
「留学のとびら 2016 年度 活動報告書」 

                                   

(文責：村瀬裕太、平井智章、宗宮駿介、渡辺千晴、村田愛美、青木勇磨) 

  

 

o 留学のとびらについて 

  

留学のとびらは、名古屋大学学生（以下名大生）の留学支援を目的とした、名古屋大学海外

留学室公認の学生団体である。名古屋大学の各種留学プログラムの中でも特に、一学期間以

上の長期留学である交換留学のための支援を主な活動内容としている。実際に名古屋大学の

留学プログラムに参加した留学経験者や、今後留学をしようと志している名大生によって運

営されている。多様なバックグラウンドを持つメンバー同士で、目的達成に向け活発に話し

合い、企画を立て、海外留学室に相談し、実行に移すといった自律的かつ活発な姿勢が団体

の特徴である。 

o 留学のとびらの理念 

  

1。    世界を知り世界に通用する名大生の輩出 

• 留学を希望する名大生に、情報収集の場を提供し、また留学を検討していなかった

学生にも留学の魅力を伝え、多くの名大生の留学のきっかけになる支援をしてい

く。 

• 将来的に世界に向けて活躍する名大生の育成の機会へ繋げる。 

• 名古屋大学から派遣される交換留学生の量と質の両方の向上に取り組む。 

  

2。    メンバーの個性とリーダーシップの発揮 

• メンバーの一人一人が個性とリーダーシップを発揮し、互いの成長を刺激し高め合

う。 多様な価値観を相互に尊重し合い、メンバーの大学生活の充実を支える笑顔あ

ふれる団体であり続ける。  

 

o 設立の経緯と活動 

 

2009 年に留学より帰国した学生が設立した「留学のとびら」は、2016年で設立 8年目を

迎えた。(2010 年より主要メンバーが卒業・進学等で団体運営が困難になったため海外留学

室が主体となり、2010 年 12 月に新たにメンバーを募集して再設立) 留学のとびらの特徴

として、半年ごとにメンバーの大半が入れ替わることが挙げられる。半年を単位として、留

学の際の渡航、留学からの帰国、就職活動、卒業等が繰り返され半年ごとに雰囲気が新しく

なる団体である。メンバーの流動性の高さゆえに短期間で関係を構築する高いコミュニケー

ション能力が必要とされる。2015 年度には学部一年生がメンバーに加わるという現象が見

られたが、今年度も新たに一年生メンバーが加わった。また、昨年度の一年生メンバーは順

調に留学に向け準備を進めており、団体内でのサポート体制が確立してきたようにみえる。 



  

o メンバーについて 

 

• 2016 年度の終了時点でのメンバーは 29 名であり、増加傾向にある。(学部生と大学院

生を含む) 

• 留学経験者メンバーの留学先国、大学は様々であり、また春派遣交換留学経験者がメン

バーに加わるなどメンバーの多様性も充実している。 

 

前期代表：宗宮駿介 

後期代表：平井智章 

  

o ミーティングについて 

 

• 週に 1 度、1 時間〜1 時間 30 分程度。学期が始まる前の長期休暇中にメンバーの都合の

良い曜日と時間を集計し決定する。前期は毎週木曜日 12:10～13:30、後期は毎週水曜日

の 12:10～13:30 に行っていた。 

• 今後のイベントの企画・相談(留とびアワー・ランチ・留学フェア等)、スケジュールの

決定、団体としての役割の確認や実施したイベントの反省などを行う 

 

o 2016 年度の留学のとびらの取り組み 

 

• 「留とびアワー・留とびランチ」 

  

概要： 

2014 年度からの取り組み。留とびアワーでは留学経験者がテーマを決めてプレゼンを行

う。留とびランチでは、座談会形式で留学経験者が留学志望者の個別の相談に応じる。主な

目的は、留学に関心のある学生がいつでも気軽に留学経験者に留学に関する相談や質問をで

きる場を提供することである。また、メンバー内での経験談の共有という目的もある。 

 

日時： 

毎週金曜日のお昼時間（12:10- 12:50） 

 

場所： 

IEEC301 教室、CALE棟（アジア法交流館）日本語演習室 1 

 

テーマ： 

5/27 留とびランチ 「留学経験者との相談会」 

6/10 留とびランチ 「留学経験者との相談会」 

6/17 留とびランチ 「留学経験者との相談会」 

6/24 留とびランチ 「留学経験者との相談会」 

7/1 留とびアワー 「アメリカでの食生活」 青木勇磨 アメリカ 



7/8 留とびアワー 「フランスの食べ物」 野呂文香 フランス 

7/15 留とびアワー 「オーストラリアの食事情」  稲垣覚子 オーストラリア 

10/14 留とびランチ 「秋派遣留学の応募に関する相談会」 

10/21 留とびランチ 「秋派遣留学の応募に関する相談会」 

10/28 留とびランチ 「秋派遣留学の応募に関する相談会」 

11/4 留とびランチ 「秋派遣留学の応募に関する相談会」 

11/18 留とびアワー 「イギリス留学と旅」平井智章 イギリス  

11/25 留とびランチ 「留学経験者との相談会」 

12/2 留とびアワー 「スウェーデン留学のススメ」太田貴之 スウェーデン  

12/9 留とびランチ 「留学経験者との相談会」 

12/16 留とびアワー 「フランスとファッション」野呂文香 フランス  

1/20  留とびアワー 「香港と Hong Kong」大淵瑛子 香港 

1/27  留とびアワー 「アメリカ旅行記」村瀬明里 アメリカ 

 

実施結果： 

毎週２～３人の留学に関心のある学生と、３～４人のメンバーが参加し、留学に関心のあ

る学生に対する情報提供、不安の解消、モチベーションの向上、また、交換留学経験者と繋

げるという点において一定の役割を果たした。特に交換留学派遣応募前には１０人弱の留学

志願者が参加し、大学選択などについての相談を行った。プレゼンアワーでは「食」などの

身近なテーマが、留学を考え始めた学生に好まれる傾向にあった。課題としては、不十分な

集客があげられる。今後は学生のニーズに合った内容、テーマ、時期を慎重に検討する必要

がある。また、十分な広報を行う必要がある。 

 

• 「Global Network 説明会」 

 

概要： 

Global Networkが合同で新入生を対象とした団体の紹介を行った。目的は新入生に各団体

の活動やイベントについて知ってもらうこと、また新入生の勧誘である。また、Global 
Networkの中での横のつながりを強めるということも目的であった。各団体が順番にプレゼ

ンテーションを行い、その後質疑応答の時間を設けた。また、4/15の午後の会では交流会

を設け、新入生と団体メンバーが座談会形式で自由に話せる時間とした。 

 

日時： 

4/13、 4/15 お昼休み（12:10～12:50） 

4/15（16:30～18:00） 
 

場所： 

IEEC215 教室 

 

実施結果： 



毎回 10 人程度、計 30 人の新入生が参加した。留学のとびらの新入生に対する認知度を高

めることができ、同時にイベントの広報を行うことができた。しかしながら、集客という点

では予想を下回った。企画に対するニーズを踏まえ、今後に繋げる必要がある。 

 

• 「Mini 留学フェア」 

 

概要： 

2016 年夏の短期留学に参加する場合でも申し込みに間に合うように、毎年開催している

留学フェアより早い時期に小さい規模で試験的に開催した。目的は、経験者による実体験を

もとに留学の紹介や相談を行うことで、学生にとって留学がより身近なものであると感じて

もらえるような機会にすることである。特に新入生に対しては早いうちから留学のビジョン

をもってもらえるようにしたいと考え、４月に開催した。 

 

リーダー：村田愛美 

 

日時：2016年 4 月 22 日(金)  16:30-17:30 
 

場所：IEEC201 教室 

 

実施結果： 

地獄の細道や全学教育棟におけるビラ配りなどの効果により、参加者は新入生が中心であ

った。留学のとびらのメンバーが経験者として各自留学経験の資料を作成し、それをもとに

説明を行った。対面式で留学プログラムの紹介・相談を行ったことで、参加者からの細かな

質問などにも対応することができた。反省点として、イベント開催にあたり人手不足だった

ために上手く仕事の分担が行えなかったこと、十分な集客が行えなかったことが挙げられ

る。広報の仕方や時期に工夫が必要である。 

  

• 「名大生のための海外留学フェア」 

 

概要： 

留学に興味がある学生、留学志望者を主に対象としたイベントであり今回で 10 回目の開

催となった。交換留学に行った学生が、どうして交換留学に応募し、どのような準備をした

のか、留学先ではどのような変化があったのかなど、なかなか聞くことができない留学経験

者の実体験から、留学の具体的なイメージを掴んでもらうことを目的としている。 

 

リーダー：羽根良亮 

 

日時：6 月 22(水) 15:00〜18:00 
 

場所：中央図書館、ディスカバリースクエア 

 

実施結果： 



＜一部：パネルディスカッション＞ 

ファシリテーター：宗宮駿介 

 

パネリスト 

1    アメリカ 村瀬明里(経済学部) 

2    スウェーデン 木下悟(農学部) 

3    オーストラリア 稲垣覚子(文学部) 

4    アメリカ 横山太一(工学部) 

  

質問内容 

1    留学に興味を持った理由 

2    語学の準備 

3    行った直後の話(トラブルなど) 

4    最初の学期の授業スケジュールと内容 

5    カルチャーショック 

6    現地での娯楽(空き時間、週末) 

7    長期休暇の過ごし方 

8    初学期からの変化 

9    参加者へメッセージ 

  

 

＜二部：フリートーク＞ 

 派遣地域ごとに分けて、留学経験者と留学に興味のある人が自由に会話する機会とした。 

パネルディスカッションの様子 



 

反省： 

大きく分けて、留学経験者の確保、広報が挙げられる。 

アメリカの大学では学期が遅くとも 5 月中には終了するため、帰国直後のパネラーを確保

することは比較的容易であったが、ヨーロッパとアジアの大学は学期が 6、７月に終了する

ためパネラーの確保が難しかった。また、一年前に帰国した学生の多くが就職活動等で忙し

く、結果的にアジアでの留学経験者をパネラーとして用意することが出来なかった。次回の

開催時は、一年前のヨーロッパとアジアの留学経験者へも含めて早めに連絡を取り、パネラ

ーを確保するべきである。広報は Facebookやホームページ、留とびランチ等のイベント、

ポスターを通して行われたが、予定していた参加者数を下回る結果となった。このイベント

に限らず、効果的な広報を考える必要がある。 

 

• 「留とびブログ」 

  

概要： 

2014 年度から始まった取り組み。留とびメンバー一人一人が順番でブログを更新し、留

とびホームページと留とびフェイスブックページ上にアップしていく。留学経験者のリアル

な留学経験談を読むことができ、留学に興味のある学生に情報収集、関心を高める役割を果

たしている。 

 

内容： 

各メンバーの留学した国や大学に関すること、語学の勉強方法など。 

  

• 「秋留学フェア」 

概要： 

毎年開催している留学フェアより遅い時期に、すでに留学の意思を固めている学生が志望

校を決める判断材料を得る場として開催された。形式は 90分のフリートークである。 

 

目的： 

(1)留学志望者が様々な国・大学について留学経験者から気軽に情報を得て、大学を比較し

ながら志望校を絞る場の提供、 

(2)留学経験者が留学志望者と話すことを通して、留学経験から得たものを振り返り整理す

る機会の提供の 2点である。 

留学費用や勉強時間などよくある質問は大学ごとに資料にまとめて来場者に配布すること

で、より個人的な質問に時間を使えるよう配慮した。 

 

日時：10 月 19 日（水） 

 

場所：IEEC 1 階ラウンジ 

 

実施結果： 



知人の紹介や Facebook経由で計 12 人が来場した。来場者へのアンケートでは「いろいろ

な大学を比較できた」、「個人的な質問をできた」、「勉強時間などの資料がありがたかっ

た」などの声が上がっており、満足度は高かった。 

一方で、集客には改善の余地がある。次回開催の際は、どの宣伝経路から何人集客するか

細かく目標を定め、週ごとに目標達成率を確認して方向修正していく必要がある。そうする

ことで、より多くの留学志望者に有益な情報を得る場を提供したい。 

 

 

• 「留とび・オリエンテーション内企画(2017 年 3 月 10 日)」 

 

概要： 

毎年、秋派遣の最初(12月)と派遣直前(7 月)のオリエンテーションで留学のとびらのメン

バーから 2名程度派遣し、プレゼンテーションを行ってきた。しかし、プレゼンテーション

では留学のとびらから交換留学派遣生に対して一方向的な情報の発信しか出来ず、交換留学

派遣生同士の意見交換や交流を促進することができなかった。そこで、派遣生同士の親睦を

深める目的で、「隣人トラブル」と「異性トラブル」に関し、留学のとびらのメンバーが体

験したものを元に派遣生同士で意見を出し合って回答してもらう参加型の企画を提供した  

 

日時：3 月 10 日（金） 

 

場所：国際棟 2 階の CALE フォーラム 

 

内容： 



まず、4人ずつのグループを作ってもらい、まず留学中にどのようなトラブルが発生する

か考えてもらい、数グループに意見を出してもらった．そして「隣人トラブル」と「異性ト

ラブル」お題に対する意見を出し合ってもらった。発表した内容として 

①隣人トラブル 

• 寮内に設置されているキッチンの冷蔵庫に自分の食べ物を置いていたものが無くなった

場合の対処法 

②異性トラブル 

• 女子学生が交換留学中に距離が近くなってしまった男性に対する対応の仕方 

• 男子学生が留学先で女性と二人で飲みに行った時の飲みの場での対応の仕方 

などであった。 

 

反省点： 

留学のとびらとしては，各グループで意見が出てよかったと考えている． 

しかし、予定していた時間(30 分)を越えてしまった点が問題点として挙げられる。参加型

企画ということで段取りと時間の取り方に不慣れな点が見られた． 

 

o 来年度の抱負 

 

来年度の抱負としては以下の二点があげられる。 

一点目は、留学のとびらの知名度の更なる向上である。来年度には、設立 9 年目を迎えこ

れまで様々な活動を行ってきたが、その活動範囲はいまだ限定的であり、団体の知名度が高

いとは言えない。留学自体がより身近になり始めていることは実感としてあげられる。今後

は一歩踏み込んで、より多くの名大生に留学経験者からの等身大の助言や様々な情報提供が

できるよう改善していく。 

二点目は、安定した団体としての組織づくりである。今までの留学のとびらの傾向とし

て、代表を中心とした一部のメンバーに業務が偏ってしまうという問題がある。率先して業

務をこなせるよう、団体内での環境改善も必要である。また、業務の引継ぎも、長年の大き

な課題であった。そこで、来年度こそは安定した組織をつくるため、今年度限りで卒業され

る先輩に詳細なこれまでの活動や組織作りについて聞くとともに、確実に伝承できるような

措置をとる。 
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