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災害に備える ─伊勢湾台風の記憶─
学長補佐 内藤 通孝

台風、水害、地震、火山噴火などの自然災害が相次いでいます。しかし、
大災害も歳月とともに忘却の彼方に押しやられる運命にあります。伊勢
湾台風が来襲して60年が経過しました。その台風は1959年9月26日、
名古屋近辺を襲い、伊勢湾の満潮とも重なり、高潮などで5千人以上の
犠牲者を出し、阪神淡路大震災（1995年）まで戦後最大の災害でした。
当時、私は6歳で幼稚園の年長組。伊勢湾台風を記憶している最も

若い世代です。当日、私は稲沢市にある父方の祖父母の家にいました。
母親が虫垂炎のために入院中で、姉（小学2年生で、学校がある）と弟（10か月の乳飲み子）は自宅（名
古屋市瑞穂区）に近い母親の実家（昭和区）に預けられていましたが、幼稚園児で手間の掛からない私は、
父方の祖父母のところに預けられていたのです。当日、昼間は普段通りでしたが、夕方頃から雲行きが怪
しくなり、夜間は猛烈な暴風雨となりました。役場に勤めていた祖父は、夕方、大きな台風がやってきそ
うだと、早々に帰宅しました。夜になって激しい風雨となり、風が唸る音、ガラスが割れる音などが鳴り響
き、祖母は「おそぎゃあ（怖いという意味の尾張弁）」といって布団に潜り込みました。私も祖母ととも
に蚊帳の中で恐ろしい一夜を過ごしました。翌朝、世間は大変なことになっていました。父親は当時、電
力会社の社員で、母の病気が回復次第、迎えに来るはずでしたが、なかなか来ませんでした。復旧に奔
走していたようで、漸く父親が迎えに来たのは、それから1週間以上経ってからでした。家族で自宅に戻
る途中、至る所で電線が垂れ下がり、木々はなぎ倒され、崖は崩れ、そして自宅（新築3年だった）では、
南側にあった物置が北方向にいざり、便所の壁に大きな穴があき、多数の瓦が吹き飛ばされていました。
家の中に入ると、壁は染みだらけになっていました。幼稚園当時のことは余り記憶にありませんが、この
時のことだけは今でも鮮明に思い出されます。
最近、「百年に一度の大災害」、「想定外の事態」などという言葉をよく耳にしますが、ここ数年はその

ような事態が毎年のように起こっています。地球温暖化や環境破壊が原因であることは明白です。他の地
域で起こった災害は、決して他人事ではないのです。留学生の皆さんも、日本は「災害の国」であるこ
とを認識していただき、心構えと準備を怠りなく。　　　　　　　　　　　　　　（2019年10月30日）



交換留学生のレポート

培材大学校で留学生活
高井 唯那（国際コミュニケーション学部3年）

交換留学生として、約一年間韓国の培材大学校に通いました。培材大学校は韓
国の大田市（テジョン市）に位置し、そこで私はそこで韓国語を学習していました。
前期は語学堂に通い、後期は学部の授業を韓国人のみんなに混ざって勉強しまし
た。語学堂では、前期の一番始めの日に学力テストをし、その人のレベルによって
クラス分けされます。語学堂では、中国人と11人と日本人4人の15人で授業を受
けていました。最初は、お互い国が違うため日本人は日本人のみで話し、中国人は
中国人のみで話しており交流は全くしませんでした。しかし、だんだん慣れていき
中国人と韓国語で会話をするようになり、日本語を教えたり、中国語を学んだりお
互いの文化についての話もしました。普段、中国人との交流をしたことがなかったため、新鮮で半期があっという間に終わっ
てしまいました。後期は、韓国人と一緒の授業を受けました。後期からは、前期の語学堂で学んだ文法を生かして韓国
人とたくさんの交流をしました。後期から語彙力がかなり伸びた気がしました。
そして、一番大変だったのは寮生活でした。前期は台湾人、日本人、ベトナム人で後期はアメリカ人、アフリカ人、ロ
シア人でした。生活の文化がやはり違うため、ぶつかる時もありました。最初は、ぶつかっていたもののお互いがお互い
の文化を理解し合い、だんだん慣れていき最後には、みんな仲良くなることができたのでとてもよかったです。最初は、

他国の人たちと会話をするときにお互いが韓国語を話すのがあやふやな
ため、英語で会話することもたくさんありました。特に、前期は私も全
然話せなかったので、ほぼ英語で会話をしていたので、韓国語より英語
のほうが伸びるのではないかと思いました。しかし、前期の終わり頃には
みんな韓国語が話せるようになっており、韓国語で会話をしていました。
私は、この一年の留学を通して他国の人たちとぶつかったりすること
で、文化を知ることもでき、色々な経験ができたと思います。高校の頃
から韓国に留学することを目標にしていたので、達成することができてと
てもよかったです。

日本での入学生活について
アカラデーチャーウット アヌッタマー　（スィーパトゥム大学）  
アカラデーチャーウット アティッタヤー（スィーパトゥム大学）

私たちはスィーパトゥム大学の日本語ビジネスコミュニケーション学科の4年生です。
2年生のときに、私たちは椙山女学園大学のショートプログラムに参加しました。
日本語の勉強はもちろん、日本語を使っていろいろな活動をしました。例えば、茶道、合気道、
名古屋の料理を作ったり、大須へ日本人学生といっしょに行ったり、プログラムでいろいろな勉
強をしました。二週間という短い時間でしたが、わたしたちは本当に感動しました。先生がたや
友達、そしてホームステイ先の家族の皆さんは本当にやさしかったです。皆さんにいろいろ助
けてもらいました。この椙山での経験は、国へ帰ってからも忘れられない思い出でした。
その素晴らしい経験が忘れられず、もう一度日本に、名古屋に戻りたいという気持ちが強くな

りました。そしてタイの大学を卒業する４年生でもう一度来ることができました。
9月に日本に来た私たちは、椙山で1年間勉強します。
日本語の授業では、毎日小クイズがあります。そして学部の授業では、日本人の
学生と一緒に勉強もしています。毎週スタディメイトと日本語で話して、いろいろ
な大学の活動に参加しています。日本語ばかりではなくて、日本の生活や日本文
化を学んでいます。そして他の国の友だちもできました。私たちは椙山のプログ
ラムにとても満足しています。これから、私たちの日本語はもっともっと上手にな
ると思います。



センターニュース・ダイジェスト

私は現在、交換留学生としてカナダのケベック大学モント
リオール校に通っています。
英語で開講されている授業に加え、フランス語の授業も

履修しています。授業は1コマ3時間です。クラスの中には
様々な国にルーツを持つ、様々な年齢の人がいます。多様
な国籍と幅広い年齢層のクラスメイトと共に学習することで、
多くの考え方に触れることができます。お互いの文化や考え
の交流によって毎回違う発見があり、刺激を受けています。
また、自分なりの考えを持つ大切さも日々実感しています。さらに、留学生である私を気にかけて
くれるクラスメイトもいます。日常生活について心配してくれたり、モントリオールの冬を乗り越え
るコツを教えてくれたりするなど、とても心強いです。
モントリオールの公用語はフランス語で、街の中はフランス語で溢れています。お店の看板や
道路標識、飲食店のメニューなど、フランス語で書かれています。店員さんは「Bonjour, Hi」と

声をかけてくれます。「Hello」と返すと英語で話し
てくれます。街の至る所で２つの言語が飛び交って
いるのもモントリオールならではだと思います。学
校や寮の周りにはレストラン、スーパーマーケット、
ショッピングモールなどがあり、とても賑やかです。
徒歩で買い物へ行ったり、観光地を訪れたりするこ
とができます。ヨーロッパ風の街並みを歩くのも楽し
みの一つになっています。さらに公共交通機関も発
達しており、地下鉄の駅やバス停が近くにあるため、

様々なところへ行くことができます。
寮では、８人部屋で生活をしています。ルームメイトもフランス語が第一言語です。ですが、私

と話すときは英語で話してくれます。フランス語を教えてもらったり、誕生日パーティーをしたりす
るなど、寮での生活も充実しています。
以前、椙山で勤務されていたスザンヌ先生が毎月楽しいアクティビティを計画してくださいます。

9月は少し田舎町までリンゴ狩り、10月はカナダの首都であるオタワに行きました。カナダの文化
に触れられる機会をたくさん設けてくださいます。それだけではなく、授業や寮生活などについて
も気にかけてくださり、スザンヌ先生の優しさが大きな
支えになっています。
フランス語と英語の２つの言語が飛び交う環境で留学
生活を送ることができ、毎日充実しています。モントリ
オールでは11月から雪が降るようになりました。モント
リオールの長い冬を楽しみながら、留学生活を有意義な
ものにしたいです。

神谷 優衣（国際コミュニケーション学部２年）

カナダからの手紙



今年のサマープログラムは、7月29日から8月12日までの12日間、交換協定校三大学から21名の参加がありました。
プログラムは、日本語、日本事情（体験学習を含む）、専門入門講義の三つからなり、日本語の学習はもちろん、日本文
化を学び肌で感じてもらう活動、三味線・浴衣体験・日本料理・合気道体験等様々な活動に挑戦してもらいました。また、本
学の教員による専門入門講義も本学での学びを体験し、本学の魅力を感じてもらう内容となっています。
サマープログラムのもう一つの特徴となるのが、日本人学生との交流です。夏休み期間となりますが、日本人学生の空港
出迎え・寮周辺の案内に始まってキャンパスツアー、ランチタイム、体験学習にも参加、活動のサポートをお願いしています。
また茶道部をはじめ、合気道部、クッキングママ等のクラブ員にも協力をお願いし、留学生との交流にも参加してもらってい
ます。延べ人数60人を超える日本人学生が様々な形でこのプログラムに参加し、留学生との交流を通してお互いに学びの場
を共有しています。
12日間のプログラムはあっという間に過ぎ、参加した留学生も修了式には涙でお別れという場面もあり、「また椙山に来た
い！」とまた今度会える日をお互いに約束してプログラムは終了しました。

国際交流センターは、２０１９年オープンキャンパス期間（７月１４日、８月１０日、８月１１日、９月８日の計４回、同一内容）
において、「椙山女学園大学の留学制度に関する説明会」を開催しました。４日の合計参加者数は１０９名となり、大変盛況で
した。留学に興味・関心のある高校生、保護者が集まり、説明会終了後も質問が多数寄せられました。
内容は、２部構成で行われました。
第一部で、留学の目的・流れ・条件について、本学に存在する留学制度（交換留学・派遣留学・認定留学）について、対

象となる国や地域、各種語学試験の概要についてなど、留学制度全体についての説明を行いました。
第二部では、実際に本学の交換留学生として派遣された学生が、自身の留学経験についてプレゼンテーションをしてくれま

した。現地での学習や生活、雰囲気、勉強方法、どのくらいの語学試験のスコアが必要かなど、留学を経験した生の学生の
声は参加者にとって大変貴重な情報となったようです。皆さんが熱心に話を聞く様子から、参加者の留学に対する関心の高さ
が伺えました。

椙山女学園大学の留学制度に関する説明会 

2019年・サマープログラムについて 



CenterNews Digest

受入交換留学生のための国際交流イベント

＜2019年度受入交換留学生について＞
2019年度椙山女学園大学受入交換留学生は、4月期に５名（タスマニア大学（オーストラリア）２名、亜洲大学（台
湾）３名）を受入れ、9月期には13名（培材大学校（韓国）２名、順天郷大学校（韓国）１名、亜洲大学（台湾）3名、
上海師範大学（中国）３名、スィーパトゥム大学（タイ）４名）を受入れました。秋からは16名の交換留学生が、日
本語と学部の授業を履修しています。日本に来たばかりの頃は、日本語に自信がなく不安な様子でしたが、日本の生
活にも慣れ、お昼休みともなると、国際交流センターは、留学生と日本人学生のランチルームとなり、それぞれがお
弁当を持ち寄って、宿題のことを聞いたり、
好きな映画の話をしたり、わいわいと賑や
かな時間となります。皆の笑い声が絶えな
い国際交流センター、毎朝「おはようござ
います」の声と夕方の「失礼します」の声
は、センターの日課となっています。それ
ぞれ半年、1年の留学生活が実り豊かな時
間となることを願っています。

＜二見・伊勢研修（2019.7.13）＞
7月13日、二見・伊勢研修を実施しました。電車やバスに乗っての移動は、留学生

にとっても初めての経験となり、車窓からの眺めを見ては写真を撮り、大はしゃぎとな
りました。二見駅から伊勢参りの旧参道を歩き、夫婦岩のある二見興玉神社へ。伊勢
参りの前にこの海水で心身を清める場所であったという話にも興味を持ち、境内のそこ
ここに鎮座する蛙（ここでは神の使いとされる）とも写真を撮るなど、二見・伊勢の訪
問は日本人の信仰について考える良い機会となりました。伊勢では、日本の夏の風物

詩、江戸風鈴の絵
付けに挑戦し、そ
れぞれ思い思いの
絵を描き、ちりん
ちりん…と音色も
涼しい風鈴が出来上がりました。日本での見聞
をまた一つ重ね、帰国後、家族や友人に話す思
い出ができました。

＜文化情報学部・栃窪ゼミでも活躍！＞
文化情報学部の栃窪先生のゼミで名古屋市のホームページに載せる名古屋紹介の動画を作成、その動画の中国語

版を、台湾・亜洲大学のチョウさんとラさんが担当しました。まず、日本語の原稿を中国語に翻訳、次に日本語の音
声の長さに合わせ、中国語に吹き替えるという作業を文化情報学部の
栃窪先生、鄭先生のご指導のもと進めました。日本語を中国語に翻訳
するときの言葉の選択、その言葉の持つニュアンスの違いなど勉強す
ることが多く、実践的な日本語の訓練となりました。一番緊張したのは、
やはり録音室にこもっての録音だったようで、その時の緊張感が伝わっ
てきます。留学生に声をかけてくださったおかげで、素晴らしい経験を
させていただきました。



受入交換留学生OGの寄稿

私は台湾亞州大学の廖語瑄（リョウ ゴ セン）
と申します。
椙山女学園大学に留学し、国の大学を卒業して

もうすぐ二年になりますが、椙山に留学した半年間
を思い出してみると、あの楽しかった記憶がよみが
えります。
椙山の国際交流センター、日本語の授業があっ

た教室、SAICの部活メンバーと一緒に昼ご飯を食
べる毎日、そして住んでいた学生寮をとても懐かしく思います。
最も懐かしいのは、SAICのみんなと一緒に大学祭で頑張ったことです。私達は中華餃子

とタピオカミルクティーを用意して、お店の飾りや看板をみんなで描いて準備しました。おしゃ
べりしながらみんなと一緒にすることは本当に楽しかったです。大学祭の２日目は台風に遭

いましたが、みんなで頑張った光景は、私
の心に残っています。
台風で大学祭の片付けが終わってから、

残ったもので中華餃子パーティーをしまし
た。しりとりゲームをして、一緒におしゃべ
りしました。その時間が楽しくていつまで
も終わらないよう願いました。
SAICのみんな、先生、そしてセンター

のスタッフの皆さん、お元気ですか。私は今、台湾の日系企業の人材派遣事業部で日本人
の上司のもとで働いています。日本語も使う仕事をしています。またいつか会いましょうね！

廖 語瑄（リョウ ゴ セン）

忘れられない留学生活



エッセイ

前任校である名古屋大学で2017年に採択された「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワー
ク推進プログラム」により、日本語学科があるフランスやドイツの大学で「くずし字」講座を開いた
り、日本研究のセミナーを行ったりしています。若い日本人研究者と西欧の日本研究者の研究交流が
主な目的です。したがって、主体は若手となっています。
特に、フランスのパリ極東学院、ストラスブール大学、ドイツのハイデルベルク大学を中心に、外

国人研究者と共同で、日本から海外に流れ、フランスやドイツの図書館や美術館に収められている室
町と江戸前期における絵写本や版本の研究を行い、若手外国人日本研究者の育成に努めています。
ところで、これらの大学での授業はほとんど日本語で行っています。西欧の日本研究者の日本語レ

ベルは非常に高く、多い時には100人前後の学生が参加します。彼らの住む自治体が所蔵する日本
の絵写本を研究したいと考える学生がいかに多いか想像できると思います。
また、ブラジルの日本研究者育成のため、毎年、マナオス連邦大学日本語学科で若手研究者育成

プログラムを作り、集中講義を行っています。この集中講義も全て日本語で行っていますが、招来ブ
ラジルで日本語教育者となりたい大学生や院生が熱心に学ぶため、非常に有意義な時間を過ごせて
います。このマナオスというブラジル北部の都市は、日本人移住者が最初に入った町としても知られ、
日本語学習者がとても多い町なのです。
2020年2月には、パリの「AgroParisTech」という、日本でいえば東大の農学部のようなとこ

ろから招聘が来ており、日本の室町時代における農産物を描く絵巻について、飢饉と絡めて集中講義
を行います。このテーマは2011年の東日本大震災をきっかけに、私自身の研究の方向性を「環境
と文学」、または「環境から生じた日本文化研究」と変え、毎年のように西欧で講演会を催してきた
からこそ、招聘されたのだと思います。
したがって、今後もこのような研究活動を通し、日本に興味がある学生の裾野を拡大していくことで、

国際化に貢献していきたいと考えています。

日本研究の国際化について
伊藤 信博

（国際コミュニケーション学部表現文化学科教授）



国際交流センターでは派遣留学生および受入交換留学生のサポートや、
各種留学相談などを日々行っています。今回国際交流センタースタッフの

カーペンター亜紀さんの主な仕事について紹介いたします。

【派遣留学生のサポート】
派遣留学が決定した学生に対して、留学するために必要な申請手続や準備についてサポートを行います。
また留学中の学生からの質問・相談にも対応しています。
カーペンターさん「派遣留学生の中には海外留学経験のない学生もいます。また、各留学先への申請方法も様々で、複雑なものも
あります。学生と一緒に確認しながら手続を進めるよう心がけています。留学中の学生に対しては、トラブル発生時に速やかに対応
することはもちろん、普段から元気や安心感を与えるような声掛けを心がけています。」

【受入交換留学生のサポート】
受入交換留学生の、大学や居住している学生寮、その他生活を送るうえで必要な手続および注意事項について、確実に実行できる
ようサポートします。また、留学生からの質問にも日々対応しています。
カーペンターさん「留学生には理解しにくい手続などもありますので、丁寧で分かりやすい説明を心がけています。必要な手続や伝
達事項については、口頭で伝えるほかに国際交流センターの掲示板に掲載し、学生が毎日確認できるようにしています。一方通行に
ならないよう、留学生からのどんな些細な質問や疑問にも、きちんと耳を傾け対応するようにしています。」

【各種留学相談のサポート】
学生からの留学相談に対して、本人の希望や目的および語学力等を確認したうえで、適切なアドバイスをするよう心がけています。
カーペンターさん「留学相談に来る学生の中には、漠然としたイメージのまま相談に来るケースも少なくありません。本人が留学を
通して何を実現したいのかをきちんと確認したうえで、過去の事例を参考にアドバイスを行うようにしています。」

★カーペンターさんからのメッセージ
「派遣学生や受入留学生が留学後に成長した姿
をみると、とてもうれしく思います。また自らの
海外経験を生かして留学相談も行っています。
国際交流センターは留学生と日本人学生の交流
の場にもなっていますので、お気軽にお立ち寄
りください。」

ようこそ国際交流センターへ

国際交流センターでは派遣留学生および受入交換留学生のサポートや、
各種留学相談などを日々行っています。今回国際交流センタースタッフの

カーペンター亜紀さんの主な仕事について紹介いたします。

第11号をお送りいたします。執筆・編集にご協力いただきました皆様に厚くお礼申し上げます。
今年度は、新しく協定校になったケベック大学モントリオール校に4名、マレーシア工科大学では1名が留学し、様々な制度
を利用し留学している学生が増えています。また、今年度よりオープンキャンパスにて「留学制度に関する説明会」が開催
され、予想を上回る参加者があり、国際交流のニーズの高さを実感するとともに、より充実した留学制度の確立を推進して
いく必要性も示されました。海外から留学を希望する学生も増加し、「椙山女学園大学サマープログラム」に参加した学生が、
本学の交換留学プログラムに参加することが増えています。そのため、今年度からは、「ウィンタープログラム」も開催し、
日本（東海）の文化の紹介と学生間の交流を深めています。国際交流センターは、本学の国際交流のさらなる充実に向けて、
活動をしていきます。センターへのご意見・ご感想などお寄せいただければ幸いです。 （2019.12.18 H.S）

■ご意見・ご要望などはこちらへお寄せください。
　椙山女学園大学国際交流センター　TEL：052-781-5674（直）　FAX：052-781-2038　E-mail：ciep@sugiyama-u.ac.jp

（受入交換留学生との交流）

カーペンター亜紀さん

（派遣学生からの相談対応）
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