５つの項目があり、その中の 1つに

は嘘を書く。その後、自由に他の参加者と交流し、シートをもとに自己紹介しあう。話

した人の名前をシートに書き込み、相手の嘘を見抜けたら名前の隣に印をつける。シー

トは片面に日本語表記を、もう片面に英語表記を印刷し、日本人学生と留学生の両方が

参加しやすいよう工夫した。「私は○○出身です」「100 万円あったら○○します」と

いう人柄を紹介する項目や、「名古屋で好きな場所は○○です」という新学期ならでは

の項目を用意した。   

実施した感想：4 月の恒例となっているイベントで今回も盛り上がってよかった。最初

に一声かけるのは少し勇気がいるようだが、話し始めると時間を忘れて盛り上がって、

とても楽しい時間を過ごすことができた。大幸キャンパスからわざわざ足を運んでくれ

た学生がいたことをよく覚えている。  

気づいたこと(改善点など)： 参加人数が昨年よりも少なかったので、来年は会場を IEEC

ロビーに移すことを検討する。また、当日参加できたスタッフの人数が少なかったので、

今後はスタッフが集まれる曜日にイベント本番を設定する。お菓子を会場前方に固めて

おいたが、手を出しづらかったのかたくさん余ってしまった。 



 

 

【５月のコーヒーアワー：書道＆カルタ】 文責:佐藤菜摘 

日時・場所: ５月２７日(金)16:30〜18:00 ・国際棟 1階ラウンジ 

参加人数:約 40人 

 

イベント概要：コーヒーやお茶を飲み、お菓子を食べながら、日本文化を楽しめるよう

に、書道とカルタが体験できるコーナーを設置した。参加者には好きな方を体験しても

らった。書道はコーヒーアワースタッフや参加した日本人学生が教え、カルタは日本語

が比較的易しいものを使用した。 

 

実施した感想：今回は初めて参加した人が多く見られ、また日本人と留学生の割合も

半々程度だったため、ちょうど良い割合であった。また、日本人が留学生に書道を教え

る事で交流が盛んに行なわれていた印象が大きい。 

  

気づいたこと(改善点など):ことわざのかるたは留学生にとっては難しいので、次回は

簡単なものだけを使用する方がいいのではないか。また、カルタはどうしても人が固ま

ってしまい新たに来た人にとっては行きづらいので、場所を工夫する必要がある。遅れ

てきた人の対応のためにもイベント開始後、スタッフ一人は受付に残るようにする。 



 

 

【６月コーヒーアワー：ワールドカフェ】 文責：廣瀬治佳  

日時・場所：6月 24日（金）16:30〜18:00 ＠国際棟 1階ラウンジ  

参加人数：約 50人  

イベント概要:お菓子や飲み物を飲みながら、リラックスした雰囲気の中で、さまざま

なバックグラウンドをもつ参加者同士が「あなたの異文化体験」というテーマについて

話し合った。使用言語は英語と日本語である。参加者は 6～7つのグループに分かれ、

グループごとにそれぞれ話し合いを行った。20分を 1セッションとし、3セッション行

った。1セッションごとにグループメンバーを入れ替えることで、参加者がより多くの

人と話し合いを楽しめるよう工夫した。また、参加者が話し合いを円滑に進めることが

できるよう、各テーブルに模造紙を用意した。  

実施した感想:話し合いのテーマが決まっていたため、どのグループもある程度話が弾

んでいた印象を受けた。どの参加者も楽しんでいたように見受けられた。また、20分

の話し合いを 3回行ったことで、普段のコーヒーアワーよりも参加者同士の交流が増え、

この点に関しては参加者からも好評であった。今回は、NUFSA（名古屋大学留学生会）

からの留学生など、幅広い学生が参加した。加えて、リピーターの NUPACE（交換留学）

生も多く参加してくれた。  

 



気づいたこと（改善点など）:全体的に言語のサポートが不十分であった。例えば、参

加者が話についていけなくなった際に HELPカードを出せるようにしたり、ルール説明

の際に言語に関するアドバイス（ゆっくり話すなど）を参加者に行ったりするとよいの

ではないか。また、（特に日本人学生に多かったが）あまり喋らない人に対してホスト

（コーヒーアワースタッフ）がうまく話を振ってあげられるとよかった。席移動の方法

やグループ内の言語バランスの調整に関しては、工夫が必要である。遅れてきた参加者

の対応に関しても少し工夫する必要がある。  

【10月のコーヒーアワー：自己紹介 BINGO】  文責：神谷柚衣 

日時・場所：10月 21日（金曜日）16:30〜18:00 ＠国際棟 1階ラウンジ 

参加人数：50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「何か国語話せますか?」「J-POP は好きですか?」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:参加者は和気あいあいと会話を楽しんでいてよかった。人数も程よい人

数で、スムーズにイベントを行うことができた。 

  

気づいたこと（改善点など）:１ビンゴで景品を渡すとすぐになくなってしまうので、

ビンゴ数の多い人に景品を渡した方が、長い時間ビンゴを行ってもらえると思った。ま

た、ビンゴのルールをあまり理解していない人もいたので、事前に説明をした方がよか

った。 

  



 

 

【12月コーヒーアワー：ワールドカフェ】 文責：山道知可 

日時・場所：12月 13日(火) 16：30〜18：00 ＠国際棟１階ラウンジ  

参加人数：約 30人  

イベント概要:今回は 6つのグループに分かれて、それぞれで「冬」をテーマに会話を

してもらった。グループは日本語・英語・日英ミックスをそれぞれ２つずつ作り、参加

者は各自、好きな言語を選べるようにした。会話は 3ラウンドに分け、それに合わせて

トークのテーマとメンバーを交代した。また、それぞれのテーブルにはスタッフが 2名

程度ずつ配置され、各グループでの会話をスムーズに進められるようにした。さらに、

各テーブルに模造紙とペンを用意することで、コミュニケーションの疎通を行いやすい

ようにした。  

実施した感想: 模造紙が用意されていることにより、それぞれが思い思いに好きなこと

を書くことができ、言葉の壁を越えた文化交流やスムーズな会話を行うことができたよ

うであった。さらに、会話のテーマ設定も話しやすいものであり、適切であったとの意

見を参加者から頂いた。人数こそは少なかったが、アットホームな雰囲気であり、後か

ら参加した人も入りやすかったとの意見も聞かれた。                                      

気づいたこと(改善点など): 初めて来た参加者の多くが Facebookによって情報を得た

と言うことがわかったため、もう少し招待できることが望ましいだろう。また、日本語

で会話しているグループも多かったため、明確に言語を分ける必要はあまりなく、参加



者の使いたい言語が書いてある名札を見て、スタッフが臨機応変に対応するという方法

は検討の余地がある。さらに、友達作りのきっかけになったり、会話のテーマを名大に

ついてにしたらお互いのおすすめスポット等を教え合うことができ、新入生や新しく来

た留学生のサポートになるであろうから、スタッフの人数にもよるが、学期の初めに行

うこともよいかもしれない。                       

 

【１月のコーヒーアワー：折り紙、かるた、映画】  文責:川村 彩  

日時・場所: 1月 17日(火)16:30〜18:00 ・国際棟 1階ラウンジ  

参加人数:約 20人  

イベント概要：お茶やお菓子を片手に映画「猫の恩返し」を観たり、カルタや折り紙で

遊ぶ。折り紙、カルタ、映画の三つのコーナーを作り、参加者が自由に動き回れるよう

にお菓子などの配置を工夫した。折り紙は、留学生向けに事前にサンプルを作ってテー

ブルの上に飾っておいた。カルタは日本語が簡単な「世界の国かるた」や「世界の童話

かるた」を使用した。  

実施した感想：参加者が 20 人程度だったため、アットホームな雰囲気でゆったりとイ

ベントを行うことができた。また、テーマがカルタや折り紙であったため、日本人の参

加者が少なく、留学生の参加が多かった。リピーターで来てくれる人もいた。 折り紙、

カルタともに人気で、参加者みなが熱中して取り組むことができた。映画は BGM の代わ

りや、折り紙の最中に時々見るものとして適していた。カルタでは日本語の勉強をした



い留学生に熱心に参加もらうことができた。カルタの札に描かれている絵をきっかけに

参加者同士の会話を活発にさせることもできた。  

気づいたこと(改善点など)：折り紙では、紙の角と角を合わせるなどの細かい点を教え

ることが難しかった。またカルタのテーブルの位置から、映画が見えないということも

あった。映画だけを見る人は少なかった。映画を観たいけれど一人になってしまうのが

嫌で見たくないという参加者もいた。映画の周りの椅子を、お菓子を囲むように配置す

るなど、工夫が必要である。準備の段階で、映画の DVD をプロジェクターに映す際にロ

ックがかかっていて映すことができなかったため、今後 DVDを利用する場合、事前の確

認をしなくてはならない。  

4.メンバー紹介（大切にしていること・抱負） 

 

川村彩 工学部化学生物工学科 2年 

★大切にしていること  

参加者の方も自分も、リラックスして国際交流を楽しめるような企画づくりや気配りが

できるようにすること。 

★来年の抱負  

１月コーヒーアワーからの参加だったのでしたが、先輩方が丁寧に教えてくださったた

め、１月の月担当をすることができました。コーヒーアワーの雰囲気が好きなので、来

年度からはもっと積極的に参加していきたいと考えています。ゆったりと頑張っていき

たいです。 

 

井上美里 文学研究科 M1 

★大切にしていること 

ほんわかとしてリラックスできるけど刺激的で元気をもらえる、コーヒーアワー独特の

雰囲気を大切にしています。多面的な角度からアイデアを出して、スタッフを含めいろ

いろなバックグラウンドを持った参加者全員が楽しめるイベントを作りたいと思って

います。 

★来年の抱負 

2016 年度はワールドカフェなど新しい試みもできてとてもよかったと思います。後期

からは留学のため活動することができませんでしたが、学部 1年からずっとスタッフを

してきた CHとしばらく遠ざかってみて、自分にとって CHがいかに大切だったか、影響

を受けてきたか改めてわかりました。来年度も CHからいろいろなことを学びつつ、楽

しみながら CHの素敵な雰囲気と新しい試みをミックスさせていきたいなと思います。 

 

 



神谷柚衣 経済学部経営学科 4年  

★大切にしていること・来年の抱負 

今年のコーヒーアワーは割と人数規模が小さく、参加者にはじっくりと交流を楽しんで

もらえたのではないかと思います。しかし国際交流に興味を持っている人たちはまだい

ると思うので、Coffee Hour をより多くの人に知ってもらえるようにするのが今後の目

標です。また留学から帰ってきてから国際交流をする機会が個人としても減っているの

で、スタッフながらも参加者の一員として楽しんでいきたいです。 

 

木下悟  農学部応用生命科学科 4年  

★大切にしていること 

イベントに来てくれた人が寂しい思いをすることのないようにアクティビティなどを

利用して初参加の人にも話しかけるようにしていること。 

★来年の抱負 

来年度はさらに興味深い交流企画を実施してコーヒーアワーの新しい１面を開ければ

いいなと思います。 

山道知可 法学部 1年                                     

★大切にしていること 異文化交流の中で、お互いの意見を尊重し合うこと        

★来年の抱負 来年度のコーヒーアワーをよりよくするために今年の反省を最大限生

かしたい。  

廣瀬治佳 情報文化学部/社会システム情報学科 3年 

★大切にしていること・来年の抱負 

いつも参加した人の心がほっこり温まるイベントになるように心がけています。来年度

も、いい意味でまったりゆったりしたコーヒーアワーらしい雰囲気を大切に、イベント

を開催していきたいです。 

 

森下実佐都 情報文化学部 自然情報学科 4年 

★大切にしていること 

今年度は忙しくなかなか参加することができなかったですが、コーヒーアワーの常にウ

ェルカムな雰囲気でいつでも帰ることができました。雰囲気作りはコーヒーアワーが大

切にしていることの一つだなと常に思います。 

 

 

 

 

 



佐藤菜摘 文学部 言語学専攻 3年 

★大切にしていること・来年の抱負 

リピーターの方にも初めて参加される方にも居心地の良いイベントになれるようにリ

ラックスした雰囲気を大切にしています。去年までは一参加者としてコーヒーアワーを

楽しんでいましたが、来年はメンバーとしてコーヒーアワーを更に盛り上げられるよう

活動に力を入れたいです。 

 

中山清香 教育学部 4 年 
★大切にしていること 
来場者の方々が学部や国の枠を超えて交流しやすいようなイベントになればと思いな

がら企画・運営させていただきました。 
 
福井ゆたか 教育学部 3 年 
★大切にしていること 

誰にでも来てもらえるボーダーレスな環境と雰囲気をつくって、笑顔で接すること 
★来年の抱負 より多くの人にコーヒーアワーを知ってもらい、イベントを通じて和ん

でもらうこと。 


