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名古屋⼤学グローバルネットワーク（国際交流グループ）
名古屋⼤学ではキャンパスの国際交流を活発にするために
学⽣が主体となって様々な交流活動をしています。
そんな活動を⼀緒にサポートしてくれる仲間を募集しています。
学⽣の皆さんの参加をお待ちしています︕

スモールワールド・コーヒーアワー (Small World Coffee Hour)
コーヒーやお茶を⽚⼿にリラックスした雰囲気の中で留学⽣と⼀般学⽣が出会い、⽂化や学⽣⽣活に
関することなどを気軽に話し合える国際交流の場を毎⽉（学期中）に開催しています。楽しい⽂化交
流の場を⼀緒に作ってくれる仲間を募集中です︕
Email: isa@iee.nagoya-u.ac.jp
Website: http://acs.iee.nagoya-u.ac.jp/program/smallworld.html
Facebook: www.facebook.com/meidaicoffeehour
Instagram: https://www.instagram.com/nucoffeehour/
プレゼンテーションアワー 〜世界が広がる２０秒〜 (Presentation Hour)
国際⾊豊かなプレゼンテーションを通して、アカデミックな交流の場を年に１〜２回開催しています。プレ
ゼンテーションの内容は、研究、専⾨、趣味、異⽂化・留学体験、マイブームなど多岐に渡ります。プレゼ
ンター、または運営スタッフとして⼀緒に活動してくれる仲間を募集中です︕
Email: isa@iee.nagoya-u.ac.jp
Website: http://acs.iee.nagoya-u.ac.jp/program/smallworld.html
Facebook: www.facebook.com/meidaicoffeehour
Instagram: https://www.instagram.com/nucoffeehour/
ヘルプデスク (Help Desk)
ヘルプデスクは、留学⽣を⽀援する国際交流団体です。留学⽣と交流を深めることを⽬的としたハロウ
ィンパーティーや花⽕⼤会などを開催しています。それだけではなく、留学⽣と話したり、⼀緒に勉強したり
と普段から楽しく活動しています。また、⽣活に必要な情報を提供し、⽇常⽣活や勉強などの質問や相
談にも対応しています。私たちと⼀緒に活動してくれる学⽣を募集中です︕
Email: nagoyaunivhelpdesk@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/NuHelpdesk/
Instagram: https://www.instagram.com/nagoyaunivhelpdesk/
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留学のとびら （Gateway to Overseas Studies）
留学経験者・内定者・希望者が集まり、留学を⽬指す名⼤⽣をサポートしています。2021 年度は英
会話イベント「English Cafe」、留学経験者座談会、昼休みの相談会「留とびランチ」、Speaking 練
習会、留学計画ワークショップなどを⾏いました。SNS を通じた情報発信・イベント告知や留学仲間のコミ
ュニティづくり、また個別相談も⾏っていますので、留学に関⼼がある⼈もそうでない⼈もぜひチェックしてみ
てください。
Email: nu.ryu.tobi@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ryugakunotobira/
Instagram: https://www.instagram.com/ryugakunotobira/
異⽂化交流サークル ACE （Action Group for Cross-Cultural Exchange）
ACE では、「交流・架け橋・ボランティア」の三⼤理念を掲げ、活動を⾏っています。毎年 4 ⽉、10
⽉頃に名古屋⼤学に来る留学⽣に対し、⼊寮のサポートやウェルカムパーティー等を開催したり、他にも
1 年を通じて留学⽣と⼀般学⽣との交流を図るイベントを⾏ったりすることで、留学⽣が⽇本での⽣活を
楽しめるよう少しでも⼒になりたいと考えています。いつでも誰でもお気軽に参加してください︕
URL: http://ace.tuzikaze.com
Facebook: https://www.facebook.com/Events-of-ACE-293892397287990/
Instagram: https://www.instagram.com/actiongroupforculturalexchange/

NUFSA 名古屋⼤学留学⽣会
（Nagoya University Foreign Students Association）
名古屋⼤学の留学⽣や⼀般学⽣など多様なメンバーで構成されている留学⽣会です。名古屋⼤学
で学ぶ留学⽣が楽しく留学⽣活を送れるようサポートしたり、国際交流イベントを開催しています。参加
お待ちしています︕
Email: nufsa.nagoya@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nufsajp/
Instagram: https://www.instagram.com/nufsa.nagoya_university/
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スモールワールドコーヒーアワー
2021 年度

Small World Coffee Hour

活動報告
総合文責：中村慧士

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、繋がることが出来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、15 年以上継続するに至
っている。
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
を行えるように心掛けている。
1.2

特徴

・有志の学生が中心となり活動している。(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 1 回のペースで開催できるよう、企画・運営を
行っている。
・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を設定し、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 1 回の頻度で行い、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作成し、学内に掲示する。コーヒーアワーの Facebook,
Instagram にポスターを投稿する。また、海外留学室等のメールで広報していただく。今年
度は SNS による広報が中心であった。

2.2

コーヒーアワーについて

2.2.1

当日の動き(目安)

(1)対面開催
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)オンライン開催
11:20 スタッフが web ミーティング上に集まる
11:50 参加者の入場を許可する
12:50 イベント開始
12:55 イベント終了
2.2.2

今年度の振り返り

今年度は 5,6,11,12 月の開催となった。今年度の春学期のイベントは、昨年度と同様にコ
ロナウイルスの感染拡大の影響で、オンラインでの開催となった。オンラインイベントは、
場所を問わずに参加できるので、来日ができていない留学生にも国際交流の場を提供するこ
とができた。また、秋学期のイベントでは、久々に対面でのイベントを開催し、ボードゲー
ムやスポーツゲームを通して国際交流をすることができた。

3.

年間行事記録

3.1

【5 月】Virtual Lunch Party

日時：2021 年 5 月 21 日(水) 12:00-12:50
場所：Spatial Chat
参加人数：約 25 人（スタッフを含む）
イベント概要：
オンラインで実施した（Spatial Chat を使用）。トーキングカードに書かれた題につい
て、皆で自由におしゃべりをした。①英語のみ、②日本語のみ、③日英両方のグループに分
かれた。2 ラウンド行った。

実施した感想：
様々な人が参加してくれた。初めてコーヒーア
ワーのイベントに参加してくれた人も多かった。
打ち解けてきたのか、後半になる程盛り上がって
いった。Spatial Chat を使うのは今回が初めて
だったが、大きなトラブルは無かった。
気付いたこと(改善点など)：
オンラインで会話を弾ませることは対面よりも
難易度が高いと感じた。途中参加の人の対応が遅
れることがあった。時差の関係で、海外から参加
の人は大変そうであった（現地時刻は早朝、深夜
など）。申し込んでいたが、イベントに参加して
いない人がおり、もしかしたら Spatial Chat に
問題が起こっていたのかもしれない。

3.2

【6 月】ゲームナイト

日時：2021 年 6 月 25 日(金) 18:30-20:00
場所：ZOOM
参加人数：約 25 名
イベント概要：
オンラインで実施した。オンラインゲームをす
るグループと、ワードウルフをするグループに分
かれて行った。オンラインゲームをするグループ
ではアモングアスをプレイした。両方体験できる
ように、2 ラウンド行った。
実施した感想：
オンラインゲームやワードウルフを通して、楽
しみながら国際交流することができた。ただ、ア
モングアスは初めてプレイする人には、少し難し
そうだと感じた。

気づいたこと(改善点など)：
今後、オンラインゲームを実施する際は、ゲームが苦手な人でも楽しめるように簡単なも
のを選ぶようにしたいと思った。

3.3

【11 月】ボードゲーム大会

日時：2021 年 11 月 17 日(水) 14:45～16:15
参加人数：25 人

イベント概要：
対面で実施した。スタッフを含む 5～6 人程
度を１グループとしてテーブルに着き、自己紹
介後にテーブルごとに好みのボードゲーム等を
行った。ゲームの種類は人生ゲームやジェン
ガ、UNO など。使用言語は基本的に自由だった
が、日本語に不慣れな参加者もいたため英語を
使用しているグループもいくつかあった。時間
中にテーブルごとにゲームを変えることはあっ
たが、それぞれのゲームにかかる時間がまちま
ちであったため、メンバーの入れ替えはなかっ
た。
実施した感想：
かなり久々の外部の参加者を含むイベントではあったが、みな楽しそうにゲームができて
いた。日本語に不慣れな参加者も、英語があまり得意でない参加者も積極的にコミュニケー
ションが取れていたし、ほかのメンバーがカバーする場面もあり、それぞれが気持ちよく過
ごせる雰囲気作りができていたように思う。
気づいたこと（改善点など）：
ほとんど英語になるテーブルもあれば、日本語ばかりのテーブルもあったため、最初のグ
ループ分けで言語を分けておく必要も多少あるかなと思った。比較的長くゲームをする時間
があったので 2 グループずつメンバーを入れ替えてみてもいいと思った。

3.4

【12 月】スポーツゲーム

日時：2021 年 12 月 8 日(水) 12:00-13:30
参加人数：約 25 人（スタッフも含めて）
コラボレーション：COFSA
イベント概要：
グリーンベルトで集合、参加者とスタッフは
グループに分かれてフリスビーとバドミントン
を行った。13 時前休憩を取って暖かいお茶・コ
ーヒーを飲みながら色々な話をし、授業がない
参加者は 13 時半まで話したり、ゲームを続けた
りした。
実行した感想：
軽く体を動かしたり、外で時間を過ごしたりと、他の学生と交流できる機会となった。カ
ジュアルなイベントでみんな楽しめた。風が強かったので、ちゃんとゲームできるかどうか
という心配があったが、バドミントンを普通のシャトルではなく、より重いボールでやった
ので全然大丈夫だった。のんびりとして少し勉強から離れて休むことができた！
気づいたこと(改善点など)：
最初にみんなは自由にグループに分かれて、イベントの最後まで同じグループでゲームを
行った。イベントの時に新しい人と話すチャンスを増やすため、グループ間で人のローテー
ションを行えばもっとよかったかもしれない。

4.

メンバー紹介

・渡辺瑶香

医学部保健学科看護学専攻 1 年

オンラインでも対面でも交流ができ、留学生の方と楽しい時間を過ごせました。来年度は
もっと交流の機会を増やせるといいなと思います。
・清水聡一郎

経済学部経営学科 3 年

今年度からの参加となりましたが、様々な形で交流することができてとても楽しかったで
す。来年はさらに活動範囲が広がっていけばいいなあと思っています。

・早川佳太

経済学部経済学科 3 年

感染症の影響で学生間の交流の機会が限られる中、オンラインだけでなく対面でも交流イ
ベントを開催することができました。初対面の人も含めたメンバー皆で、何気ない話で盛り
上がることができる大変貴重な場になっているかと思います。来年度も多くのスタッフや参
加者とお会いできることを楽しみにしています。
・中村慧士

経済学部経済学科 3 年

コロナ禍においてもオンラインで国際交流をすることができ、とても楽しかったです。今
年度はオンラインでの活動が中心になりましたが、来年度はもっと対面でのイベントをして
みたいと思いました。
・福嶋優理亜

理学部生命理学科 4 年

今年度は対面のイベントも実施することができ、昨年度よりも活発に活動することができ
たと思います。来年度もコーヒーアワーで様々な経験をしたいです。
・アンドリュシュカイテ・アグネ

環境学研究科社会環境学専攻修士１年

今年はコーヒーアワーで初めての 1 年になりましたが、毎週行われているミーティング、
メンバーの散歩やお茶会が楽しめて、自分のことをコーヒーアワーのメンバーの一員として
感じました。最初はオンラインでも新しい人との出会いができて嬉しかったが、秋学期には
対面でイベントが最高でした！
・吉岡優樹

環境学研究科都市環境学専攻修士 2 年

コーヒーアワーの活動を通じて学んだことがたくさんありました。様々な場面で関わって
くださった皆様に感謝しています。

プレゼンテーションアワー

Presentation Hour

2016 年度 活動報告
総合文責:森下 実佐都
１． 団体紹介
Presentation Hour (以下，プレゼンアワーと省略)は「Small World Coffee Hour」(以
下、コーヒーアワーと省略)の特別企画として 2014 年に発足，以来年 2 回を目標にプレ
ゼンテーションイベントとして企画・運営する団体である。外国人留学生や一般学生な
ど多様なバックグラウンドを持つ学生がアイディアを共有する場を提供することを目
的としている。発足以来、プレゼンターの募集や会の運営の工夫，マニュアルを作成し
て組織運営を円滑化することで、年々プレゼンターとしての参加者募集も増加し規模も
大きくなってきている。2016 年度は、企画の立ち上げ以降初期のメンバーがいない中
での初めての運営ということもあり、一層活動に計画や工夫に力を入れた。
１．１ 理念
留学生，一般学生を問わず、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る。それぞれの文化的背景を考慮した上で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場
を提供することを心がけている。
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 1 回のペースで開
催できるよう企画・運営をしている。プレゼンテーマが偏らないよう，留学生の
参加者や様々な学年の方にプレゼンをしてもらうように心がけている。

１．３ メンバー構成
井上美里 （文学研究科 M1 年）
清美樹 （工学研究科 M1 年）
植手淑乃 (文学部 4 年)
木下悟 （農学部 4 年）
森下実佐都 （情報文化学部 4 年）
岩崎絵里加 （経済学部 3 年）
嶋田耕太郎 (工学部 3 年)
廣瀬治佳 （情報文化部 3 年）

福井ゆたか (教育学部 3 年)
佐藤菜摘 (文学部 3 年)
山田 美佳

(経済学部 3 年)

吉岡佑太 (理学部 2 年)
川村彩 (工学部

2 年)

山道知可 (法学部 1 年)
若杉美穂 (文学部 1 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 3 か月半程度かけ一回のプレゼンテーションアワー
の企画をしている。プレゼンターの募集やプレゼンターへのメンター活動を通し学期末
のプレゼンアワー当日の内容、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。Facebook ではイベント前約一か月間をかけ，プレゼンテー
ションの内容やゲストの紹介などを行うことでイベント周知を図った。

２．２ プレゼンアワーについて
■当日の動き（目安）
15:30 国際棟給湯室にてコーヒーを準備，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
19:00 頃 イベント終了，写真撮影，懇親会の準備
20:00 頃 懇親会終了
20:00 片づけ

【7 月第 4 回プレゼンテーションアワー】

文責：森下

実佐都

「第 4 回プレゼンテーションアワー ～世界が広がる 20 秒～」
日時・場所：7 月 8 日（金）16:45-18:45 ＠国際棟１階ラウンジ
参加人数：50 人程度
イベント概要
第 4 回を迎えたプレゼンテーションのイベントを今期も開催した。
今回は学生プレゼンター4 名とゲストスピーカー1 人が登壇し、そのうち 3 名が日本語
で、残りの 2 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。例えば、
「物づくり体験について」
「アメリカでの交換留学
の経験」等があった(詳細はプログラム参照)。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
第四回目とあってこれまでの経験を踏まえマニュアル等の作成もされていたため、準備
に目処を立てて計画的に進めることができた。これまでのイベント形態を大きく見直す
など 4 回目であっても積極的に活動することができた。
内容としては今回も、多くの留学生オーディエンスとして参加してくださるなど充実し
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）
今回はゲストを含め 5 名のプレゼンターでイベントを行った。イベント時間と人数のバ
ランスが丁度良く Coffee Break の時間を十分取ることができた。また、多くの留学生
がイベントに集まってくれた。一方でプレゼンターに日本人が多く，日本語でのプレゼ
ンも多かったので、英語での理解がしづらく一部の留学生には伝わりにくいものとなっ
てしまった。よりよい翻訳や二か国語の併用の方法について考えたい(司会の工夫や言
語補助のつけ方等)。イベント後に行った懇親会では、多くの留学生オーディエンスが
そのまま参加してくれたため充実した懇親会にすることができた。今後も安定的に参加
してもらえるような工夫をしたい。

【12 月第 5 回プレゼンテーションアワー】
「第 5 回プレゼンテーションアワー

文責：山田

美佳

～世界が広がる 20 秒～」

日時・場所： 12 月 2 日（金）16:30-18:45 ＠国際棟１階ラウンジ
参加人数： 約 50 人
イベント概略
今回は学生プレゼンター6 名とゲストスピーカー1 名が登壇 し、そのうち 3 名が日本
語で、残りの 4 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。具体的には、「食べ物を通じた人とのコミュニケーショ
ンのすすめ」
「自身のラオスでの国際交流活動を通じた学びについて」
「農業サークルの
活動紹介と自身の学びについて」等様々なテーマがあった(詳細はプログラム参照)。前
回に引き続き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
1 人目のプレゼンターが急遽体調不良で来られなくなってしまったが、アカデミック、
エンターテインメント共に様々なトピックが集まり、充実したイベントとなった。プレ
ゼンテーション中に音楽を流すなど新しい演出もあり、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。英語のプレゼンで専門用語には日本語訳を付けても
らい、司会者による通訳も細かかったことから、両言語とも観客の理解が深まって会場
が活発であった。イベント後に行った懇親会では、想定以上の人数が集まり、次回から
懇親会参加者には会費を取る案も出された。
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。英語と日
本語のバランスを考えプレゼンターを選出したが、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、プレゼンターとのやり取りの間で問
題がいくつか発生したので、全体的にスケジュールを前倒しした方が良い。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、スタッフ確保が問題とな
っている。

第４回・５回プレゼンテーションアワーの様子

編集：若杉 美穂
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名古屋大学ヘルプデスク 2021 年度活動報告
NU Help Desk 2021 Annual Activities Report
1. ヘルプデスクとは / About Help Desk
1.1. 概要 / Introduction
ヘルプデスクは、名古屋大学から公認を受けている留学生支援・国際交流団体である。活
動内容は大きく 3 つに分かれており、NUPACE 学生を中心とした留学生の受入活動、国際棟ラ
ウンジでの活動、そしてイベントの企画・運営である。受入活動では、担当する宿舎にて留
学生が日本で新生活を始める支援を行い交流する。国際棟ラウンジでは、留学生の質問や相
談に乗る窓口としての役割を果たしており、学生生活や日常生活を支援することで日常的に
留学生と交流している。また、定期的にイベントを企画し、多様な文化を持つ学生同士の交
流を支援している。
Help Desk is an intercultural exchange support group approved by Nagoya University.
Our activity is mainly divided into 3 parts. Firstly, we support international
students, starting off with NUPACE students, every beginning of the semester with
the start of their lives in Nagoya. Secondly, we create an environment where
international students can ask questions anytime at the International Center lounge
and get along with them through daily interaction. Lastly, we organize events through
the year for cross-cultural interactions among the campus.

1.2. 理念 / Mission
私たちが大切にしていることは、留学生が快適に充実した生活を名古屋大学で送ることが
できるように、身近な存在として支援することである。そして、日本人学生や留学生など多
様な背景を持つ学生同士の国際交流や異文化理解を支援する。
Our mission is to stay close to the international students and be by their side
when they need help in their daily lives. Moreover, we aim to promote an
intercultural atmosphere by providing opportunities for everyone to come across new
people, new cultures, values, and ideas.

1.3. 構成員 / Members
名古屋大学の学部 1 年生から博士後期課程 3 年生、そして、交換留学生の総勢 39 名で構
成されている。
Help Desk's members are in total 39 members, which consists of students from all
years of Nagoya University and exchange students.
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2. 2021 年度活動
2.1. 2021 年度活動の概要
2020 年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響のため、教室とオンラインミーティング
ツールの Zoom を併用し、ハイブリッドミーティングを行うことで活動を継続した。留学生
の状況としては、2021 年度はオンラインで NUPACE 学生の受け入れを行い、NUPACE 学生は各
国から授業を受講した。そのため、今年度も昨年度と同様、春学期と秋学期の受入活動、各
種パーティーやイベントを対面で行うことができず、オンラインで開催した。イベント用の
すごろくの作成や、景品の準備などを行い、留学生がオンラインでも飽きずに楽しめるよう
工夫した。7 月には、大学でワクチン予約が始まったため、留学生の予約をサポートする
「ワクチン予約サポートデスク」を設置した。さらに、名古屋大学への留学を希望する学生
に向けて、名古屋大学や日本の紹介をした YouTube チャンネルの“Nagoya University HELP
DESK”を更新した。撮影から編集、ナレーションまでメンバー内で協力しながら行った。
また、学内の留学生数が減少し、活動もオンラインに制限され、新しいメンバーの勧誘も
難しかったため、同じように悩む他団体と協力することで活動を継続していた。コーヒーア
ワーや名古屋大学短期日本語プログラム（NUSTEP）とコラボレーションすることで、新しい
アイデアを取り入れながら活動することができた。
今年度は、4 月から 5 月にかけて、新入生歓迎活動を行い、5 名から 10 名程度の新しいメ
ンバーが加入した。新入生にもイベントの司会やポスター作りなど、積極的に参加してもら
い、来年度以降につながる活動になった。

2.2. 活動表
以下が 2021 年度の活動表である。オンラインでの活動が主であったが、メンバー間で知
恵を出し合いながらイベントの企画・運営を行った。
月日
04 月 03 日
04 月 11 日
04 月 12 日
04 月 13 日
04 月 19 日
04 月 20 日
04 月 22 日
04 月 23 日
04 月 30 日
05 月 10 日
05 月 21 日
06 月 04 日
06 月 19 日
06 月 25 日
07 月 03 日
07 月 04 日
07 月 05 日

内容
国際交流体験会
国際交流体験会
春学期通常ヘルプデスク開始
ミーティング体験参加
座談会
ミーティング体験参加
座談会
ウェルカムパーティー
座談会
YouTube 撮影 (彩・牡丹亭)
コーヒーアワー
NUPACE 交流会
YouTube 撮影（大須）
コーヒーアワー
フリーマーケット
すごろくイベント
ワクチン予約サポート開始

月日
07 月 09 日
07 月 30 日
07 月 31 日
08 月 06 日
08 月 10 日
09 月 24 日
10 月 04 日
10 月 04 日
10 月 26 日
11 月 17 日
11 月 25 日
12 月 08 日
12 月 21 日
01 月 21 日
02 月 03 日
02 月 08 日
02 月 09 日
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内容
ワクチン予約サポート終了
NUPACE Party
NUSTEP 交流イベント
春学期通常ヘルプデスク終了
YouTube 撮影 (中部国際空港)
ヘルプデスク紹介
秋学期通常ヘルプデスク開始
ウェルカムパーティー
ハロウィーンパーティー
コーヒーアワー
NUPACE 交流会
コーヒーアワー
すごろくイベント
YouTube 撮影（八事）
NUPACE Party
秋学期通常ヘルプデスク終了
NUSTEP 交流イベント
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2.3. ミーティング
活動について話し合いを行ったり、計画を立てたりするために、週に 1 回程度ミーティン
グを行った。昨年度と同じように、オンライン会議ツールである「Zoom」を利用し、ハイブ
リッド形式のミーティングを実施した。参加メンバーはオンライン参加・対面参加を自由に
選択することができ、新型コロナウイルスの影響に対応するだけでなく、メンバーのスケジ
ュールに応じてよりフレキシブルなミーティング参加が可能となった。以下は、2021 年 4 月
6 日から 2022 年 3 月 6 日までのミーティング記録表である。
月日
04 月 06 日
04 月 13 日
04 月 20 日

場所
国際棟 206 号室、Zoom
国際棟 206 号室、Zoom
国際棟 206 号室、Zoom

04 月 27 日

国際棟 206 号室、Zoom

05 月 10 日

国際棟 206 号室、Zoom

05 月 18 日

国際棟 206 号室、Zoom

05 月 24 日

国際棟 206 号室、Zoom

06 月 01 日

国際棟 206 号室、Zoom

06 月 08 日

国際棟 206 号室、Zoom

06 月 17 日

国際棟 206 号室、Zoom

06 月 21 日

国際棟 206 号室、Zoom

06 月 29 日

国際棟 206 号室、Zoom

06 月 30 日
07 月 01 日

国際棟 207 号室、Zoom
国際棟ラウンジ、Zoom

07 月 06 日

国際棟 206 号室、Zoom

07 月 15 日

国際棟 207 号室、Zoom

07 月 20 日

国際棟 206 号室、Zoom

07 月 29 日
07 月 30 日

国際棟 206 号室、Zoom
Zoom

08 月 03 日

国際棟 206 号室、Zoom

08 月 17 日

国際棟 206 号室、Zoom

09 月 07 日

Zoom

09 月 13 日

Zoom

10 月 04 日

国際棟 207 号室、Zoom

内容
YouTube、新入生歓迎イベント
ウェルカムパーティー
ウェルカムパーティー
YouTube、フリーマーケット、
NUPACE 交流会
フリーマーケット、YouTube、
NUPACE 交流会、NUSTEP 交流イベント
NUSTEP 交流イベント、フリーマーケット、
NUPACE 交流会、YouTube
NUSTEP 交流イベント、NUPACE 交流会、
YouTube
NUSTEP 交流イベント、NUPACE 交流会
フリーマーケット、NUPACE 交流会、
YouTube
YouTube、NUPACE Party
NUPACE Party、フリーマーケット、
すごろくイベント
フリーマーケット、すごろくイベント、
ワクチン予約サポート、YouTube
ワクチン予約サポート
フリーマーケット
フリーマーケット、すごろくイベント、
NUPACE Party、NUSTEP 交流イベント
NUPACE Party、NUSTEP 交流イベント
NUPACE Party、NUSTEP 交流イベント、
YouTube
NUPACE Party、YouTube
すごろくイベント
NUPACE Party、NUSTEP 交流イベント、
YouTube
YouTube、ウェルカムパーティー、
NUPACE Party
ヘルプデスク紹介
ウェルカムパーティー、NUPACE 交流会、
ハロウィーンパーティー、NUPACE Party
ウェルカムパーティー
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10 月 11 日
10 月 18 日
10 月 20 日
10 月 25 日
10 月 26 日

国際棟 207 号室、Zoom
国際棟 207 号室、Zoom
Zoom
国際棟ラウンジ、Zoom
Zoom

11 月 01 日

国際棟ラウンジ、Zoom

11 月 08 日
11 月 15 日
11 月 17 日
11 月 22 日
11 月 25 日
11 月 29 日
12 月 06 日
12 月 13 日
12 月 20 日
12 月 21 日

国際棟ラウンジ、Zoom
国際棟 207 号室、Zoom
Zoom
国際棟 207 号室
Zoom
国際棟ラウンジ、Zoom
国際棟ラウンジ、Zoom
国際棟 201 号室、Zoom
国際棟ラウンジ、Zoom
Zoom

12 月 27 日

国際棟ラウンジ、Zoom

01 月 13 日
01 月 17 日

Zoom
国際棟ラウンジ

01 月 24 日

国際棟ラウンジ、Zoom

02 月 03 日
02 月 07 日
02 月 15 日
02 月 23 日

Zoom
国際棟ラウンジ、Zoom
Zoom
Zoom

03 月 01 日

Zoom

03 月 06 日

Zoom

ハロウィーンパーティー、YouTube
ハロウィーンパーティー
ハロウィーンパーティー
本交換イベント（COFSA）
ハロウィーンパーティー
ハロウィーンパーティー、NUPACE 交流会、
YouTube
NUPACE 交流会
NUPACE 交流会
NUPACE 交流会
NUPACE 交流会
NUPACE 交流会
本交換イベント（COFSA）
すごろくイベント
すごろくイベント
すごろくイベント
すごろくイベント
すごろくイベント、NUPACE Party、
NUSTEP 交流イベント
活動報告書
YouTube
NUPACE Party、NUSTEP 交流イベント、
フリーマーケット
NUPACE Party
NUSTEP 交流イベント
活動報告書
新入生歓迎イベント、フリーマーケット
新入生歓迎イベント、フリーマーケット、
活動報告書
活動報告書、新入生歓迎イベント、
ウェルカムパーティー
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2.4. 留学生を受け入れる活動
NUPACE オフィスと協力しながら、春学期と秋学期に名古屋大学に留学にする留学生が宿舎
に入居する手続きの支援を行う。担当の宿舎にて、鍵や書類の受け渡し、大学での登録手続
きの補助も担当する。また、名古屋での生活に慣れてもらえるように、宿舎周辺のショッピ
ングモールの買い物ツアーや、大学やフードコートでの夕食ツアー、そして、ウェルカムパ
ーティーなどのイベントを企画し、来日して緊張している留学生とのコミュニケーションを
図る。留学生同士の交流のみならず、日本人学生と留学生の交流も行うことが狙いである。
今年度は新型コロナウイルスの影響で、春学期と秋学期の新規の交換留学生はオンライン
留学となったため、2019 年度まで行ってきたような受入活動は中止となった。

(1) ヘルプデスク紹介
嶋崎花音
日時：2021 年 9 月 24 日（金）
場所：Zoom
学期ごとに来日する交換留学生が必ず参加する教務オリエンテーションの中で、時間を割
いてヘルプデスクの活動の簡単な紹介、および事前に用意した活動紹介動画のリンク共有を
行っていただいた。動画内ではわかりやすいように Google スライドを使用し、交換留学生
の中には日本語の得意な人や苦手な人もいることも考えて、日本語と英語との両方のスライ
ドを使用し、説明を行った。

ヘルプデスク紹介スライド
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(2) ウェルカムパーティー
嶋崎花音
・春学期
日時：2021 年 4 月 23 日（金）16 時 30 分～
場所：Zoom
・秋学期
日時：2021 年 10 月 4 日（月）18 時 15 分〜19 時 15 分
場所：Zoom
交換留学生は本年度もオンラインで留学しており、ウェルカムパーティーについても Zoom
を利用したオンラインイベントの形で企画した。NUPACE オフィスに声をかけていただき、学
期のはじめに行われるガイダンスの後に続けて行ったため、比較的多くの留学生が参加して
くれたように感じた。名古屋大学に実際に訪れることができない留学生に向けて、名古屋大
学や日本について少しでも知ることができるよう、名古屋大学クイズや日本人学生との交流
コーナーなどを設けた。また、ヘルプデスクの活動紹介も行い、ウェルカムパーティーをき
っかけに、その後のオンラインイベントに参加してくれた学生も数名いた。対面で行ってい
た 2019 年度以前のウェルカムパーティーと比べると小規模であったが、オンラインの留学
生活では不足しがちな学生間のコミュニケーションを意識して、新しい形でイベントを行う
ことができた。今年度のイベント企画で得たスキルや反省を生かし、オンラインの留学生の
ニーズにあったウェルカムパーティーを来年度以降も企画したい。

ウェルカムパーティーポスター
（4 月 23 日（金）開催）

ウェルカムパーティーポスター
（10 月 4 日（月）開催）
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2.5. 国際棟ラウンジにおける活動
名古屋大学東山キャンパス国際棟 1 階ラウンジに、机 3 台、椅子 6 脚、ホワイトボード 2
つ、物品庫 1 段からなるヘルプデスクコーナーがある。新型コロナウイルスの影響もあった
が、感染症対策を徹底しながら、質問対応を行った。

・通常ヘルプデスク
嶋崎花音
・春学期
月日：2021 年 4 月 12 日（月）～2021 年 8 月 6 日（金）
場所：名古屋大学国際棟 1 階ラウンジ
・秋学期
月日：2021 年 10 月 4 日（月）～2022 年 2 月 8 日（火）
場所：名古屋大学国際棟 1 階ラウンジ
国際棟 1 階のヘルプデスクコーナーにおいて、ヘルプデスクメンバーが、留学生からの留
学生活中の質問や相談について対応する。例年は、留学生が日本に来て間もない学期はじめ
の 4 月や 10 月のそれぞれ 1 か月間に質問が集中しているが、今年度は、交換留学生がオン
ライン留学であったため、学期を通して質問は少なく、日本語研修生や G30 の学生からの質
問や交流が多かった。
質問内容の具体例
・手続きの場所がわからない
・先生の部屋がわからない
・日本語を話す練習がしたい

ヘルプデスクコーナー
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2.6. イベント
(1) 新入生歓迎イベント
早川佳太
・国際交流体験会 / NUPACE REUNION
日時：2021 年 4 月 3 日（土）・4 月 11 日（日）20 時 00 分～
場所：Zoom
・座談会
日時：2021 年 4 月 19 日（月）・4 月 22 日（木）・4 月 30 日（金）12 時 00 分～
場所：名古屋大学国際棟
・ミーティング体験参加
日時：2021 年 4 月 13 日（火）・4 月 20 日（火）12 時 00 分～
場所：名古屋大学国際棟
新入生歓迎イベントの第一弾として、国際交流体験会をオンライン上で開催した。国際学
生との交流をよりリアルに体験してもらうため、過去に来学経験のある NUPACE 同窓生に
“NUPACE REUNION”と題して協力を依頼し、本学の新入生や在学生と交流を行った。具体的
には、名古屋大学に関するクイズや、フリートークセッションを開催し、参加者全員が国際
交流を楽しめるように運営メンバーがサポートを行った。
第二弾のイベントとしては、座談会を国際棟にて開催し、ヘルプデスクの活動や留学につ
いて、各学部における学習や研究についてなど、運営メンバー各々の特性を活かして、新入
生や在学生からの相談を受け付けた。
第三弾のイベントとしては、ミーティングへの体験参加を実施した。実際のミーティング
に参加してもらうことでヘルプデスクの雰囲気を感じてもらうと同時に、ミーティング終了
後には参加者に対して個別にフォローを行い、入会希望者にはその場で LINE グループに参
加してもらった。
今年度の新歓イベントでは、2020 年度の大学立ち入り禁止などで思うようにサークルを検
討できなかった 2 年次以上の学生の参加も見られ、結果的にいずれのイベントの参加人数も
例年より多くなっていた。

国際交流体験会ポスター

NUPACE REUNION ポスター
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(2) YouTube
早川真子
・飲食編
日時：2021 年 5 月 10 日（月）13 時 00 分～
場所：彩（名古屋大学生協南部食堂）、牡丹亭（中華料理店）
・大須編
日時：2021 年 6 月 19 日（土）12 時 00 分～
場所：大須（名古屋市）
・空港編
日時：2021 年 8 月 10 日（火）9 時 00 分～
場所：中部国際空港
・八事編
日時：2022 年 1 月 21 日（金）15 時 00 分～
場所：八事（名古屋市）
これから日本に留学する海外の大学生（及び日本への留学を検討している海外の大学生）
に向けて、大学の紹介や日本の大学生活に関する動画を企画・撮影・編集し、YouTube 上に
投稿する活動を行った。ヘルプデスクのメンバーは動画作成に関して初心者であったが、大
学院に在籍する先輩方の力も借りることで少しずつスキルを磨きながら動画を投稿していき、
2022 年 3 月 11 日時点では公開動画数は 12 本、チャンネル登録者は 320 人を突破し、視聴回
数は 4.8 万回、総再生時間に関しては 1,460 時間を突破した。今年度は新たに、名大生の生
活を紹介できるような、4 本の動画を撮影した。本企画では、動画の企画から、撮影、編集
だけではなく、メディアマーケティングなど様々なことについて学ぶことができた。来年度
以降は実際に名古屋大学に来ることができる留学生も増えることが予想されるため、大学や
日本の文化の紹介だけではなく、定期券の買い方などのより留学生にとって実益の伴う動画
を作成していきたいと考えている。

インターナショナルレジデンス大幸付近の
イオンモールナゴヤドーム前紹介動画
（2021 年 3 月撮影・2021 年 7 月公開）

名古屋大学法学部キャンパスツアー
（2021 年 1 月撮影・2021 年 5 月公開）

9

名古屋大学ヘルプデスク / NU Help Desk 2021
(3) コーヒーアワー
早川佳太
・Virtual Lunch Party
日時：2021 年 5 月 21 日（金）12 時 00 分～12 時 50 分
場所：SpatialChat
・Let's play online games at night!
日時：2021 年 6 月 25 日（金）18 時 30 分～20 時 00 分
場所：Zoom
・LET'S PLAY BOARD GAMES
日時：2021 年 11 月 17 日（水）14 時 45 分～16 時 15 分
場所：名古屋大学国際棟
・SPORTS EVENT
日時：2021 年 12 月 8 日（水）12 時 00 分～13 時 30 分
場所：名古屋大学グリーンベルト
昨年度に引き続き、コーヒーアワー、名古屋大学生協留学生委員会 (COFSA)、ヘルプデス
クが共同してコーヒーアワーを開催することとなった。ヘルプデスクからは主に 2 名がメン
バーとして運営に携わった。5 月イベントでは、バーチャル会議ツールである SpatialChat
を活用してグループ内でお互いを知る企画を行い、6 月イベントでは岐阜大学の学生も招い
て夕方の時間帯にオンライン上でゲームを行った。11 月や 12 月のイベントは久しぶりに対
面で開催を行い、感染症対策に留意しながらボードゲームやバドミントンなどで国際学生と
国内学生の間の親交を深めた。昨年度に引き続き、COFSA とも共同で運営することで、コー
ヒーアワーやヘルプデスクではリーチができない G30 や研究生などの留学生にもアプローチ
することができた。オンラインでの開催が主となる中でも、国内学生と国際学生が繋がるこ
とができるように、主に Zoom を活用して試行錯誤しながら企画・運営を行った。

(4) フリーマーケット
申成秀
日時：2021 年 7 月 3 日（土）11 時 00 分～16 時 00 分
場所：名古屋大学第 2 体育館
今年度は、学内関係者に出店物品の提供をお願いし、ヘルプデスクのみでフリーマーケッ
トを行った。今回のフリーマーケットは例年と異なり、来客が学内関係者に制限され 1 日の
みの開催となった。通常、フリーマーケットの売上は花火大会の予算として使用してきたが、
今年度は花火大会を行っていないため通常活動の予算に充てることになった。
反省点は、例年と異なり屋内開催であったが、冷房状況などの事前確認が出来ず熱中症対
策などに不十分な側面があった。今後の活動では活動環境の確認などを徹底していきたい。

当日の活動の様子
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(5) NUPACE オンラインイベント
鈴木風羽子
・NUPACE 交流会
・春学期
日時：2021 年 6 月 4 日（金）16 時 30 分～18 時 00 分
場所：Zoom
・秋学期
日時：2021 年 11 月 25 日（木）18 時 15 分～19 時 15 分
場所：Zoom
・すごろくイベント
・春学期
日時：2021 年 7 月 4 日（日）20 時 00 分～21 時 00 分
場所：Zoom
・秋学期
日時：2021 年 12 月 21 日（火）18 時 15 分～19 時 45 分
場所：Zoom
・NUPACE Party
・春学期
日時：2021 年 7 月 30 日（金）17 時 45 分～19 時 00 分
場所：Zoom
・秋学期
日時：2022 年 2 月 3 日（木）17 時 45 分～19 時 00 分
場所：Zoom
・ハロウィーンパーティー
日時：2021 年 10 月 26 日（火）18 時 15 分～19 時 45 分
場所：Zoom
オンラインで名古屋大学に留学している学生に、国内学生や他の留学生との交流を楽しん
でもらうことを目的にイベントを行った。作成したポスターを NUPACE オフィスからメール
で送っていただくことで広報を行い、1 か月に 1 回程度開催した。日本の行事や日本各地の
名物を理解することができるすごろくや、トークテーマ集をつくることで、イベント中に活
発なコミュニケーションがとれるように工夫した。他にもゲームの景品として日本のお菓子
や文房具を留学生に送ったり、特技を発表する一芸披露コーナーを設けたりと、日本で直接
会っている感覚を味わってもらえることを意識した。
秋学期には、留学生に Google フォームを使ってアンケートをとり、企画して欲しいと思
うイベントや、参加しやすい時間帯などを答えてもらった。その結果を活用してイベントを
行ったが、オンラインイベントであることや、日本と時差があることが障壁となって、対面
でイベントを行っていた時ほど多くの留学生に参加してもらうことはできなかった。来年度
の春学期もオンラインでの受け入れになるため、イベント内容や効果的な広報方法などを再
確認したい。
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すごろくイベントで用いたすごろくシート

(6) ワクチン予約サポート
鈴木風羽子
日時：2021 年 7 月 5 日（月）〜7 月 9 日（金）12 時 00 分～16 時 15 分
場所：名古屋大学国際棟 1 階
新型コロナウイルスワクチンの予約受付期間中に、留学生の手続きをサポートするために、
ワクチン予約サポートデスクを設置した。いつでも手伝うことができるよう、他団体とも協
力してシフト表を作成し、常にサポートスタッフが常駐するようにした。

(7) NUSTEP 交流イベント
石川幹
・夏季
日時：2021 年 7 月 31 日（土）10 時 00 分～12 時 00 分
場所：Zoom
・春季
日時：2022 年 2 月 9 日（水）13 時 30 分～16 時 45 分
場所：Zoom
名古屋大学短期日本語プログラム（NUSTEP）とは、名古屋大学が提供する 2 週間の集中日
本語プログラムである。日本語のみならず、日本の文化・社会への理解を深めたり、名古屋
大学の学生と交流したりすることが醍醐味である。2019 年夏季まで NUSTEP は対面で行って
いたが、2020 年春季からはコロナの影響により対面が中止となり、2021 年春季からはオン
ラインで行うこととなった。そこで、NUSTEP の担当者の方からお話をいただき、ヘルプデス
クの YouTube 配信とコラボする形でオンラインキャンパスツアーを開催することとなった。
ゲームではブレイクアウトルームを使ったり、キャンパスツアー・ルームツアーの後に質
問や感想を聞いたりするなどして、オンラインでも多くコミュニケーションをとれるように
工夫した。また、Zoom のチャット機能も積極的に活用した。質問コーナーでは大勢の前で発
言するのをためらうことを考慮しながら質問を募集した。当日は国内学生からも海外学生か
らも多くの質問が集まり、とても有意義な時間だったように感じる。
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3. 資料
3.1. 団体設立
設立年月
設立場所
設立教員
設立協力

2005 年 4 月
名古屋大学留学生センター1 階 105 号室（海外留学室）
（名古屋大学国際棟 1 階）
名古屋大学留学生センター短期留学部門助手 筆内美砂
（名古屋大学国際機構国際教育交流センター国際プログラム部門）
名古屋大学留学生センター教育交流部門
（名古屋大学国際機構国際教育交流センターアドバイジング部門）

3.2. 沿革

2005 年度

春学期
開始前

2006 年度

04 月 00 日
09 月 00 日
04 月 00 日

2008 年度

秋学期
活動期間後
秋学期後

2009 年度

04 月 06 日

2010 年度

06 月 05 日
04 月 04 日
09 月 27 日
04 月 06 日
11 月 01 日
06 月 29 日
08 月 01 日
10 月 05 日
02 月 25 日
04 月 09 日
02 月 15 日
04 月 13 日
04 月 14 日
05 月 18 日
10 月 08 日
10 月 13 日
12 月 08 日
03 月 18 日

2011 年度
2012 年度
2013 年度
2016 年度
2018 年度
2019 年度

2020 年度

学生が参加を呼びかけられる
参加希望の学生に対して説明会が開かれる
「通常ヘルプデスク」開始（2 週間に渡り実施）
ヘルプデスクを留学生センターラウンジに移動
活動期間を 3 週間とする
活動期間後にイベントを実施したいという要望を出す
「書き初め会」開催
窓口を国際嚶鳴館に設置したいという希望を出す
国際嚶鳴館「出張ヘルプデスク」開始
ガスト杁中店「夕食ツアー」開始
名大祭「フリーマーケット」開始
生協ダイニングフォレスト「夕食ツアー」開始
国際嚶鳴館「ピザパーティー」開催
国際嚶鳴館「ウェルカムパーティー」開始
国際棟ラウンジ「ハロウィーンパーティー」開始
Facebook ページ「NU HelpDesk」開始
国際棟ラウンジ「Today's Japan」開始
国際棟ラウンジ「NU Times」開始
平成 30 年度名古屋大学総長顕彰採択
Instagram「NU HELP DESK」開始
国際棟ラウンジ「第 1 回ヘルプデスク同窓会」開催
オンラインミーティング開始
LINE 公式アカウント「HELPDESK」開始
「コーヒーアワー」コラボレーション開始
ハイブリッドミーティング開始
YouTube「Nagoya University HELP DESK」開始
「NUSTEP」協力開始
Twitter「NU HELP DESK」開始
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留学のとびら2021年度活動報告書
文責：福村優葵、石川幹、田所智羽、平松莉奈
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、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及び留学希望者によって運営されている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。多様な留学経験を持つメンバー同士、
目的達成に向け活発に話し合い、企画を立て、時には海外留学室と協力しながら実行に移すと
いった自律的かつ活発な姿勢が団体の特徴である。
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
名古屋大学ではこれまで以上に多数の学生を留学に輩出することを目標としている。本団体では
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ような場を創造することで、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。
２，交換留学コミュニティの形成
他大学と比較すると、本学の交換留学経験者の繋がりは薄い。それを改善するため、留学が決まっ
た学生から帰国した学生までを対象に懇親会や交流会、またSNSを活用したネットワークを運営し
ている。
３，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。

設立の経緯
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、2019 年で設立 11 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)。2018 年度も同状況により運営を停止していた
が、留学中の学生が中心となり 2019 年４月に再始動した。このように、留学を終えたメンバーが中心
となって構成されるため、在籍できる期間も短く流動的であるため、継続した活動を維持するための
システム構築が課題と感じている。新型コロナウイルス感染拡大により海外渡航が制限されていた影
響で、留学を経験した学生が減ったため、2021年９月には新たにメンバーを募集し、留学に行きたい
学生が中心となって活動を行うようになった。

メンバーについて
工学部４年
人文科学研究科１年
工学部４年
法学部４年
経済学部４年
工学部３年
文学部２年
工学部１年
文学部１年
情報学部４年
多元数理科学研究科２年
経済学部２年
理学部３年
法学部１年

深見勇馬
戸倉菜津子
天田裕文
佐々木あみ
小島未莉
野村優登
福村優葵
石川 幹
田所智羽
山田直哉
加藤康一
田川瑞輝
今野圭吾
平松莉奈

2021年度活動状況
2021 年４月 インスタグラムアカウントにて大学紹介・留学エピソードの投稿
公式LINEアカウントでの質問・相談対応（随時）
英会話イベント「留とびEnglish Cafe」週１回
メンター制度コーチング講座
５月 留学経験者座談会
６月 留学のとびら説明会
７月 留学生サポート（新型コロナウイルスワクチン接種予約）
Speaking練習会イベント
Cross-cultural Board Game Exchange
９月
新メンバー始動
12月 留学計画ワークショップ
留学体験座談会
Cross-cultural Board Game Exchange -Christmas ver.2022年１月
合同説明会参加
２,３月 留学体験座談会
留学計画ワークショップ

活動内容詳細

メンター制度コーチング講座

2020年度末に始動した、留学のとびら「メンター制度」の一環として、メンターボランティアさんにメンタリ
ングを通じて多くの学びを得ていただくため、そして、メンティーとより良い関係性を築いていっていただ
くため、コーチング講座を開催した。
外部講師として、コーチングのプロである植田様をお招きして、参加者同士がインタラクティブにコーチ
ングを体験できる講座を行なっていただいた。
参加者は14名だった。参加者からは、「相手の話を聞くときの姿勢やアイコンタクトといった、細かな動作
の違いが相手に与える印象を大きく変えることが実感できた。」「今回学んだ内容をメンタリングで実践し
てきたい。」等の感想をいただいた。

English Cafe
今年度は昨年から実施している「English Cafe」を継続して行った。このイベントは留学に行きたいが英
語力に不安を持つ学生のための英語学習を目的とし、主にzoomを利用して１、２週間に１回程度日本
人学生同士で英会話を練習するものである。春学期は留学先での授業を経験した学生が相手となり英
語を練習し、ゲストとしてフロリダ大学の学生やG30の学生を招き、文化や大学の違いなどについての議
論も行った。秋学期より曜日を1週間ごとに変えて行った。テーマリストの中や個々の関心から話題を選
び、楽しみながら英語を話す習慣づけに取り組んだ。参加者は延べ90名である。

各種ＳＮＳ
2021年度前期は、インスタグラムにおいて1〜2 週間に 1 回程度、留学経験のあるメンバーが、留学先
の大学の紹介や、現地のルームメイトや旅行でのエピソードを写真と共に紹介している。インスタグラム
の投稿は写真が多いため、留学中の現地の様子が分かりやすく、より学生生活のイメージが湧きやす
い。後期は、English Cafe や留学体験座談会の開催についての告知する場としてInstagramや
Facebookを活用した。昨年度からフォロワーが増え、173人のフォロワーに投稿を見て頂いている。また
今年度も昨年度と同様、本学での留学機運を高めるため、公式 LINE を利用し、イベントの情報発信や
個別での質問対応を行った。

留学計画ワークショップ
2021年８月と2022年２月には、海外留学室が行う留学準備講座の一環として留学計画ワークショップを
開催した。交換留学を目指す学生たちに対して後悔の無い留学計画を立てる支援をするため、メン
バーによる講義と自作のワークシートを使ったワークを行った。
日時、参加人数：2021 年９月 1 日(水）16名
2022年２月 16日（水）17名
方法：Ｚｏｏｍ（両日）

Cross-cultural Board Game Exchange
ボードゲームを通して英語で国際交流を行うという目的の下、８月と12月（クリスマス）にイベントを開催し
た。
８月に開催したイベントでは、３つのグループに分かれてそれぞれ人生ゲームや坊主めくりなどの日本のボー
ドゲームやUNOやトランプといった世界的なカードゲームをした。コロナ渦で対面でのイベントを実施でき、
参加者が楽しく国際交流を体験できた。また対面イベント自体が少ない時期でもあったため、多くの参
加者に満足いただけた。
12月に開催したイベントでは、外部からの参加者がいなかったため留学のとびらメンバーのみでの開催
となった。外部からの参加者がいなかったことの原因としては、広報活動の対象がSNS上のみであり不
特定多数に発信できなかったこと、また英語でのポスター作成も試みられたがクリスマスの時期であり多
くの学生が他のイベントなどで忙しかったことなどが挙げられる。
日時、参加人数：2021年８月６日（金）18：00～19：45 12名
同年12月22日（水）16：30～18：00 ０名
場所：国際棟１階ロビー

オンライン留学体験記（座談会）

交換留学から帰国したメンバーと現在留学中のメンバーを中心に留学の体験談を伝え、留学を希望す
る学生の質問に応じる形式の座談会。オンラインで計３回実施した。交換留学の二次募集前の座談会
では志望動機の書き方についても経験者に話してもらう、現在留学中のメンバーが中心となった座談会
ではコロナ禍での現状の生活についても話してもらうなど、開催時期に合わせた内容の座談会を実施し
た。
日時、参加人数：５月８日（土）13人
12月19日（日）９人
１月16日（日）17人
方法：Zoom（全日程）

留学生サポート（新型コロナウイルスワクチン接種予約）
新型コロナウイルスワクチン接種を希望する留学生が、名古屋大学会場での接種を予約する際の入力
サポートを実施した。
日時：2021年７月５日（月）～７月９日（金）

場所：国際棟１階ロビー
スピーキング対策イベント
７月21日にネイティブレベルで英語を話すことができる方を試験官役として招き、４技能テスト
(IELTS/TOEFL)のSpeakingセクションの練習会を実施した。練習後１人１人フィードバックの時間が十分
に設けられていた点などが好評で、イベント実施後のアンケートでは満足度が100％となった。
日時、参加人数：７月21日（水）15人
方法：Ｚｏｏｍ

来年度へ向けて
来年度は今年度と同様、留学を志す学生の支援を充実させると共に、留学決定後・派遣前の学生支援
や留学コミュニティの形成に力をいれていきたい。さらに、来年度からはコロナウイルスの収束に伴い、
留学の動きが活発化されると予想される。したがって、我々も岐阜大学との連携や名古屋大学内の国
際交流団体との交流などを積極的に行い、今年度より一層精力的に活動に邁進していきたい。

異文化交流サークルACE 2021年度 活動報告書

文責：柳田蓮、荒木美空、武乘至優
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団体紹介
1.1 活動概要
ACE(Action group for Cross-cultural Exchange)は、「交流・架け橋・ボランティア」
を三大理念に掲げて、日本に来ている留学生を支援することをメインの活動とするサー
クルである。1988年6月に結成されてから、今年で34年目を迎えている。コロナ禍以前は、
留学生の日本での新生活を助けるための受け入れ活動を最大の活動としていたが、現在
では、その活動ではなく、zoomを用いての来日できていない留学生を支援している。さ
らに、名古屋大学の他団体とも協力して、留学生の受け入れのためのイベントを企画し
ている。普段の活動としては、毎週月曜日の夜にzoomを用いてのミーティングを行なっ
ている。その中では、活動の予定を立てたり、情報の共有をしたりして、今までとは異
なる状況に対応すべく、活動している。
1.2

組織編成
学部生から大学院生まで、メンバーは約120名で大半が名古屋大学生であるが、南山大
学、椙山女学園大学、金城学院大学、名城大学など近隣の大学からもメンバーが集まっ
ている。しかし、メンバーはコロナ禍において少し減少してはいる。2021年の6月から現
2年生の「33期」が中心となり活動している。役職は以下の通りである。
役職
代表

人数
1

副代表
ミーティング係
会計
SNS
メール係

2
7
3
3
2

HP係
議事録

1
2

NUFSA係

5

One Drive係

1

内容
ACE全体の活動の取りまとめ
外部とのやりとり
ACE全体の取りまとめ、代表の補佐
定例ミーティングの運営
ACE資金の管理、収支データをまとめる
ACEの各種SNS運営、広報
ACEメール(主に渉外用)、ACE内部のメーリング
リストの管理
ACEのホームページの更新、管理
定例ミーティングの議事録をとり、メーリングリスト
で共有
今年度から新設、特に協力して活動する機会が
多いNUFSAとの連絡をとる
ACEのこれまでの運営の情報をまとめているフォ
ルダの管理

2

2021年度活動報告
2.1 今年度の活動目標
今年度の活動目標として私たちは「留学生ファースト」を掲げた。それが意味すること
は、読んで字の如く留学生が安心して日本での生活を送れるようにすることである。特
に今年度は昨年度に引き続きコロナ禍で、これまでにやってきたような活動が思うよう
にできない時期となっている。その中で、これまでとは違った支援の形を実現しようと
いう取り組みをおこなった。特にzoomを用いての活動を主軸にし、感染状況が落ち着い
ている時期には細心の注意を払って対面イベントを行い、留学生にとって楽しい時間を
提供した。
2.2

今年度の新たな取り組み
NUFSAとの共同イベントや、お互いのイベントの広報などをより効率的に行えるようにNU
FSA係を新たに作った。

2.3

年間イベント一覧
4月 新歓活動
5月 遠足 5月企画
6月 代替わり
7月 Water Fight Festival
8月
9月 ACELINKの開始
10月 ハロウィン
11月 紅葉企画
12月 ウィンターパーティ
1月 正月企画
2月 バレンタイン企画
3月 3月企画

2.4

各イベント概要
l 4月 新歓活動
日時 4月11日（日）20:30〜21:30
4月14日（水）20:00〜21:00
4月24日（土）20:00〜21:00
場所：zoomによるオンラインイベント
内容：ACEの活動紹介をしたのち、ビンゴ形式でお互いを自己紹介するゲームを行っ
た。オンラインだったこともあり、例年と比べると参加人数が少なかったように感
じた。
l

5月 遠足企画
日時：5月16日

l

l

l

l

l

l

場所：各班で指定された場所
内容：新規生を交えて犬山などの観光地に行き、そこで指定されたテーマのもと写
真撮影を行った。後日テーマごとに優勝チームを発表。
6月 代替わり
日時：6月19日
場所：zoom
内容：32期運営代と、33期運営代との交代を行った（各係の仕事の引き継ぎなど）
8月 Water Fight Festival
日時：8月27日 14:00〜17:00
場所：川名公園
内容：本来7月に行う予定の企画だったが天候に恵まれず、開催時期が遅れてしまっ
た。水鉄砲や水風船を用いて対戦形式のゲームを行った。
9月 ACELINK
場所：zoom
内容：日本人学生と交流したい名古屋大学の留学生を、ACEメンバーとマッチングさ
せて、オンラインで継続的に交流できるイベント。頻度はペアごとに自由に決めて
もらうが、目安として１週間に１度ほどに設定。1月までの長期的な企画になった。
実地した感想：予想を遥かに上回る応募になり、日本人側の参加者が不足する事態
になった。そこで１体２形式でマッチングする策をとった。これにより、日本人の
不足問題は解決できたが、他にも、日本語と英語の両方とも喋ることができない留
学生に対しての対応が甘くなってしまったと思われる。また、１体２の場合、３人
の日程がなかなか合わないなどの問題も発生した。そのため１週間に１回の頻度を
守れないグループも存在した。
元々、進行を各ペアで自由に行ってもらうスタイルのイベントではあるが、もう少
し留学生側のニーズに寄り添ったイベントにできると尚良い企画になると思われる。
コロナ禍の今でこそできる企画なのでこれからも続けていって欲しい。
10月 ハロウィン
日時：10月30日
場所：栄のレンタルスペース
内容：各々が仮装をし，グループ対抗でミニゲームをした。
11月 紅葉企画
日時：11月21日
場所：東山公園
内容：グループごとに分かれて散策し，最後にメンバーについてのクイズを行った。
12月 ウィンターパーティー
日時：12月19日
場所：覚王山のレンタルスペース
内容：ウェルカムパーティーと兼ね，グループごとボードゲームやビンゴ，プレゼ

l

ント交換を行った。
1月 正月企画
日時：1月15日
場所：熱田神宮

l

内容：グループごとに初詣をする予定だったが，コロナの状況悪化に伴い中止にな
った。
2月 バレンタイン企画
日時：2月14日
場所：中生涯学習センター
内容：調理室を使用してグループごとお菓子作りをする予定だったが，コロナの状
況悪化に伴い中止になった。

3

来年度に向けて
ACEでは，コロナ禍に対応してきたオンラインのイベントに限界を感じており，状況がいい
ときに対面での活動を展開してきた。それに伴い，状況悪化時に十分な活動をすることができ
なかった。受け入れという大きな軸を失った今，新たな軸を作っていく必要がある。引き続き
模索を重ね，留学生を第一に考えた，一皮むけたACEになっていってほしいと願う。

名古屋大学留学生会
Nagoya University International Student Association (NUFSA)
2021
PUTRI GIFTA DESYANMI SANTOSA
WAN-CHING LAI (ANNY LAI)
1. About NUFSA 名古屋大学留学生会について
Nagoya University International Student Association (NUFSA) is a
diverse and cultural student-led organization founded by Nagoya
University in 1985. Primary objective is to bring together all
international students enrolled in Nagoya University and visiting
scholars. Our mission is to create a sense of community by
facilitating intellectual, cultural, and social exchanges among
international students, faculty and staff. We also foster understanding of diverse cultures
and help to develop a cosmopolitan outlook among foreign students, and between
foreign students and Japanese students. Finally, we serve as support to incoming
international students in adjusting to their new cultural setting in Nagoya and creating
opportunities for networking.
2. Name 名前
NUFSA is short for Nagoya University International Student Association (名古屋大
学留学生会). It originally stood for Nagoya University Foreign Student Association.
However, in 2015, it was decided that the association would be renamed to Nagoya
University International Student Association (while keeping its initial abbreviation –
NUFSA) to embrace the global and international student base of Nagoya University.
3. Executive Board
●
●
●
●
●
●

President: Putri Gifta Desyanmi Santosa (Indonesia)
Vice President: Raissa Medea Alunjani (Indonesia)
Secretary: Anny Lai (Wan-Ching Lai) (Taiwan ROC)
Treasurer: Karl Raymond dela Cruz Roque (Philippines)
PR Head: Narazaya Batdulam (Mongolia)
HR Head: Joaquin Gabriel Franco (Philippines)

4. Membership
NUFSA membership is free of charge and can be granted to any international
students (foreign and Japanese) enrolled in Nagoya University, regardless of their
nationality, major, schools, degrees, etc. To be able to join the group and participate

discussion for existing events or to bring new ideas all is necessary to do is register at
nufsa.nagoya@gmail.com
5. Networking
Please find us @:
Facebook: https://www.facebook.com/nufsajp/
Instagram: https://instagram.com/nufsa.nagoya_university/
Email: nufsa.nagoya@gmail.com
6. Support
NUFSA is receiving support from various organizations. We are financially
supported by Nagoya University Foreign Student Support Association and we regularly
receive technical or organizational support from Nagoya University International
Student Advisor Office. We also collaborate with volunteer groups (ACE, YWCA,
Tomodachi-kai) for organizing activities such as bazaars, welcome parties, etc.
7. Weekly Meeting
NUFSA members have meetings every week. This year, the weekly meeting is
held every Tuesday from 12:00 to 12:45. During meetings, members discuss potential
activities and plan them out together. The minutes of meetings are written down and
uploaded by the president and secretary every week.
8. Activities
❖ Tandem (Online due to COVID-19)
Since 2016 we have launched a new project called Tandem, which is an opportunity for
those who are willing to master a language (or two) and even get accustomed with
cultural nuances by communicating with native speakers. Tandem, basically, means
having two or more individuals with skills they can share with one another. Just fill out
the questionnaire form providing information about the languages they know and the
languages they are wishing to excel at. NUFSA will connect you with the partners they
best match with.
❖ Academic Activities (Online due to COVID-19)
Japanese Language & Culture course for foreign students’ family members, sponsored
by Nagoya SAKAE Lions Club.

❖ 名 I ASK
名 I ASK? is a series of interviews we have with Nagoya University students. We hope
to help people who want to join Nagoya University to know about life and people in
Nagoya University.
Episode 2: Christmas Edition
https://www.youtube.com/watch?v=OvHqtrcJ9nU&t=124s
Episode 1: Fun Facts
https://www.youtube.com/watch?v=dojpk3i1PyU&t=32s

❖ SnapSA
We ask students to post their picture related to Nagoya University but on different topics
on Instagram and choose the winner that fits the topic the most. The purpose is to let
more people know what life as a Nagoya University student is like!

❖ Essay Competition (Both English and Japanese) (March - June)
The COVID-19 pandemic has definitely affected how university life has been for the
students. While the University may be doing its best, it becomes harder to help students,
old and new, to cope with the new environment. It becomes a tougher environment for
all of the students, especially international students, considering that they are far from
home. Everyone can’t wait for the University to be back to normal in the nearest time
possible. The topic was “How can we make Nagoya University a better place during
these difficult times?”

❖ Spring Treasure Hunt (May)
We held the Spring Treasure Hunt with ACE in May. In the treasure hunt, participants
had to play several games and then the winner gets to have the hints first and then solve
the hunt. We limited the number of participants to 32 due to the pandemic this year.

❖ 名大’s Got Talent (May)
NUFSA and COFSA collaborated and held the MeiDais Got Talent together in May.
Students with talents submitted their work and videos to us and we invited professors,
students’ organizations, and students to vote for the winners for each category.

❖ BUDDY x BUDDY Exchange (June)
NUFSA was invited to join the BUDDY x BUDDY zoom activity held by APU Buddy
from Ritsumeikan APU in Beppu. Our members were able to talk to international
students like us from Ritsumeikan APU and discuss the difficulties we had during the
pandemic and help give suggestions to how we can overcome them!
❖ Zoom Q&A Session on Student Life and Mental Health with Professor Sakai
(June)
Under this current pandemic, we understand that a lot of students (both Japanese and
International students) suffered a lot because of the social-distancing, online classes,
and more. NUFSA held this Q&A session with the support of Professor Sakai to help

answer students' questions and concerns related to student life and mental health
anonymously through Google form and also during the zoom call.
❖ Karaoke Night (July)
We held Karaoke Night in July with games related to songs, such as guessing the song,
finishing the lyrics, and more.

❖ Meet & Chat for G30 Students (September)
The Meet & Chat for G30 students was to help students overseas make friends through
the activities NUFSA prepared for them. This was held on zoom so that most new
students got to participate even though they were still outside of Japan. We also invited
seniors to answer the questions new students had.
❖ Halloween Competition (October)
Because of COVID-19, we can only hold a halloween event online, through Instagram.
Students send us pictures of their Halloween make-up and costumes and are featured in
both NUFSA’s instagram and facebook account. Through voting between NUFSA
members, the winners of this competition were chosen and given prizes, such as
Amazon gift cards.

❖ Culture Day Game (November)
We held a culture day game at Kawana Park with 30 participants divided into groups of
5. The games were all from different cultures. The games on that day were from
Indonesia, Korea, the United States, Ecuador, Philippines, and India. We hoped to bring
international students closer to their home country, commemorate the International
Culture Day, and introduce the traditional games from different countries to
participants.

❖ Thanksgiving (November)
We collected messages from students to professors around Thanksgiving and printed
them out on papers cut into the shape of a turkey. We then delivered the papers to
professors’ offices and helped show gratitude to them.

❖ Christmas Concert (December)
NUFSA held a Christmas concert with COFSA in MeiDining on December 17th, 2021.
We had live performances and games while keeping social distances and the windows
open. We had a total of 8 performances and 2 games. We also made sure everyone’s
temperature was according to regulations and hand sanitizers were provided at
MeiDining.

Regular Events but Canceled due to COVID-19
❖ Bazaar (Canceled due to COVID-19)
Every year in April and October, NUFSA, in collaboration with ACE,
Tomodachi-kai and YWCA, holds a bazaar at Nagoya University International
Residence Higashiyama. The bi-annual NUFSA International Students’ Bazaar is an
absolute goldmine of quality second hand home necessities (tableware, furniture,
electrical appliances) at extremely cheap prices.
❖ Welcome party (Canceled due to COVID-19)
We organize welcome parties, which is a platform for old students to welcome new
students and it is also an avenue for interaction, networking and social exchange of
ideas, experiences and culture. This is the first foundation towards building strong
lasting friendships in most cases. We offer not only delicious food and drinks but also
live music with great performances.
❖ Orientations for Incoming International Students (Online due to COVID-19)
NUFSA participates in orientations for incoming international students held in
student residences (International Residence Higashiyama, International Ohmeikan
House, International Residence Yamate, Ishida Memorial International Residence
Myoken). The purpose is to introduce ourselves to newcomers and give them first
necessary information and tips for daily living and university activities.
❖ Otsukaresama party バザー・ウェルカムパーティー協力者とのお疲れさま会
(Canceled due to COVID-19)
We also organize a thank you party for ACE members for always helping NUFSA
and providing support for the members in the organization of bazaar and welcome party.
Here, NUFSA and ACE members become closer in a relaxed, friendly atmosphere.
❖ Live Music Session (Canceled due to COVID-19)
NUFSA invites students to perform and chill at Craig’s Cafe in the university every
2 months. NUFSA also provides some snacks to the participants and performers. The
event is totally free and students can sign up to perform through NUFSA’s Facebook
and Instagram.
❖ NUFSA’s Board Game Nights
NUFSA holds a board game night once a month at Craig’s Cafe. We provide snacks and
drinks to all participants. NUFSA have a wide variety of board games and continue to
buy new board games.

