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新入生歓迎パーティー
9月23日（日）に国際大学のバーベキュー
サイトで新入生歓迎パーティーを開きました。
今回はベトナム出身の新入生のホンさんに感想
寄せて頂きました。

感想を寄せて頂いたホンさん（右の
女性）が他の新入生とお肉を焼いて
いるところ

会長の高橋さん（右）と
副会長の櫻井さん（左）

I really like the bbq party. Although
that Sunday was, the bbq is still fantastic. I enjoyed both the foods and the
people. I am really impressed by the
Japanese people there. They are very
friendly, polite, hospitable, enthusiastic, and especially energetic. I had chance to talk to an very old man who
spoke English very fast. He said he was 80 years old; however, with me, he is
not old. I could feel his energy when I saw him working, interacting with
others. He is really NOT less energetic than any young men. I wondered
whether he is the typical man of Japanese old people. The bbq party is really
a chance for us - new students - foreigners to be closer to each others and
closer to the local people. We ate, smiled, talked, laughed, and understood
more about others. That made my 1st Sunday at IUJ a really great day! Some
Japanese people there can not communicate much in English, and I think that
I will try best to learn Japanese so I can understand them.
Hong Do

Ｅビジネス修了式に参加して

団体会員である北里大学保健衛生専
門学院の英語クラブの学生さんたち

高橋 和子

去る８月２８日（火）、国際大学研究所のロビー
に於いて、２０１２年Ｅビジネスの修了式が行わ
れました。今年は既に帰国してしまっている学生
もいたりして、７人だけの小さな修了式でした。
人数が少なかったので、学生さんたちはとても仲
が良く、日本にいる１年間
に揃って色んな所へ出かけ
たそうです。この日は大変
暑かったのですが、室内が
狭かったので、外庭に出て恒例の帽子を投げるパフォーマン
スをカメラマンの要望にこたえて何度も投げ上げました。
「さわらび」で行われる修了式も圧巻ですが、今回のように
小さな修了式はとてもほのぼのとして心に残りました。
今後の皆さんのご活躍を祈念し、お別れしました。
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国際大学創立３０周年記念写真展

高橋 和子

去る９月１日（土）朝日の降り注ぐ旧大和町の池田記念美術館に於
いて行われた国際大学創立３０周年記念写真展の式典にご招待頂き、
出席してまいりました。国際大学は皆様もご存じの通り、１９８２年
中山素平氏が中心となり、財界の有力者が発起人となり、『国際社会に
貢献する為に必要な、高度な相互理解と専門的且つ実践的な知識をも
つ人材を養成することを主目的』につくられた、日本初の大学院大学
です。時は昭和から平成へと移り変わり、この３０年の間にめまぐる
しくグローバル化が進む中、未来のリーダーを担う人材作りに益々重
要な役割を果たされると思います。
式典では、南魚沼市長 井口一郎氏をはじめ、国際大学学長 森正
テープカットの模様
勝氏、今回会場となった池田記念美術館の館長のご挨拶、また同時に
（左から 森学長、井口市長、佐藤館長）
開催された国際大学の修了生 神谷孝信氏による『この指とまれ』写
真展のテープカットが行われました。神谷氏はご自分の指の先に蝶や昆虫
をとまらせて写真をとるというユニークな写真家の方です。実は私は今年
の５月に今回の写真展の写真を撮影している神谷氏に大学構内で遭遇して
いたのですが、その時はまさか修了生とは知らず不思議な方がいるものだ
と思っていたのですが、何時間もかけて指に蝶をとまらせる方法などを熱
心にひとつひとつ作品の前で来客の皆さんに説明なさいました。また、そ
のほかに今まで３０年の国際大学の歴史の展示もあり、懐かしい修了生の
写真などもみかけました。
私は、夢っくすに入会してからの１０
年間しか国際大学の事を知りませんが、
３０年前この魚沼の地に突然多くの外国 昆虫の写真を説明する神谷さん（右）
人の方が生活するようになり、そして今のように地域に根ざす間には色々
な事があったのではと思います。今年はまた多くの新しい学生さんが入学
すると聞いております。私達夢っくすのメンバーもこの志高き国際大学の
学生さんが少しでもこの浦佐での生活を楽しんでいただくお手伝いができ
ればと益々思いを強く致しました。
～美術館から眺める美しい景色～
一度出掛けてみては如何でしょうか？

これからも地域と学生さんの架け橋となれるよう宜しくお願い致します。
そして、本当に３０周年おめでとうございます。

★今後の予定①★
●秋のバスツアー（北方文化博物館）
学生さんとバスツアーに出掛けます。
今回は北方文化博物館と新潟ふるさと
村に行きます。
日 付：１１月４日（日）
集 合：国際大学 正面玄関に午前８時
参加費：3,000円
皆様のご参加をお待ち致しております。
問合せ：櫻井徳治 025-772-4589

国際大学の記念グッズ（左）と修了生の出身国別分布図（右）
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お久しぶり、ミタンさん

坂大 英子

昨年度の卒業生、ベトナムのミタンさんが1年ぶりにＩＵＪのキャン
パスを訪れました。ミタンさんは夢っくすの英語の先生で、私の
チューターでした。卒業してからも連絡を取っていたのですが、友人
の妹さんが国際大学の新入生になり寮に入居するので一緒に来る、と
いう電話があり、早速皆さんに連絡して夢っくすのサロンで会うこと
になりました。当日９月１７日はよい天気でまだ暑い真夏のような日
でしたが、元気なミタンさんは、前と変わらぬチャーミングな笑顔で
友人とその妹Ｎｇｕｙｅｎさんと一緒にサロンに来ました。久しぶり
の再会に私たちもとても嬉しくて、話がはずみました。この1年日本に ミタンさん（後列右）との再会のために
いてアルバイトをしたり学校に行ったりしていたが就職がきまり、10 集まった夢っくす会員の皆さん
月から名古屋で働くことになり名古屋に住むとのことでした。８月に 国際大学に入学する友人の妹さん（後列左）
ベトナムに帰ってご両親や家族と過ごしてきたと、ベトナムの月餅を 感想を寄せて頂いた坂大さん（前列右）
おみやげに持参され、早速切り分けてみんなでいただきました。今月は中秋の名月があり、ベトナムでも９
月のお菓子なのだそうで、ちょっと異国の香りのする月餅でした。日本語にも磨きがかかり、私たちと変わ
らない話し方でした。
こんな風に卒業された学生さんたちと交流が続くのは素晴らしいですよね。忘れられない思い出が沢山増
えるといいなと思い、他の方たちの交流も知りたいなと思いました。

青森ねぶた、ラッセーラ！

杵渕 典子

日本文化を知っていただきたく思い、８月３日からEビジネスの学生さん
と青森のねぶた祭りで跳ねてきました。８月３日の夜長岡祭りの花火を横目
で見ながら関越道を走り、新潟港をフェリーで出発しました。翌朝青森港に
到着。日本海側を北上し、白神山地の神秘的な湖十二湖を散策してから、青
森の浅虫温泉でキャンプをして宿泊しました。ねぶた祭りは、「はねと」の
衣装を着ていれば何処の「ねぶた」にでも入って跳ねることができます。皆
で貸衣装に着替えて、いざ出陣！臨場感抜群です！ 一晩楽しく跳ねてきま
した。

★今後の予定②★

さよならパーティー
８月２７日（月）
、Ｅビジネス
の修了式前の暑い日に持ち寄り
さよならパーティーをやりまし
た。学生は４人ほどで全員浴衣
姿が希望でした。暑い日中にも
かかわらず最後の日本文化を楽
しんだようです。自分で買った
浴衣を着たユスフ美亜さんはと
てもお似合いでした。

佐藤 八重子

●多文化理解講座（中央アジア）
国際大学の留学生が出身国について
紹介する多文化理解講座を開催します。
今年は中央アジアを取り上げます。
皆様お誘いあわせのうえご来場下さい。
日 付：１１月２５日（日）
時 間：１２：0０～１４：３０
場 所：大崎農業会館
（南魚沼市大崎地区の真ん中）
※インターネットで名前を検索すると直ぐに
幾つかリンクが表示され、クリックすると
地図が表示されますが、分からなければ
お問い合わせください。
問合せ：櫻井徳治 025-772-4589
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秋のバスツアー

★★会員紹介コーナー★★
会員No. 437

夢っくすサロン

19
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夢っくすサロン

26

27
夢っくすサロン

2

3
夢っくすサロン

9

10
夢っくすサロン

①一番行きたい国②興味のある言語③趣味や特技
④夢っくすでやってみたいことは⑤今やっている国際交流⑥一言どうぞ！

佐藤 紀子さん

新会員のご紹介

① インドネシア（バリ島）

No.437 佐藤 紀子

② 英語、インドネシア語

（魚 沼 市）

★よろしくお願いします★

③ 足ツボマッサージ、ヒーリング
④ たくさんの国の方と会話を楽しみたいです。
⑤ 何もしていないので、これから始めたいです。
⑥ おしゃべりの笑い上戸ですが、呆れず話しかけて
ください。

うおぬま国際交流協会

UONUMA Association for Multicultural EXchange
〒949-6609

入会方法
入会は随時受け付けております。申込書は夢っく
すのホームページから入手できます。また、夢っく
すサロン（毎週土曜の午後１時～３時、年末・夏季
を除く）でも配布しております。会費は以下の郵便
口座にお振り込み頂くか、またはサロンに直接お持
ちください。
年 会 費
個人会員：3,000円
家族会員：1,500円
団体会員：１口 10,000円から任意の口数
郵便口座
口座番号：00550－7－74672
口座名称：うおぬま国際交流協会

新潟県南魚沼市八幡35-7
うおぬま国際交流協会（夢っくす）事務局
夢っくすサロン（国際大学第3学生寮1階）
TEL/FAX: 025-779-1520
E-Mail: office@umex.ne.jp
URL: http://www.umex.ne.jp/

担当者連絡先
サロン 高橋:070-5083-3123 イベント 久保田:080-6564-6833
多言語支援/外国語 坂西:090-5585-2066 日本語 関矢:090-7803-7983
広報 森山:090-6945-9402

【編集後記】
最近、急に涼しくなったせいで夏から秋への急激な変化に適応できず、体調
を崩す方もいるようですが、皆さんは如何でしょうか？ キャンパスは去年
にも増して大勢の新入生を迎えて、連日大賑わいです。皆さんにとっても学
生との新たな出会いの始まりですね。お便りを待っています！(toshi)

