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理事長からのご挨拶

「Newsletter」の発刊に寄せて
NPO 法人

Nagoya Ryugakusei Net
初代理事長 浜田道代
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Nagoya Ryugakusei Net（略称 Nagoya RyuNet）は、名古屋地域の大学院留学生
／留学希望者を応援する NPO 法人です。2021 年 4 月 1 日、新型コロナの嵐が吹き
荒れる最中に、船出をしました。
嵐の海を進む船の中で、当 NPO の関係者は、ホームページ作成の勉強会を重ね、
その立上げに成功しました（https://nagoyaryunet.org/en/top-5/）。
でも、会議はオンラインばかり。肝心の留学生支援活動は、思うように展開できま
せん。留学生との交流パーティも開けません。新入学の留学生は、来日さえできませ
んでした。

それでも、コロナ第 5 波が収まってきた秋頃から、年明け後第 6 波に襲われるまでの 3 か月間は、時期を選び、工夫
をこらして、様々な活動に取り組むことができました。支援の輪に加わってくださった賛助会員、ボランティアの皆様
とともに、コロナ禍により孤独に陥りがちな留学生に対し、幾らかの交流の場を提供できました。
Nagoya RyuNet は、このような活動を多くの皆様に知っていただくために、
「Newsletter」を発行することにしました。
次のようなトピックを取り上げていきます。
活動の記録

Nagoya RyuNet はどんなことをしているか

留学生からの投稿

イベントに参加した留学生の感想など

Nagoya Ryunet の利用

利用するにはどうすれば？

支援の方法

賛助会員となるには、ボランティアをするにはどうすれば良いか

コラムへの寄稿

会員や利用者の素顔紹介

イベントに参加するには？

今後は、これらの楽しい記事を満載した「Newsletter」を定期的に（当面、半年に一度）発行していく所存です。
なお、浜田道代は、初代理事長を務めた 1 年間の記録として、
「NPO 法人 Nagoya Ryugakusei Net のこれまでの
歩み（創業〜 2022 年 2 月）」を纏めました。この報告書に関心を持っていただけるようでしたら、お送りしますので、
当 NPO ホームページの Contact へご一報下さい。
私たちの思いは、次のとおりです。
大学院留学生／留学希望者がこの地で深く学び、志を磨くには、縁ある者からの応援が欠かせません。
私たちは、大学の外側から、市民の立場で、彼らを励ましたいと思っています。
彼らが困っていれば、手を差し伸べます。
彼らの人生マラソンの一行程を伴走し、彼らが未来に羽ばたくまで見届けます。
私たちは、留学生やサポーターお一人ひとりとの出会いや交流を大切にしていきたいと思っています。これからも、
Nagoya RyuNet の活動を深め、広げ、持続させるよう心がけます。あなたの力もお貸し下さい。
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「より良い未来への第一歩」

東 京
研 修

―東京研修に寄せて―
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師走とは思えないような小春日和のお天気に恵まれ、2021 年 12 月 4 日（土）
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に NPO Nagoya Ryugakusei Net 主催の東京研修が、東京のランドマークの一つ

である六本木ヒルズを中心に成功裏に開催されました。今回の「東京研修」は新型コ
ロナウイルス感染拡大という大変困難な状況の中ではありましたが、当 NPO 名古屋

本部の奥田沙織さんと小崎和子さんの指導の下、「東京研修」実行委員会によるメン

バーが会場の六本木ヒルズクラブ、森ビルのアーバンラボ（都市模型）、明治記念館

等との入念な準備作業、加えて当日の NPO 法人美濃加茂国際交流協会事務局長の
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武田由美さん、森松工業の海外担当理事の西村今日子さん、国際交流活動家の安藤

ture!

嘉孝さん、三井物産戦略研究所（アジアベンチャー支援）の藤代康一さんほかの皆

さんの見事なチームプレーにより恙なく行われ所期の成功を得たものと思います。

東京研修の冒頭、安藤さんの機知にとんだ総合司会の

下、浜田道代理事長が開催のご挨拶の中でまずこの

NPO 発足の主旨を説明され、心温まるお言葉で参加者
の皆さんをご紹介されました。六本木ヒルズクラブの
美味しいランチを取りながら国際感覚に溢れた Helte

の後藤学社長による同社の活動紹介＝日本人シニア人
材と海外の人材を結びつけるプラットフォームの構築
を発表されました。続いて三井物産の揚岩康太氏が外

国の若者との交流の重要性を自らの豊富な体験を通じ
て学び成長してきたことを溌溂とした内容にまとめプ
レゼンテーションしました。これにこたえて留学生代

表 2 名による研修参加の感想発表と続き、最後はこの
記念撮影：六本木ヒルズクラブにて

NPO の最長老である森嶌昭夫理事の留学生と日本の若
者に贈る励ましの言葉を以って第一部をお開きとしま
した。

午後は研修の第二部として全員が 4 台の小型バスに分

乗し、森ビルのアーバンラボを訪問し、最先端のデジタ

ル技術を駆使した壮大なジオラマを前に担当者から国際

都市東京の発展過程、現状および今後の展望についての

説明を受け、参加者全員は祖国の将来の都市建設につい

て思いを馳せました。次に訪れた明治記念館では明治神

宮権宮司の江馬潤一郎館長が出迎え丁重な説明をされま

した。当日は冬の夕方を迎え明治神宮敷地内の荘厳な雰

囲気の中、留学生は明治神宮の歴史に触れ日本古来の神
道による婚礼儀式の実際を目の当たりにして日本文化へ

の理解をさらに深めたことでしょう。

日本の歴史と文化に触れる
ー明治記念館にてー

今回の研修は短時間でしたが、12 か国 23 名の留学生は有意義な経験をしたと思います。東京からはスリランカの実

業家ウダヤアトコーララ氏、伊藤由佳理さん、井野敬子さん、中島絵美理さん、百々あずささんらが友情参加として駆け

つけて下さいました。参加した留学生は国境を超え各国の若者が東京で一堂に会し、新たな友人として一日交流したこと

で、今後の大学内外の生活に有益な機会を得たものと思います。正に「継続は力なり」のとおり、本件のような研修は今
後も継続されることを望んで止みません。

「東京研修」実行委員会チームリーダー：星屋
※当研修は、国際交流基金特定助成金によって実施することができました。

秀幸（副理事長）
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参加した留学生の声

―東京研修に参加して―

正直にいうとトレーニングに登

渡日した 2019 年末にコロナ禍

録した時に何を期待すれば良いの

が始まり、２年間にわたって対面
February 2022

生の生活は時々寂しいので私に

東京研修はとても素敵な経験とな

かがわからなかったです。でも院

が制限されました。そうした中、

とっては人に会えることがトレー

りました。まず、研修中に出会え

ニングに参加するための十分な理

た NPO 関係者様、お二人の講師、

由でした。この理由で東京へ行く

他の留学生たちから大きな刺激を

ことを楽しみにしていました。し

得ました。次に、講義を受けて、

かし東京で行われたトレーニング

は思った以上に大きな経験でした。

当日、六本木ヒルズビル前のクモママンに集合

スピーカーの方々の人生と現在

重しながら一緒に成長していくこ

との重要性を考えさせられました。

の活動、夢などのお話からモチベー

人生経験の長い日本の方々と繋が

ションが上がりました。ほかの学

り、学ぶことを提供する株式会社

生さんの夢と志望などのお話しも

Helte 様との出会いは大事な出来事

聞くことが出来て爽やかな気分に

でした。私は 80 歳の日本人の先生

なりました。こういう交流は久し

に教わり、共に活動しながら多く

ぶりに参加したからです。これら

の貴重な人生レッスンを受けてき

以外に普段見えない東京を見るこ

六本木ヒルズクラブ (51F) にてランチと研修

とができて感動しました。

“Mori building Urban lab”

お互いの異なる考え方、文化を尊

で東京の変化が見えて、

明治記念館で日本の伝統も垣間見えました。

最後に、イベントを開催した皆様へ伝えたいことです。

“交流会に参加できてとても嬉しかったです。おかげ

で元気が出ました。モチベーションも上がりました。
皆様に感謝を申し上げたいと思います。”

マラヴィカ グルラジ ( 名古屋大学遺伝子実験施設）

理事長挨拶、
ランチ
（着席）
講演1 ゲスト講師 Helte

13:30-14:00

講演2 ゲスト講師

三井物産 揚岩耕太氏

14:00-14:30

留学院生代表挨拶

自由交流

年代の友達を持つことは大事です

が、自分よりずっと人生経験の多い方の意見を聞くこ
とは欠かせないものだと思います。

最後に、研修では歴史的な場所 ー 明治記念館、都

市の未来に取り組む ー 森ビルを訪問しました。過去

と現在そしてこれからを繋ぐ素敵なルートだったので
はないかと思います。東京研修はより良い未来を共に
築くための一歩となりました。主催者、協力者の皆様
に心よりお礼を申し上げます。

当日プログラム
第一部 研修
12:00-13:00
13:00-13:30

ました。自分を理解してくれる同

バットナサン ツェベルマ ( 名古屋大学法学研究科）

後藤学氏

Service of the HELTE Cooperation, Connecting
International Students and Seniors in Japan
Learn and Grow Together

理事長挨拶

明治記念館にて
江馬潤一郎館長から説明を聞く

丸の内仲通りのイルミネーション

後藤 学氏

揚岩耕太氏

第二部 都内観光
15:00
六本木ヒルズ出発
15:30-16:30 森ビルアーバンラボ
（都市模型）
17:00-18:00 明治記念館
18:00-18:30 車中観光
４台に分乗
18:40丸の内仲通り
（東京シャンゼリゼ通り）
を散策・解散
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なごや探訪
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あなたが住んでいるこの地域の文化、歴史、人間を
知りましょう。
そして、何より、共に学んでいる他の人たちと知り合い、
語り合いましょう。
休日の午前中３時間ほどの間、散歩し、見学し、お
February
話をして過ごすプログラムを始めま
した。 2022

東山一万歩コースを Walk & Talk
日時：2021 年 10 月 17 日
場所 : 東山一万歩コース
当日の天気：雨のち晴、最高気温 22.1℃、
最低気温 18.1℃。

小さな子供と一緒に暮らす留学生にとって、イベントや

パーティーに参加するのは難しいことです。でも今回このイ

ベントの主催者から子供連れでも大歓迎と言っていただき、

5 月から続いた緊急事態宣言がようやく終わり、

Nagoya Ryugakusei Net 初の交流行事である Walk＆
Talk in Higashiyama

が実施となりました。

やや曇天模様の名古屋大学。集合時刻の 10 時には誰

「東山一万歩コース Walk & Talk」に参加する機会を得ま
した。絵のように美しい小高い山の散策コースで落ち葉と

秋のさわやかな天候を楽しみながら、息子とともに他の名
古屋大学の留学生や RyuNet のメンバーと交流すること

は、私にとって希少な機会でした。名古屋に住んで４年近

も遅れることなく到着し、全員で自己紹介をして出発。

くになりますが、考えてみますと、私たち留学生は今もな

20 分で到着。ここで参加者全員の記念写真を撮りました。

論文を完成させるという目的を持って生活していますので、

名古屋大学校地内を抜けて、東山動植物園正門まで約

歩いているうちに雲は去り、東山一万歩コースの入口に
入るころにはすっかり晴天。絶好のハイキング日和とな

りました。
（日頃の行いの賜物！）アップダウンの多いコー
スもなんのその、かなりのハイペース
で一行は進んでいきます。しかし皆、

お新しい環境に慣れようと努力しながら、限られた時間で

気がつけばストレスとプレッシャーが大きくなっています。

このため、留学生は自然やピクニック、旅行を楽しむこと

はめったにありません。それでも、ほんのちょっとだけ研究
N

足だけでなく口もよく動く！まさに

ファミリーはそのことをよく理解して、

多めの行程でした。道中、先頭と最後

いろいろなイベントなどを開催していま

尾の距離があいてしまうアクシデント

す。 Ryunet、特に松浦留学生支援マ

は何度かありましたが、幸い迷子にな

フィア先生達に心から感謝しています。

る人もなく、一万歩コース半周の行程

ムンフトゥブシン ムンフナラン（名古屋大学

北村広美（会員）

一万歩コースを歩き始めます

人と交流したりすることで前に進む力

を得ることができます。私たちの RyuNet

Walk & Talk を地で行く、おしゃべり

を終えました。

から離れて、自然を楽しんだり、他の

きれいな森の中を抜けて

法学研究科）

こんな眺望も開けました

おしらせとおねがい
＊Nagoya Ryugakusei Net では、これからも様々なイベントを企画する予定です。行ってみた
いところ、やってみたいことなど、ご希望をどしどしお寄せください。
＊今シーズンはオミクロン 株の急拡大により、スキー旅行を中止にせざるを得ませんでしたが、
来シーズンは実施予定です。 乞うご期待！
＊この Newsletter へのご意見、ご感想もお待ちしています。
連絡先は最後のページをご覧ください。
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古川美術館へ Walk & Talk

2021 年 12 月 18 日（土）に、名大から池下の古川美
術館までのウォ−キングが行なわれました。当日は小春日
和で、参加した 20 名の留学生はおしゃべりをしながら約
4km のウォ−クを楽しみました。
最初に訪れた為三郎記念館では古川美術館の古川為之館長
と伊藤洋介事務局長の出迎えを受け、名古屋大学と古川美
術館の深いつながりの紹介のあと、伊藤さんから数寄屋造
りの為三郎記念館の特徴と歴史について、さらに庭の一角
にある茶室「知足庵」についても詳しい説明を受けました。
記念館の中では、部屋ごとに異なる天井・欄間・襖絵・床
の間の掛け軸などからどのようなメッセージが読み取れるか
について興味深い解説があり、数寄屋造りの奥深さに触れ
ることができました。伊藤さんの解説は松浦好治さんの名
通訳により、留学生はほぼ 100％理解したと思われます。
その後、すぐ近くの古川美術館に移動し、
「印象派とエコー
ル・ド・パリ」展の会場で教科書にもよく登場する著名な
画家の作品をじっくりと鑑賞して、
Walk ＆ Talk はお開きとなりま
した。
留学生からは、「今日のウォ−ク
はいい気分転換になった」、「初
めて畳に座って生け花を見た」、
「日本文化を体験学習できた気が
する」などの感想が聞かれました。
足立

古川美術館へのウォーク＆トークは、名古屋での最高
の経験の一つです。このイベントでは、タイ、ベトナム、
モンゴル、ウズベキスタン、カンボジアからの留学生や
2022
名古屋大学の先生たち、NPO February
のボランティアの方々と交
流し、話す機会を得ました。
第一部では、博物館までを歩く道すがら、日本の文化
や生活習慣、食べ物の比較、参加者の国それぞれの生活
環境など、さまざまな話題について話し合いました。話
を通じて、日本やアジア諸国に関する幅広い知識を得る
ことができ、驚くほどの多様性に気づかされたとても有
意義な機会でした。
第二部では、いよいよ為三郎記念館に到着し古川氏の
旧居の歴史とその遺産について、丁寧な説明を受けるこ
とができました。邸内では、人工滝の設置、石や木の装飾、
日本の四季を表現した部屋のインテリアなど、日本の伝
統的な生活様式の見事な再現を見ることができました。

守（会員）
伊藤事務局長の説明を熱心に聞きました

為三郎記念館に続いては、素晴らしい絵画
のある美術館、古川美術館にも案内してい
ただきました。
Covid-19 の感染拡大の状況が続いている
ため、このような留学生のためのディスカッ
ションや訪問の機会は限られています。そ
のような中で、今回の訪問を実現させてく
れた Nagoya Ryugakusei Net の努力と運
営に感謝します。
スオ モニウドン（名古屋大学

法学研究科）

Year-end Pa�y

12 月 25 日（土）12 時から午後 8 時までの
Year-end Party を NPO 事務所で開催しました。コロナ
問題もあり、全体を 4 部に分け、それぞれ少人数の大学
院留学生（モンゴル、中国、ウズベキスタン、・・・）が
事務所を訪れました。スナックとケーキを食べながら、
静かな交流を楽しみました。大学の教職員も少数参加し
ました。
海外で活躍する元留学生の方々に随時オンラインでこ
の忘年会に参加してくださるよう、事前に案内を出して
おきました。すると、総数 40 名を越える元留学生がベ
トナム、韓国、モンゴル、ウズベキスタン、ミャンマー・・・
から入れ代わり立ち代わり参加されま
した。オンラインで元指導教員も参加
し、事務所にいた教職員、元教職員と
久しぶりの再会を果たしました。
事務所と各国を結んだリアルでバー
チャルな忘年会と同窓会が実現しまし
た。

私は日本から帰国して研究者の道ではなく企業家とし
て働いていることから、自分が名古屋大学大学院で研究
していたことを忘れて日々の生活を送っていました。し
かし、この度、Nagoya Ryugakusei Net の忘年会にオン
ラインで参加して忘れていた自分を再発見することが出
来ました。とても嬉しかったです。
私は、人との繋がりはとても大事だと考えており、こ
ういう繋がりを通じて忘れていた方々との交流はもちろ
ん、自分を再発見することができる素晴らしい機会だと
考えています。今後も Nagoya Ryugakusei Net が主催す
る様々なイベントに積極的に参加したいです。ありがとう
ございます。
金 光石（賛助会員、元留学生）

松浦好治 （会員）

リアルで参加した人たち

リモートで参加した元留学生のみなさんと談笑
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*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*
１．Research Audience Program （聴衆提供）
大学院留学生が自分の研究をオンラインで専門の異なる数人の聴衆に
5 分でわかりやすく発表し、聴衆から 20 分、意見や印象を聞くプログ
ラムが始まりました。昨年の 12 月 17 日には、「在留外国人に向けの
情報エコシステム」（日本語）、12 月 27 日には、「会話における聞き手
の反応：応答詞「ほんとうに」と「うそ」の働き」（日本語）の発表が
ありました。発表者からは、
「先生たちの笑顔が大好きで、話す内容もすっ
ごく面白かったです。30 分はあっという間に過ぎました。」というメッ
セージが届いています。

発表する学生もコメントする先生も笑顔
発表する学生もコメントする先生も笑顔

!

*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*
２．Off-campus Supporter Program （学外伴走者提供）
大学院留学生から、日本語で日本の人たちと是非話をしたいという依頼がありました。日本人研究者の方をご紹介し、
支援者として、月例で 30 分程度話をしていただいています。

*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*
３．Overseas Mentor Program （海外アドバイザー提供）
名古屋地域で学んだ元留学生が大学院留学生や日本人学生の海外アドバイザーになるプログラムです。昨年 12 月に、
韓国に 2022 年後半に留学予定の名古屋大学法学部の日本人学生の方を名古屋大学大学院で学んだ韓国の専門家にご
紹介し、アドバイザーになっていただきました。今年の 1 月には、ノルウェーに留学予定の名古屋大学法学部の日本
人学生の方を名古屋大学で学んだ経験のあるスウェーデンの若手法律家にご紹介しました。ノルウェーの友人をご紹
介くださる予定です。
松浦好治（会員）

あなたの力をお貸しください！
留学生を支援する方法は、
1

賛助会員としての参加
（会費：年額 3,000 円／ 1 口）
2 ボランティアとしての参加
の二通りがあります。参加していただける方は、
下記のサイトにアクセスし、Join のページから
ご希望の参加形態を選択の上、氏名等の情報を
フォームにご記入いただき、「送信」ボタンを
クリックしてください。
会費はゆうちょ銀行へお振込をお願いします。
普通預金口座 記号 １２０６０ 番号２３１６６２６１
トクヒ）ナゴヤ リュウガクセイ ネット。

※ゆうちょ銀行以外からの振込みの場合は、
店名二〇八 支店名２０８
普通預金 口座番号２３１６６２６１

留学生のみなさん、
利用登録しませんか！
相談したい、話をしたい、人と知り合いたい、
何かを一緒にしたい ... そんな時まずは利用登録
をしてみませんか。下記の QR コードからサイト
にアクセスし、氏名等の情報をフォームに記入し、
「送信」ボタンをクリックしてください。
登録すると当 NPO からのイベントのお知らせ
などが届きます。
事務所に遊びに来ていただくことも大歓迎です。
メールやお電話で気軽にお問い合
わせください。
あなたのための Nagoya RyuNet
です。
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国際文化交流促進を目指して
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特定寄附金制度の利用

「独立行政法人国際交流基金」が設けている制度のひとつに「特定寄附金制度」があります。当 NPO が「東京研修」
や「スキー合宿」などの個別企画や留学生のための幅広いメンター事業を対象事業としてこれに申請したところ、特定
February 2022
助成金の交付が認められました。
この制度の趣旨は、「対象となる国内の法人や個人が国内外の国際文化交流事業を支援する場合に、特定公益増進法
人である国際交流基金が、その支援資金を寄附金として受け入れ、対象事業への助成金として交付する」点にあります。
本制度を利用することで、法人や個人は寄附金に対する税制上の優遇措置を受けることができます。当 NPO は、国際
交流基金の審査を通ったことにより、2023 年 8 月までに受け入れる寄附について、税法上の優遇措置が受けられるよ
うになりました。もっとも、この制度の利用は、当 NPO が認定特定非営利活動法人 ( 認定 NPO 法人 ) と認められるま
での過渡的な措置でしかありません。いずれ認定 NPO 法人と認められるべく、日々の活動を誠実に実施し、賛助会員
の獲得に努める必要があります。今後ともみなさまのご協力をお願いいたします。
国際交流基金の特定寄附金制度に関する情報はこちらをご覧ください。

https://www.jpf.go.jp/j/about/support/donation/program/index.html
連絡先：Kifu@jpf.go.jp

当NPOの財政的基盤は
賛助会員からの会費と、
みなさまからのご寄付に
よって支えられています。

なお、今回この制度を利用して石垣修一様より高額のご寄附をいただき
ました。
12 月 4 日に実施した「東京研修」は、このご寄附に支えられたもので
した。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。
小崎和子（会員）

NPO Nagoya Ryugakusei Net の

あ

●運営
2020 年
2021 年
2021 年
2021 年
2021 年
2021 年
2021 年
2022 年
2022 年

ゆ

み

発足からこれまでの主な活動

●常設企画
12 月 7 日
1月6日
4月1日
5月1日
5 月 10 日
10 月 4 日
10 月 11 日
2月7日
2 月 21 日

設立総会
名古屋市に認証申請
法人設立
第 1 年次第１回理事会
第 1 年次第１回臨時総会
第 2 年次第１回理事会
第 2 年次通常総会
第 2 年次第 2 回理事会
第 2 年次第１回臨時総会

●活動環境の整備
2021 年 2 月 8 日（第１回）から
5 月 26 日（第 10 回）まで
ホームページ作成のための勉強会
2021 年 7 月
ホームページ公開
2021 年 9 月
国際交流基金「特定寄附金制度」申請
2021 年 7 月 2 日、9 月 9 日
名古屋市市民活動推進センター講座参加
2021 年 9 月 11 日
名古屋市市民活動推進センター主催 「第６回伝わる
チラシコンテスト」に応募 ２位入賞
2021 年 10 月
名古屋市イーパーツリユース PC 寄贈プログラム申請

2021 年 11 月 18 日
Oﬀ-campus Supporter Program（学外伴走者提供）
2021 年 12 月 17 日、12 月 27 日
Research Audience Program（聴衆提供）
2021 年 12 月 24 日、2022 年 2 月 10 日
Overseas Mentor Program（海外アドバイザー提供）

●個別企画

2021 年 4 月 1 日
なごのキャンパス訪問
会員 8 名

2021 年 10 月 17 日
名古屋探訪 Walk & Talk: 東山一万歩コース
留学生 7 名 +1 名（子供） サポーター 7 名
2021 年 12 月 4 日
東京研修
留学生 23 名

サポーター 16 名

2021 年 12 月 18 日
名古屋探訪 Walk & Talk: 古川美術館と為三郎記念館
留学生 20 名 サポーター 6 名
2021 年 12 月 25 日
Year-end Party
リアル参加 留学生＋サポーター 15 名強
リモート参加 留学生＋サポーター 40 名強
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このコラムでは、NPO Nagoya Ryugakusei Net を支援してくださっているみな
さんにご登場いただき、いろんな思いや意見、ご自身の素顔など自由に描いていた
だきます。まさに色とりどりの内容が毎号はばたきます。どうぞご期待ください。第 1
号は東京研修のサポーターとして活躍してくださった伊藤由佳理さんです。

February 2022
異文化交流を楽しもう！
私は現在、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構で数

ので、少しだけ通ったドイツ語学校の勉強が役に立ちまし

学の研究をしています。この研究所には数学者、物理学者、

た。当時のマンハイム中央駅は、ヨーロッパの主な鉄道の

天文学者がいて、海外からのポスドクや研究者も多くいま

乗り換え駅だったため、いろんな国の人がいました。街に

す。今はコロナ禍でできませんが、毎日３時のティータイム

はトルコからの労働者もたくさんいて、ドイツ人からの差

には分野を超えた議論や会話を楽しむこともでき、外国か

別も目の当たりにしました。レストランでは、英語のメニュー

ら来た若者たちから日本について質問されることもあり、異

だとあまり種類がないのですが、ドイツ語だとたくさん選

なる文化的背景を持つ人たちとの交流はとても刺激的です。

べました。また、暗くて重い感じがするので好きではなかっ

私が初めて海外に行ったのは、D1 のとき、イタリアでのサ

たワーグナーの音楽は、ドイツの暗い冬に聴くとその重厚

マースクールでした。学生たちは修道院のようなところに泊

感が心地よく、現地の空気の中でしか味わえないものがあ

まり、食事も少なかったのですが、博士の学位を持ってい

ることを知りました。一方で、日本について質問されるこ

るポスドクや先生方は、とても豪華なホテルに泊まっていて、

とも多くあり、様々な異文化交流を楽しみました。

学位の有無で全く待遇が異なることに驚きました。ちょうど

今はなかなか外国にも行けず、国際交流の機会も減りま

サッカーのワールドカップの時期だったので、いつまでも明

した。しかし留学生の皆さんが、日本滞在中に、自分の国

るい屋外で、多くの人がテレビ観戦していて、日本とは異

の話をしたり、日本でしかできないことをたくさん体験で

なる夏の風景を楽しむこともできました。

きることを願っています。

翌年、
イギリスのウォーリック大学に 4 ヶ月滞在した際は、

伊藤 由佳理

（賛助会員、
東京大学国際高等研究所
カブリ数物連携宇宙研究機構 教授）

イタリアで知り合った研究者を訪ねて、ヨーロッパ各地の

大学や研究所にも行きました。秋から冬だったので、どん

どん日が短くなっていき、真っ暗になった夕方に、手を上げ
ないと止まってくれないバスが目の前を通り過ぎていくな

ど、寒くてみじめな経験もしました。日本では初対面の研

究者から、所属大学や指導教員を聞かれることが多かった

のですが、イギリスでは「あなたはどんな研究をしている

の？」と私自身について聞かれ、自分の研究を頑張ろうと
いう気持ちになれました。毎日 3 時にあるティータイムの

紅茶とクッキーはとてもおいしくて、分野の違う数学者とも
気軽に話が出来て楽しかったです。その後、ドイツのマン

ハイム大学に 1 年間滞在しました。大学にいる人たちは英

イタリアでのサマースクールへ向かう途中
フランクフルト駅にて（D1 のとき）

語が話せましたが、街の人々はドイツ語しか話さなかった

●連絡先

●地図

NPO Nagoya Ryugakusei Net

MAIL

TEL

至
本
山

附属中・高等学校

〒466-0804

名古屋市昭和区宮東町37

ofﬁce@nagoyaryunet.org
https://nagoyaryunet.org

☝

052-734-3678

ココ

伊勝小学校

●交通アクセス

☝

中央図書館
全学教育棟本館

名古屋大学

地下鉄
名古屋大学駅
１番出口

バス停

パネル看板

600

200

名古屋市営地下鉄「名古屋大学」駅1番出口よりグリーンベルト
に沿って西へ5分 西通用口へ 西通用口から西へ徒歩2分。
「伊勝小学校北」の信号の手前で右折 左に一本目を過ぎて
左側2軒目 2階建ての家

西通用口
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