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

2017 年度	 活動報告	

総合文責：岩崎絵里加 
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）を企画・運営する団体である。留学生・日本人学生を問わず、様々な所属・学年

の人が出会い繋がることのできる場を提供することを目的として、2005 年後期に発足
した。以降、イベント内容に工夫を凝らし、組織運営を円滑化することで、10 年以上
継続するに至っている。2017 年度は運営スタッフの人数が増え、ミーティングやイベ
ントに活気が生まれた。 
 
1.1 理念 
留学生や国内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掛けている。 
 
1.2 特徴 
・有志の学生が中心となって活動している。（学部・学年・国籍は問わない） 
・誰でも参加できるオープンなイベントを月に 1度のペースで開催できるよう企画・運
営をしている。 

・イベントでは、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実

施している。 
 
2. 活動紹介 
2.1活動について 
2.1.1	 ミーティング 
週に 1度の頻度で行い、企画書をもとにして、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、

参加できなかったメンバーも内容を共有できるようにしている。 
 
2.1.2	 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・

中央図書館などに掲示した。コーヒーアワーの Facebookページでイベントごとにイベ
ントページを作成し、メンバーの知り合いを招待した。国際教育交流センター所属の教



員に、講義の中でコーヒーアワーの活動を紹介してもらうよう依頼した。 
 
2.2	 コーヒーアワーについて 
2.2.1	 当日の動き（目安） 
15:00	 国際棟給湯室にてコーヒーを準備/会場で企画書に沿って設営開始 
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 
 
2.2.2本年度の工夫点 
例年は毎月 1回、年間では計 8回ほど、イベントを行っていたが、今年度は運営メンバ
ーの都合で 5・6・10・1 月のみの開催となった。運営メンバーが増えたため、イベン
トを開催しなかった月は、運営メンバーやコーヒーアワーのことを理解し合うためのワ

ークショップを行った。また、昨年度から始めたワールドカフェというディスカッショ

ン型交流企画を今年度も継続して行った。 
 
3. 年間行事記録 
【5月コーヒーアワー	 World Tea Tasting】	  

文責：川村彩 
日時・場所：5月 26日（金）16:30～18:00	 ＠国際教育交流センター1階ラウンジ 
参加人数：約 80人 
 
イベント概要：世界のお茶を題材としてリラックスした雰囲気の中参加者同士が交流で

きるイベントを企画した。具体的な企画としては、煎茶、ほうじ茶、抹茶など様々な種

類のお茶とそれに合ったお菓子を準備し、試飲会をした。また、お茶にまつわる様々な

質問を書いた大きな紙を準備し、それに対する答えを参加者に書き込んでもらった。 
 
実施した感想：参加者が多く全体的に盛り上がっていた。「世界のお茶」というテーマ

が会話に繋がりやすく、特に模造紙に書かれた質問により会話がどんどん進められてい

ると感じられた。 
 
気づいたこと（改善点など）：学期で一番初めの企画ということもあり参加者が多かっ

た。しかし受付での対応がスムーズではなかったので、受付の方法を変えるべきではな

いか。また、座る席を準備しておらず会場内を自由に移動しやすかったためか、参加者

同士の交流が盛んであった。 



 
 
【6月コーヒーアワー	 ワールドカフェ】 

文責：木下悟 
日時・場所：6月 24日（金）16:30-18:00	 ＠国際教育交流センター1階ラウンジ 
参加人数：約 70人 
 
イベント概要：ワールド・カフェと呼ばれる対話方式を取り入れて様々なバックグラウ

ンドを持つ人々の交流を図る企画。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、参加者同士が「名古屋大学」というトピックについて話し合った。参加者は

6-7つのグループに分かれ、グループごとにトピックについて話し合った。この際、テ
ーブルごとに、英語、日本語、日英ミックスと喋る言語を設定し、言語によって起こる

交流の障壁ができないようにした。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にした。また、参加者が話し合いを円滑に進められるよう、各テー

ブルに模造紙を用意した。そうすることで、新しいセッションが始まった際に先のセッ

ションでの話し合いの結果を元に新しい会話が始められる、という狙いがある。また、

コーヒーアワースタッフは各テーブルに入ってファシリテーターとして会話の促進を

行い、スタッフがファシリテーションに集中できるように、当日の流れや留意点をあら



かじめシートにしておいた（表 1参照）。 
 
実施した感想：トピックが「名古屋大学」だったこともあり、多くの学生が会話につい

ていけなくなることも特になく、主体的に参加できたように感じた。参加した留学生た

ちの満足度も高く、こういった対話方式での交流の好きな留学生が多いという印象を受

けた。 
 
気づいたこと（改善点など）：この企画は参加者の満足度も高く、リピーターも多いた

め、毎回、参加者人数が多い。そのため、テーブルに入るスタッフの数が足りず、テー

ブルによっては人数が多すぎて声が聞こえなくなることやテーブル内の全員が会話に

入りきれないことなどの問題が生じた。スタッフの募集を行うことでファシリテーター

の数を増やすことや、会場のテーブル数を増やし、1テーブルあたりの人数を制限する
ことで、問題の解決をしたい。 
 
表 1.	 6月コーヒーアワー「ワールド・カフェ」当日の流れ（一部原本より改定） 

 

15:00

コーヒー作り、会場設営（必要であれば、椅子を201から持って来る）
ワールド・カフェ用テーブル６つ準備、椅子を６つずつ置く
飲み物コーナーをポット周辺に作る
お菓子を各テーブルに置く（紙皿を利用）

16:30

司会（司会挨拶、ワールドカフェと流れの説明）
•	写真撮影、取材について伝える。映りたくない人がいたら、先生まで。
• 使いたい言語の場所に分かれてもらう。バランスを見て、人数的に調整
が必要であれば、調整する。落ち着いたら、座ってもらう→各テーブルホ
ストは、「こちらにどうぞ！」と誘導。
テーブルホスト：1日本語	2日本語	3英語	4英語	5ミックス	6ミックス

全体司会

16:45

テーマ：名古屋大学
サブトピック
(1)	名古屋大学のおすすめ
(2)	名大Lifeを楽しむコツ
(3)	名大がこうなったらいいな
第1ラウンド　16:45-17:00【名古屋大学のおすすめ】
・	簡単に自己紹介をしてから、テーマについて話ができるように促す
・	ペンを参加者ひとりずつに渡す。思いついたキーワードや絵などを自由
に書いてくださいと伝える。（後で、他の人がみたときに、どんな話をし
たかイメージしやすいように・・）

★ホストは残り、他の参加者は行きたいテーブルに移動（5分）
（飲み物などを紙コップに入れて補充するように勧める）

第2ラウンド　17:05-17:25【名大Lifeを楽しむコツ】
・	簡単に自己紹介をしてから、前にどんな話が出たかを少し紹介する
・	ペンを参加者ひとりずつに渡す。テーマについて話ができるように促す

★ホストは残り、他の参加者は行きたいテーブルに移動（5分）
（飲み物などを紙コップに入れて補充するように勧める）

第3ラウンド　17:30-17:50【名大がこうなったらいいな】
・	簡単に自己紹介をしてから、前にどんな話が出たかを少し紹介する
・	ペンを参加者ひとりずつに渡す。テーマについて話ができるように促す

17:50

クロージング
・	ひとこと感想シートを書いてもらう（各テーブルに置いておきます）
・	時間的に余裕があったら、感想を数人に聞いてみる
・	プレゼンアワーの広報、スタッフ募集、終わりの挨拶
・	余裕があったら写真撮影

模造紙、
テーブル番号、ペン、
ひとこと感想シートな
どを各テーブルに準備

全体司会
全体誘導、カメラ
各テーブルお菓子補充・飲み物
を提供

全体司会



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

【10 月のコーヒーアワー	 自己紹介ビンゴ】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
文責：井上美里 

日時・場所：10月 20日（木）16:30-18:00	 ＠国際交流教育センター1階ラウンジ 
参加人数：約 60人 

 
イベント概要：参加者にビンゴシート（両面で日英）を配り、簡単な設問（「何言語話

せる？」「朝ご飯には何を食べる？」など）にあらかじめ答えてもらう。イベントの中

で交流を楽しみながら同じ回答の人を探し、サインしてもらう。同じ回答の人のサイン

でビンゴを達成すると、先着で景品のお菓子がもらえる。 
 



実施した感想：自己紹介ビンゴは学期初めのアクティビティとして毎年行っているが、

毎回ビンゴシートの質問内容を改善している。今回も、誰もが楽しめる内容となるよう、

いくつか設問を変更したり修正したりした。また、直近のスタッフ募集説明会のお知ら

せも掲載するなど、学期初めのリクルーティングにも力を入れた。初めての参加者も多

かったので、親しみやすい雰囲気になるよう、スタッフも積極的に参加した。友達から

の紹介や、Facebook、ポスターなどの広報でイベントを知ったという参加者が多かっ
た。今回は途中参加者が多かったが、話題提供のためのビンゴなので途中からでも問題

無く会話に加わることができ、盛り上がった。 
 
気づいたこと（改善点など）：ビンゴシートを配ったり参加者名簿に記入してもらった

りする必要があり、初めての参加者も多かったので、イベント開始前に受付が混み合っ

てしまった。今後は、参加人数を見て受付では名簿だけを記入してもらい、名札の作成

はロビー内のテーブルにコーナーを設置することも検討したい（その際は名札用テーブ

ルにもスタッフを一人配置する）。途中で参加する人のために、受付や司会者が時々ル

ールや景品の残り具合をアナウンスした方が良い。また、片付けに時間がかかってしま

ったので司会者を中心に参加者の帰宅を促すようにする。 
 

 
 



【1月コーヒーアワー	 書道＆カルタ】 
文責：岩崎絵里加 

日時・場所：1月 18日（木）16:30-18:00 
参加人数：約 50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、日本の新年の文化を楽しめ

るよう、書道とカルタを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。書道初体験の留学生に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、書き上げたものは掲示板の上に貼った模造紙に貼りつけて、皆で鑑賞できるよう

にした。カルタは易しい日本語で書かれたものを使った。 
 
実施した感想：今回、偶然にも書道サークルに所属している学生が参加しており、パフ

ォーマンスを披露してくれた。草書を書く様子は留学生だけでなく日本人学生でも見た

ことがない人が多かったと思うので、披露してもらえてとても良かった。運営スタッフ

ではない留学生がイベントの片付けを手伝ってくれて、とてもありがたかった。 
 
気づいたこと（改善点など）：1 人で参加しようとしていた人にとっては、少し敷居が
高く感じられたようである。今回は特に、直接会話を促すアクティビティではなかった

から尚更だったのかもしれない。今後は、イベント開始時にはスタッフが参加者に積極

的に声をかけて雰囲気に馴染めるよう配慮しようと思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. メンバー紹介（大切にしていること、来年度への抱負など） 
 

井上美里	 文学研究科ドイツ文学専攻修士 2年 
コーヒーアワーでは、和やかでいながらクリエイティブでわくわくする雰囲気を大切に

してきました。毎週のミーティングも楽しく和気あいあいとしていて、自分にとってエ

ネルギーをもらえる場でもありました。それぞれの場で活躍している学生スタッフが集

まって、素敵なイベントを作り出していくコーヒーアワーが大好きです。6年間スタッ
フとして活動してきましたが、今年度で卒業となり、さみしい気持ちでいっぱいです。

改めて、先生方、事務の方々、スタッフのみなさんにお礼申し上げます。 
 
石垣晋一郎	 農学部資源生物科学科 1年 
留学生と積極的に交流すること、特に本番は臨機応変な行動を心がけています。 
これからは、学内の人にもっとコーヒーアワー知ってもらい、初めての人や 1人で来た
人も楽しめるような企画を作りたいです。 
 
川村彩	 工学部化学生物工学科 3年 
コーヒーアワーのイベントを楽しみつつ、また、スタッフとしての自覚も忘れないで参

加してくれた人たちが居心地よく過ごせるように気配りをすることを大切にしていま

す。コーヒーアワーのスタッフになってちょうど一年経ち、また新入生のスタッフも増

えたので、先輩についていくのではなく、周りを引っ張っていけるようなスタッフにな

りたいです。また、コーヒーアワーのゆったりとした雰囲気を大事にしつつ、来年度も

無理のない範囲で、今までやったことがないような新しい企画を企画できたらいいなと

思います。 
 
佐藤菜摘	 文学部人文学科言語学専攻 4年 
リラックスして楽しみつつ、皆さんにとって新たな交流が生まれるような場を作る 
ことを大切にしています。 
 
木村海里	 経済学部 1年 
コーヒーアワーで大切にしていることは、メンバーみんなで楽しく活動できるような 
場所であることです。来年はもう少し率先して自分から意見などを伝えていきたいです。 
 
秋山英里	 情報学部人間社会情報学科 1年 
留学生と日本人が交流しやすい場をつくる！ 
 
 



長田恵梨菜	 法学部 1年 
沢山の人が気兼ねなく参加できて穏やかな時間が過ごせるような企画ができるよう、頑

張ります！ 
 
梅本涼	 工学部 1年 
来年度もしっかり協力して楽しんでやっていきたいです。 
 
木下悟	 生命農学研究科修士 1年 
コーヒーアワーで誰でも気軽な交流が出来るように工夫を心がけていきたいと思って

ます！ 
 
山道知可	 法学部 2年 
どの国の人にも楽しんで頂くことで、国際交流に少しでも役立てればという気持ちで、

いつも取り組んでいます！ 
 
陳宥丞	 人文学研究科修士 2年（交換留学生） 
コーヒーアワーは国際交流の場を設け、出身の違う人に分かり合う機会を作るとても有

意義な活動だと思います。これからもよりよいコミュニケーションのために頑張りたい

と思います。 
 
岩崎絵里加	 経済学部経済学科 4年 
約 3年間スタッフをしてきましたが、これからももっと楽しいコーヒーアワーにしてい
くために、これまでの慣習にとらわれず、いろんなことを試していきたいです。 
 
神谷柚衣	 経済学部経営学科 4年 
誰でも気軽に国際交流ができるような環境作りに取り組んでいます。またそうした活動

の中で、自分自身も、新しい人たちと出会うことを楽しみに活動しています。 
 
澤田成実	 農学部生物環境科学科 1 年	

日本人も留学生も気軽に参加し、交流を楽しんでもらえるよう、これからも活動を頑張

っていきたいです。	

 


