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―留学生の多様な要望に応えるために一
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留学生の皆さんが日本滞在中にやりたいことは、本当に多

様でした。

自分の研究内容を聞いてもらいたい

日本の山村、漁村を訪ねたい

日本の裁判を実際に見てみたい

日本の法律専門家と話がしたい

などなどでした。そこで、留学生の皆さんのご要望に応えて、私

たちは、6月から、off―campus supporterを 紹介し、

research audienceを 提供し、裁判所見学の企画などを提供

し始めています。              松浦 好治 (会員)
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7月 12日 (火曜日)には、名古屋大学法学研究科で研究中の

Soush Mony Odhamさ ん(カンボジア出身)が発表しました。

カンボジアでは、ポンジ・スキーム(ネズミ講の一種)と呼ばれ

る金融詐欺のため、多くの被害者が出ていま丸 Odhamさん

は、カンボジアでこの金融詐欺を取り締まる構想を日米の対

策を参考にして話されました。
松浦 好治 (会員)

*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Lど しお寄せ ください。

*こ の Newsletterへのご意見、 ご感想もお待ちLています。
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-6月 9日、大学院留学生の皆さんが事務所を訪問されました一

本年4月ころから、海外からの留学生の皆さんが徐々に名古

屋に到着し始めました。日本の大学院に入学しながら、コロナ

のため1年以上も来日が遅れていた人もいます。私たちは、海

外から到着したばかりの大学院生の方々と対面で会つてお話

をし、日本でやりたいことをお尋ねすることにしました。

6月 9日 (木曜日)に名古屋大学大学院法学研究科の留学生

の方々を事務所にお招きしました。午後5時に、新入生を中心

にして、15名の方が事務所に集まりました。ま或 Nagoya
Ryugakusei Netの活動をご説明し、その後Paul Lege会 員

と事務局担当者2名が留学生の皆さんから希望を伺いました。
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このプログラムでは、大学院留学生の方々が自分の研究を5

分間で発表し、20分間、質問に答えます。聴衆は、少数の専門

外の人たちです。ですから、留学生の発表者には、日本語ある

いは英語で「わかりやすい話」をする工夫が求められます。

4月からは、NPO会員が発表希望者とNPO事務所で面談し

て、発表の手助けをしています。

6月 15日 (水曜日)には、名古屋大学法学研究科で研究中の

お二人が英語で発表しました。ウズベキスタンからの留学生、

Bobur Mirzoさ んは、企業の社会的責任という考えを使つて、

ウズベキスタン企業の環境保護責任意識を高める研究につい

て発表されました。ミャンマー出身のSaw Nay Doonさ んは、

対立している国会と憲法裁判所がよりよい関係を築くための

制度運用について話されました。ミャンマーでは、もともと国会

が憲法を解釈する権限を持つていたのですが、新しい憲法で

は、憲法裁判所にその権限が与えられました。国会と憲法裁判

所の対立は、 この大きな制度変更から始まったとのお話で

した。
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などのキボ″ スヾ研修に思う

気持ちは密に 友達作りの旅のように

日時:2022年5月 25日

場所 :なごのキヤンパス

参力0者 :17名

コロナ禍のため3月 16日から延期になつていたなごのキヤ

ンパス研修がようやく実施されました。集合場所からの道中、

参加者どうしで交流が始まつており上々の雰囲気でスタート。

まずはKUROFUNE株 式会社の倉片りよう氏、株式会社

Hetteの後藤学氏の両名に、世界をつなぐ起業家精神につい

て語つていただきました。そして今回は参加者どうしの交流を

はかるため、小グル=プに分かれたワークショップを実施しま

した。付箋にワンワードずつコメントを書き発表したあと、出た

意見を集約し模造紙に貼つて完成。各グル=プメンバーの個性

あふれる資料ができあがりまし|

元々土曜日の予定が平日に

なつたため、キャンセリ♭になつた

人も出てしまいましたが、さまざ

まな工夫のもと密な(気持ち的

に)コ ミュニケーションができ、

全体の満足度は非常に高かつた

と思います。 Jヒ村 広美 (会員)

5月 25日に開催された「なこのキャンパスワークショップ」に

参加させていただき、大変うれしく思つています。

まず感じたことは、NPOのメンバーやゲストについてです。

このイベントは、日本で学ぶ外国人留学生に多くの情報、ガイ

ダンス、サポートを与えてくれました。ありがとうございました。

さらに、このワークシヨップは、私たち全員にとつて、他の国や

他の大学の新しい友人を作るための旅のようでした。それは

私にとつて、とても貴重なことでした。COⅥ D-19の影響でや

むを得ないことでしたが、開催時間が短かったことはとても残

念でした。次回はもっと時間をかけて、もつといろいろな話を

したり、いろいろな活動ができるといいなと思います。最後に

なりましたが、後藤学さんのプレゼンテーションとそのお話に

感謝したいと思いま丸 私はとても刺激を受けました。私は、こ

のNPOとそのメンバー、そして私の友人たちにとつて最善の結

果になることを願つています。次回のイベントにも参加できる

ことを楽しみにしていま丸

海奎憲宅建蓄ご
とうございました。結ずアンイェン

起業家による講演に

熱心に耳を傾ける

参加者たち

なごのキヤンノヾス

体育館にて

サポーターとして初参加

留学経験者として、留学生の支援という目的に共感し、

Nagoya Ryugakusei Net(NR)Nに 会員登録しました。サポ

ーターとして初参加の活動はなこのキャンパス研修でした。

当日、半体を取つて会社からなごのキャンパスに向かう時ま

では、なこのキャンパスについて詳しく矢0りませんでした。研

修会場に着いた時、会場の設営、コロナ対策としての消毒、検

温の準備、資料等はすでに整えられていました。

当日のプログラムは講演、見学、ワークショップなど多岐に

わたりますが、印象深いのは、講演とキャンパス見学でした。

日本の若手起業家による講演は、留学生向けのサービス事業

や外国人と日本人とのコミュニケーションツールの開発事業

に関するものでした。いずれも留学生の支援、異文化交流と

いう留学の目的に密接し、実用的な内容でした。留学生から

の積極な質問・発言からも彼らの高い関心を伺うことができ

ました。

なこのキャンパスの見学は、私を含む参加者にとつて、いい

刺激を与えるものでした。なごのキャンパスの、起業家やベン

チャーの育成拠点としての存在意義、起業者たちの仕事ぶり

を知ることは、留学生たちにとつて、自分の将来を見つめるい

いきつかけになったのではないかと思います。

半日の研修はあつという間に終わり、最後留学生たちと一

緒に会場片付けを行い、縮まった距離感から研修目的の達成

を感じました。講師の連絡先や資料の事前送付ができれば、

今後のコミュニケーションにも役立ちます。次回からサポータ

ーの皆さんと一緒に改善しようと思います。

劉 妹 (賛助会員)

留学生17名。計画よりやや少ない参加者でしたが、それで

も十分な熱気が伝わつてきました。この研修は学生にとつて、

魅力的でインパクトある内容だと確信していま丸

集合場所から現地までの案内、キャンパス内での誘導など、

進行管理だけでも大変。実行メンバー皆様の見事な采配で、

成功裏に実行できました。

留学生の関心事は、自分の研究テーマ以外では、日本の社

会システムや文化・風習。課題の理解、日常生活の円滑化、就

職先、留学生同士のコミュニケーション等でしよう。今回の研

修は、その関心に応える的確な内容だったと思います。参加者

の国籍もバラバラ。勿論そのように配慮されたのですが、プロ

グラムの最後にワークショップもあり、素晴らしいコミュニケ

ーションの場を作り上げたと感心しました。

なごのキヤンパスは小学校の建物を活用し、次の100年を

担うスタートアップを育てるコンセプト。新旧の交差点に立ち、

こういつた場所から私たちも育つて行つたのだと回想しつつ、

日本人学生も留学生と交わりながら、その熱意と日本への関

心を受け止め、それらを通して世界へ視野を広げてほしい、な

どと考えてしまいました。

会場設営は力仕事でしたが、久しぶりの重労働に大汗をか

きながら、かつて見慣れた体育館の風景と合わさつて、温もり

小学校跡地に立って

と懐かしさがこみ上げてきました。 中村 修 (会員)



4月 9日、美しい春の日、名古屋留学生ネットが主催するイ
ベントに参加しました。9時30分頃に名古屋大学駅から揚輝
荘に向けて歩き始めました。歩きながら他の留学生たちとの

会話を楽しみました。歩くこと約30分。私が住んでいる場所の
近くに、このように古い時代の別荘があることを知りませんで
した。
揚輝荘では、スタッフの人たちが出迎えてくれました。スタッ

フの一人が、ヴィラの歴史について説明してくれ、揚輝荘は
1910年代から1930年代にかけて、松坂屋の初代社長である
伊藤氏が建てた別荘であることがわかりました。ヴィラの中に
は、中国やインドの伝統工芸品が飾られたさまざまな部屋が
ありました。1900年代に戻つたような気がしました。伊藤さ
んのアイデアに感動しました。彼は別荘をモデル化するのに素
晴らしい芸術的才能を持つていました。ボールルームとサンル
ームが気に入りました。私はこれまでサンルームを見たことが
ありませんでした。伊藤さんが他の国の文化の伝統をも深く
愛していたことに感謝しま丸

また、伴華楼、白雲橋、サウスガーデン、ノースガーデンも訪
れ、たくさん写真を撮りました。別荘の周りを探索する素晴ら
しい時間も過ごしました。桜が咲いている季節にまた訪れた
いものです。

このような思い出深い
イベントを企画してくださ
ったNPOスタッフの皆様、
本当にありがとうござい
ました。
揚輝荘への訪間は、私が

決して忘れることのできな
い日となりました。
(原文 英語)

揚輝荘 to徳川美術館

い出に残る揚輝荘訪問 日本の伝統に育まれた展示の数々

あなたが住んでいるこの地域の文化、歴史、人
間を知クましょう。
そして、何より、共に学んでいる他の人たちと

知ク合い、語ク合いましょう。
休日の午前中3時間ほどの間、散歩し、見学し、

お話をして過ごすプログラムで魂

2022年 5月 14日、NPO名古屋留学生ネットが主催する徳

川美術館へのウォーク&トークのイベントが名古屋ドーム前

から始まりました。このイベントは私に日本の文化と芸術の有

益で刺激的な経験を与えてくれました。

徳川美術館には、鎧、刀、日用品などの軍用品を含む徳川家

の遺宝が展示されていました。また、茶室、正式な住居、能楽堂

などの大名の調度品も展示されており、古代上流階級の贅沢

で優雅な生活を物語つています。歌川広重のシリ=ズ東海道

五十二次・保永堂版が展示され、東海岸のさまざまな風景が

描かれ、ボランティアによる紹介や説明が熱心に行われ、大変

助かりました。

このイベントは、日本の文化や芸術を鮮明に理解し、他の留

学生や地元のボランティアとコミュニケーションをとることが

できました。このイベントを開催してくださった名古屋留学生

ネットに感謝します。このようなイベントがもっと増えることを

願つています。(原文 英語)

チャン ユーチエン (名古屋大学法学研究科)

名古屋の地形をi理解LながらWak
新緑の5月 14日 (土)に、留学生とその家族18名 (+サポー

ター7名 )がナゴヤドームから徳川美術館までのWalk&
Talkに参加しました。

今回のウオークでは、歩きながら名古屋の地形も理解しよ

うと、矢田川によつて削り取られた場所が坂になつていること

を体感できるルートになりました。名古屋の地形や道をよく

ご存知の石川勝さんと山腰員佐子さんのアドバイスを受けて

ナゴヤドーム前矢田→萱場公園→出来町通→徳川美術館の

コースを家族連れペースでゆつくりと歩きました。萱場公園横

の坂道では、矢田川の川岸の地形を少し実感できたようです。

徳川美術館では、常設展の尾張徳川家の大名道具 (葵の紋

入りの陣羽織。日本刀・茶道具など)のほか、特別展の歌川広

重の浮世絵版画「広重の旅風景 雨・雪そして人」を鑑賞しま

した。参加留学生は日本文化や名古屋の歴史を知るいい機会

足立 守 (会員)

ネ ミョー アウン (名古屋大学法学研究科)

様 な意匠力流 さ
上記イベントにボランティア(写真係)と して参加しました。

当日は名古屋大学に集合して、そこから徒歩で千種区法王

町にある揚輝荘まで歩いて行きました。小さなお子様連れで

参加した方も何人かいましたが、皆さん元気に楽しく話をし

ながら行きました。

揚輝荘に着くとまずは南園にある聴松閣という松坂屋の前

身である「いとう呉服店Jの初代社長・伊藤次郎左衛門祐民の

別荘として建てた建物を見学しました。建物は洋風の地上3
階。地下 ]階のとても優雅で床や壁、建具などに様々な意匠

が施され、見どころが一杯でした。特に私は素敵な暖炉に魅
了されました。参加された皆さんも説明員のお話を熱心に聴
き、とても興味深そうに見学されていました。小さな子供が応

接室のソフアーに横たわつて寛いでいるのも楽しそうでした。
その後で北園にある三賞亭や伴華楼、白雲橋、豊彦稲荷、

庭園をゆつくり見学して、リフレッシュした気分と日本庭園の

良さも満喫できた一日になったと思います。

揚輝荘の前で解散した後に、私は直ぐ隣にある覚王山日泰

美
術
館
前
で
集
合
写
真寺に参拝して帰りました。 日比 政博 (会員)

になつたと話していました。
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亀
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

だきま曳 まさに色と,どクの内容が毎号はばたきま曳 どうぞご期待ください。

第 2号は山登クを趣味とする山腰員佐子さんで曳

99サリb守 ナサササ宇ササ9'サザじサず'9ず'サ サササ1't'サ サ

初の槍穂縦走の思い出
ナサ゛サナサナササ守9'中学予ササやサウ しゞや9サ ず`サ●サ

最近は登山らしい山歩きはできていないが、私が山に登

り始めて40年になる。その間に何度か「これまで登つた

山で一番よかつた山はどこ?」 と問われたことがある。私は

その都度「どこかな?あそこもよかつたし、あちらの山にも

また行きたいし…」と、どの山とも決めかねた。今回改め

て考えてみた。やつばり、穂高かな～。

穂高とは北アルプスの奥穂高岳、北穂高岳、前穂高岳、

西穂高岳のことである。岐阜県と長野県の県境にあり、奥

穂高岳 (3,190m)は日本で富士山 (3,776m)、 北岳

(3,193m)に続く3番目に高い山である。飛騨地方出身

の私には子供のころから親しみのある山ではあるが、登る

となるとある程度の技量が必要であり、槍穂 (槍ヶ岳～穂

高岳)の縦走は健脚向きコ=スとされている。その槍穂縦

走 (西穂高岳～槍ヶ岳)に職場の職員ワングルの仲間3人

で出かけたときのことである。西穂山荘からしばらくの間は

草木もあるが独標を過ぎると岩稜地帯となり、気の抜けな

い岩山歩きがはじまる。緊張の連続の中、間ノ岳を過ぎた

辺りでうずくまっている女性二人組に出あった。聞けば、

一人が転んでけがをしたとのこと。私たちは持参していた

救急用品で応急処置をしてその場で別れた。その後のジャ

ンダルムでは一般的には巻き道を行くのを無謀にも乗り越

してしまい、次の馬の背を恐る恐る通過し、奥穂高岳登頂、

穂高岳山荘に到着した。山荘では、先の二人の女性が個

室を予約して待つていた。感謝である。翌日からの縦走も

順調に進み、初の槍穂縦走は大成功 !

山腰 員佐子 (賛助会員)

河童橋から岳沢を臨む

理事長就任にあたって
NPO Nagoya Ryugakusei Net
理事長 松浦 好治

Na9oya Ryugakusei Net初 代理事長として一年間ご尽力いた

だいた浜田道代さんから、2022年4月 に仕事を引き継ぎました。

コロナ禍のため、海外からオンラインで研究をしていた大学院留学

生の皆さんが4月ころから三々五々という感じで名古屋地区の大学

に到着しています。奨学金の関係で本来の滞在期間が短くなる留学

生の方も少なくないようです。しかし、留学生の皆さんと対面で話を

していると、専門を学び、日本をもっと矢0りたいという強い意欲を一

様に感じます。

海外での生活体験は、一生にわたって影響を及ぼします。私たち

は、大学院留学生の皆さんが学問を深め、日本の社会や文

化を体験し、多様な人と友人になっていただきたいと願つていま丸
私たちは、留学生皆さんとお話をし、その希望を伺つて多様な企画
やプログラムを提供したいと考えております。
皆様のご支援をお願い申し上げま丸

つ    ′
2月 に3ページの紙面にたくさんの情報を盛り込んだNo.1を 発行し、少しだけ

休憩してNo2の準備は6月 から取り掛かっていました。予定通クに発行でき、ご

協力頂いた方 に々、心から感謝申し上げま丸

とはいうものの、誰にどのような情報を提供するのがよいのか、手探クの状態で

あることも事実で丸 そのため、感想、質問、たとえ反対のご意見であってもお聞さ

したく、そのような受け止められ方を知ることで、さらにNewsletterの役割を果た

していければと思っていま九 (編集担当:柴田由紀、小崎不0子 )

●地回●連絡先

NPO Nagoya Ryugakusei Net
Z潤 電警磋鈴易:名区宮東町37
[@ of fice@nagoyaryunet.org

ロヨ052-734-3678
団 https:/ノ nagoyaryunet.org  cIII]

●交通アクセス
名古屋市営地下鉄「名古屋大学」駅1番 出口よリグリーンベル ト
に沿って西へ5分 西通用ロヘ 西通用口から西へ徒歩2分。
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