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知求会ニュース 

2021 年 4 月                               第 77 号 

                                          

◎ 博士後期課程 博士号取得、おめでとうございます！ 

アザリア ビンティ ザハルディン(国際学研究専攻・12 期生)さんが、2021（令和 3）年 3 月 24

日(水曜日)に昨春授与されたブラボ 小波津 ホセ ラウルさん・森谷亮太さんに続いて第 29

号の博士号学位を授与されました。なお、論文要旨などは本号の「博士録 55」に掲載され

ていますので、併せてご一読下さい。 

 

これまでの国際学部・国際学研究科(修士課程および博士前期課程)出身者の学位取得者は、

博士(国際文化)（東北大学）2 名・博士(文学)（名古屋大学）/（筑波大学）/ (東北大学) 3 名・博士(人

文科学)（お茶の水女子大学）1 名・博士(人文学)（パリ東大学）1 名・博士(芸術学)（筑波大学）1

名・博士(社会学)(一橋大学) 1 名・博士(農学)（東京農工大学連合大学院）2 名・博士(国際学)(宇

都宮大学) 20 名・博士(経済学) (名古屋市立大学) 1 名・博士(観光経営学) (慶熙大学校) 1 名・博士

(人間・環境学)(京都大学) 1 名・博士(学術) (杏林大学) / (筑波大学) / (東京大学) / (一橋大学) 4 名・博

士(国際開発学)（名古屋大学）１名・博士(国際関係・紛争・平和学)(キングス・カレッジ・ロンド

ン) 1 名の計 40 名です。 

 

◎ 博士前期課程、修了おめでとうございます！   

2021（令和 3）年 3 月 24 日(水曜日)午前 11 時 00 分から 5 号館 B 棟 5B11 教室にて、2020

年度学位記授与式が開催されました。 

今回の修了者は、国際交流研究専攻の第 15 期生のオルティス ベレスモロ レスリー ゆ

みこさんの 1 名でした。 

◎ 修士課程、修了おめでとうございます！   

 国際学研究科博士前期課程の後継である修士課程 地域創生科学研究科 社会デザイン科

学専攻グローバル・エリアスタディーズプログラムにおいて修士（国際学）13 名および多

文化共生学プログラムにおいて修士（学術）16 名が誕生しました。 

 

◎最終講義 ZOOM オンライン開催 

 2021（令和 3）年 3 月 5 日（金曜日）午後 2 時半から 4 時半まで、柄木田康之先生の最

終講義が ZOOM オンラインで開催されました。演題は『サンゴ環礁社会からのフィールド

ワーク』でした。参加者は 64 名でした。 

◎令和 2 年度 同窓会連絡協議会報告 

 2021（令和 3）年 3 月 18 日(木)午前 10 時から、ZOOM オンラインにて、令和 2 年度同窓

会連絡協議会が開催されました。出席者は石田朋靖学長・藤井佐知子理事・池田宰理事・佐
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藤規朗理事・鈴木邦雄理事・藤原浩巳 地域デザイン科学部長・佐々木一隆 国際学部長・小

宮秀明 教育学部長・横田和隆 工学部長・齋藤高弘 農学部長の大学側 10 名と事務局担当者

5 名、吉葉恭行 国際学部同窓会会長・志村なぎさ 同副会長・行澤真悟 同副会長・土屋伸夫 

国際学研究科同窓会会長・増渕茂泰 教育学部同窓会会長・間宮栄二 同副会長・橋本和英 同

副会長・清水由行 工学部同窓会会長・松澤康男 農学部峰ヶ丘同窓会会長・安藤益夫 同理事

長の同窓会側 10 名でした。議事内容は、協議事項として全学同窓会の立ち上げについて、 

各学部等同窓会からの活動報告・要望等として、１．各学部等同窓会の活動報告等につい

て、２．大学に対する要望等について、３．その他、そして大学の現状報告等がなされま

した。 

 

◎ 教職員人事異動 

柄木田康之国際学部名誉教授 

 柄木田康之先生が、3 月 31 日をもって退職されました。国際学部には 1994 年 10 月から

27 年 6 か月の間在籍され、多くの方が先生にお世話になったことと思います。大変お疲れ

様でした。 

◎ 国際学研究科長・国際学部長改選 

 国際学科設立から 4 年間、国際学研究科長・国際学部長を務めてこられた佐々木一隆先

生が退任さて、新国際学研究科長・国際学部長に中村真先生が選任されました。 

◎ 博士後期課程新設置 

 本年 4 月に国際学研究科博士後期課程の後継として、宇都宮大学大学院 地域創生科学研

究科博士後期課程 先端融合科学専攻 グローバル地域デザインプログラムとして新設置さ

れました。なお、これにともなって国際学研究科博士後期課程の募集は停止されました。 

 

◎ 掲載記事紹介 

１．下野新聞（令和 3 年 2 月 26 日）15 面に、「とちぎ国際戦略決定」表題で、「グローバ

ル展開などを柱に」の内容で栃木県国際戦略推進専門委員会座長の田巻松雄先生らの

記事が掲載されました。 

２．下野新聞（令和 3 年 3 月 5 日）1 面に、「自主夜間中学 9 月開校へ」の表題で「宇大教

員ら準備」「不登校など幅広く門戸」「県立公立未設置」の内容で「とちぎに夜間中学

をつくり育てる会」代表田巻松雄先生らの記事が掲載されました。 

３．下野新聞（令和 3 年 3 月 8 日）3 面に、「誰もが通える学校に」の表題で、「夜間中学 9

月開校へ 宇都宮で発足集会」の内容で田巻松雄先生らの記事が掲載されました。 

４．日本経済新聞（令和 3 年 3 月 28 日）2 面に、「学びの質向上へ オンライン拡大」「大

学間で連携授業」「海外から講義」の表題で、「コロナ機に改革加速」の内容で佐々木

一隆先生らの記事（弘前大、宇都宮大、東京外国語大、長崎大の 4 大学による多文化

共生教育コンソーシアム）が掲載されました。 
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◎新刊案内 

１．国際学部名誉教授の北島滋先生が『迫りくる危機「日本型福祉国家」の崩壊―北海道

辺境の小規模自治体から見る―』を本年 2 月に東信堂から刊行されました。 

https://www.toshindo-pub.com/book/91672/ 

２．国際学部同窓会会長の吉葉恭行さん（国際学部第 1 期生）が『斎藤報恩会と東北帝国大学

―財団設立の理念と学術研究助成の実際―』を昨年 12 月に東北大学出版会から米澤晋

彦氏と共著で刊行されました。https://tups.jp/book/book.php?id=414 

 

 

◎ 放送大学栃木学習センター面接授業 

１．グローバル開発協力論   2021年05月14日（金）3時限～4時限 

               2021年05月21日（金）3時限～4時限 

               2021年05月28日（金）3時限～4時限 

               2021年06月04日（金）1時限～4時限、試験・レポート等 

  重田康博先生（国際学部教授） 

２．平和構築入門：紛争と和解 2021年06月19日（土）1時限～4時限、試験・レポート等 

               2021年06月26日（土）1時限～4時限、試験・レポート等 

  藤井広重先生（国際学部助教） 

３．英語の音声        2021年05月29日（土）1時限～4時限 

2021年05月30日（日）1時限～4時限、試験・レポート等 

  湯澤伸夫先生（国際学部教授） 

 

 

研究室訪問 54   第 9 号から国際学研究科に関係する内外の先生方に寄稿をお願いした

コーナーを設けました。 

 

 

博士録 55    第 22 号から国際学部、国際学研究科に関係する同窓生に寄稿をお願いした

コーナーを設けました。 

 

The Effects of Own Language Use on Ethnic Malay Learners of the Japanese Language: 

Towards the Localization of Japanese Language Education in Malaysia 

マレー系日本語学習者に対する媒介語使用の影響：マレーシア日本語教育の現地化に向けて 

 

AZALIA BINTI ZAHARUDDIN 
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1. 博士論文の要旨 

 本研究は、日本語のマレー人学習者に対する媒介語の使用の影響について論じることを

目的とする。この研究で調査された効果は、主に学習者の文法理解力と日本語教室での媒

介語の使用に対する態度に焦点を合わせている。媒介語使用の影響を調べるために、5 週

間の準実験的な Pre-test と Post-test のグループ比較研究が設計された。マレーシアの日本

語予備学校に通う 19 人の学生がボランティアで実験に参加した。学習者は 2 つのグループ

に分けられ、一方のグループは媒介語を含む指導を受け、もう一方のグループは対象言語

のみの指導を受けた。この博士論文は 3 つの研究課題を導いた。１）学習者の文法理解と

文法達成に対する媒介語の使用の影響を調べ、２）媒介語の使用に対する学習者の態度を

調べ、３）学習者の態度に対する媒介語の使用の影響を調べた。そして、2 つの探索的質問

で、学習者の理解度の違いと、各文法用語の学習の難しさの違いを調査した。研究課題と

データ分析に関して、この研究のデータは、Pre-test と Post-test の点数、Diagnostic Test

の点数、授業アンケートへの回答、および学習者の前後態度調査の回答の形で、収集され

た。データは、Mann Whitney U- test と Wilcoxon signed rank test で分析された。 

 文法用語に関する調査結果として、第 5課の付随行動以外は、媒介語グループの学習者が

直接法グループの学習者よりも成績が良いという仮説を支持している。 しかし、さらに

詳しく調べてみると、時間関係に関する表現の結果のみが統計的に有意であることが明ら

かになった。また、媒介語は学習者の文法理解をある程度サポートすることができるが、

学習者のコメント分析結果として、媒介語使用よりも、十分な例文と練習用の質問を提供

することも同様に重要であることも明らかになった。そして、探索的質問の結果としては

マレー語と英語で翻訳は異なるほうが、よりよく理解されることを示している。これは、

教師が媒介語への翻訳を分析することによって、どの文法用語がより効果的に説明されて

いるかを判断する方法に関する新しいアプローチを提供する。そして、学生の態度に関す

る調査結果として、目標言語のみの教室に参加した学習者と比較して、媒介語使用の教室

に参加した学習者の態度には大きな前向きな変化があった。 

 本研究は、上級日本語の時間関係の表現に関して、媒介語の使用が学習者の文法達成に

役立つという経験的証拠を提示した点で、先行研究に貢献した。また、教師が媒介語への

翻訳を分析することにより、どの文法用語がより効果的に説明されているかを判定する方

法への新しいアプローチを提供する。さらに重要なことに、この研究が、マレーシアの日

本語教育の現在のシラバスと教授法をさらに拡大するための新しい情報と洞察を提供する

ことにより、マレーシアの日本語母語話者ではない日本語教師に役立つことが期待される。

これに続いて、マレーシアはようやく日本語教育の現地化を完全に達成する方向に進むこ

とができると考える。 
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2. 後輩への助言 

 宇都宮大学大学院での 3年間で学んだことはたくさんあるが、最も重要なことは以下の 3

つである。 

1.博士後期課程に進学した理由を思い出すこと 

 博士後期課程は長くて大変で、あきらめたくなることが何回もあった。その時なぜ研究

を始めたのかを思い出すことは重要である。私の場合、教授になり、大学で働くことが私

の長年の夢だからだ。また、私は常に研究に情熱を注いでおり、十分に努力すれば自分の

分野で貴重な貢献ができると心から信じていた。また、両親が私のことを誇りに思ってい

るということもあった。私があきらめたいと思うときはいつでも、これらが私を再び原点

に戻すのであった。だからこそ、博士号を取得しようとしている理由と、それがあなたに

とって重要である理由を常に思い出すことが不可欠だと思う。 

2.失敗は成功へのプロセスの一部 

 研究中の私が経験した困難なことの 1 つは、論文を投稿することである。最終的に受理

されるまでに、私の論文はさまざまな学会誌から 3 回却下されていた。その時、私はとて

もがっかりし、期間内に修了できないのではないかと心配した。最初は、研究が失敗した

ような気がしてコメントが読みづらかった。しかし、指導教員の助けを借りて、これを克

服し、論文が最終的に受理されて発行されるまで、必要な修正を加えることができた。 

 間違いを犯しても大丈夫だということを思い出すことは重要だと考える。否定的な結果

は研究が「失敗した」ということを意味するものではない。失敗と否定的な結果は、成功

につながるプロセスの一部であると思う。だから、前進するためには、それを受け入れて

学ぶことが重要である。 

3.関係を築く 

 

 研究をすることは非常に孤独である可能性があると思う。1 年生の時、研究について話

す人があまりいなかったので、最初はストレスを感じることが何度もあった。しかし、そ

の後、学会の全国大会や大学での活動に参加することで、何とか同僚と友達を作ることが

できた。友情は私が私の研究について話し合うことを可能にし、それを改善する方法につ

いてのフィードバックを受け取ることもできた。だからこそ、博士後期課程での良いサポ

ートシステムになり得るので、関係を築くことが重要だと思う。 恐れずに助けを求め、

イベントに参加するときは積極的に活動し続けるように最善を尽くしてください。 
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 最後に、すべての博士号の経験は異なり、ユニークであると思う。上記のアドバイスは

一部の人には役立つ場合があるかもしれないが、常に自分の心に耳を傾け、自分にとって

最善のことをすることを忘れないでください。がんばろう！ 

（国際学研究科 国際学研究専攻 第 12 期修了生） 

（2021 年 3 月 20 日原稿受理） 

 

知究人 36 第 9 号から特に、国際学部出身者で他大学院へ進学された方に、寄稿をお願

いしたコーナー(ちきゅうびと)を設けました。 

 

海外だより 31 第 27 号から国際学研究科、国際学部出身の海外在住者からの寄稿をお願 

いしたコーナーを設けました。 

 

海外留学今昔 32 第 35 号から国際学部出身者および在学者を中心とした海外留学体験の

寄稿をお願いしたコーナーを設けました。自薦・他薦を問いませんので、海外留学経験者

および海外留学中の在学者の積極的な情報提供を事務局にお寄せ下さい。 

 

学生サロン 20  知求会ニュース第 41 号より現役学部生によるコーナーを設けました。自

薦・他薦を問いませんので、現役学部生の積極的な情報提供を事務局にお寄せ下さい。 

 
キャリア指南１5 現役学部生に向けた企画として、宇都宮大学全学部から国際機関をはじ

め、NGO・NPO や企業などで活躍する先輩方に執筆していただくコーナーを設けました。

自薦・他薦を問いませんので、キャリア指南にふさわしい卒業生の積極的な情報提供を事

務局にお寄せ下さい。 

 

フォーラム 2021 年の卯月を迎えて、皆様慌しいことと思います。（原稿集めに苦労して

います。） 

「コロナがもたらした変化 ― 語学スクールの視点から」 
宇都宮大学国際学部多文化公共圏センター研究員 

陳 佳敏 

宇都宮大学大学院国際学研究科国際学研究専攻博士後期課程を2019年に修了した中国寧

波出身の陳佳敏です。2010 年に宇都宮大学の交換留学生として宇都宮に来てから、早いも

ので今年は 11 年目に入りました。大学院修了後は宇都宮大学国際学部多文化公共圏センタ

ーの研究員をやらせていただきながら、語学スクールで中国語教育の仕事に従事していま

す。 

コロナウイルスの影響でここ 2 年間は、語学スクールにおける中国語の授業形式、受講

者層や受講目的などがこれまでとはすっかり変わってしまったことを感じます。コロナ前
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の中国語レッスンは通学型とオンラインですみわけが出来ていました。通学型のレッスン

は費用が高くなりがちですが、「本格的なレッスン」という点ではとても人気があります。

それに対して、「より気軽に、低価格」で中国語を楽しみたい学習者に向けてオンラインサ

ービスを提供していました。しかし、コロナ禍の影響により通学型レッスンは三密を避け

るために、キャンセルや休講が相次ぎ、通学型学習者の確保が難しくなっています。この

ような中で、オンラインサービスへの移行を余儀なくされました。大手中国語教室が本格

的なオンラインレッスンにサービスを切り替えました。また、気軽に海外へ留学すること

が困難になっている現在、今までの留学の形に変わり注目されているのがオンライン留学

です。各民間機構や北京言語大学、上海復旦大学などの中国トップ大学による「オンライ

ン中国留学プログラム」も続々と登場していました。 

授業形式の変化だけではなく、受講層や受講目的もコロナ前と違ってきたことが見受け

られます。コロナ前では、語学スクールにおける中国語学習者は 30 代後半から 50 代まで

のビジネスパーソンが大多数を占められています。仕事で使うとか HSK （中国語水準試験）

が会社から要求されているというところもあり、受動的に受講する方も少なくありません。

そのため、コロナ後は海外への渡航の制限や仕事のキャンセルで休講や退学の事例が多々

あります。こうして、中国語学習者数が一時的に減少していることも事実です。しかしそ

の一方、外出自肃で在宅時間が激増した中、インターネットを利用して中国の映画、ドラ

マ、ポピュラー音楽、ファッションなどの中国のポップカルチャーに触れる機会が多くな

るにつれて、10 代や 20 代の若者層の中国語学習者も倍増しています。 

実際、コロナが流行りの 2019 年、2020 年はまさに中国のポップカルチャーがアジア圏

だけでなく、全世界に進出する年でもあります。2019 年、中国で大ブレイクしたブロマン

ス・ファンタジー時代劇「陳情令」は動画再生回数 80 億回を突破し、タイ、韓国、中国な

どアジア全域で爆発的な人気を博しています。日本でも 2020 年 3 月より WOWOW にて放

送され、ファン層は拡大し続けています。また、 中国のミレニアル世代（1980 年頃から

2000 年代始めに生まれた世代）のライフスタイルと最新ポップカルチャーを紹介した『中

国新世代 チャイナ・ニュージェネレーション』（2019、スモール出版）が出版されました。

ほかにも、今放送中の中国のアイドルオーディション番組『青春有你（Youth With You）3』

と『创造营（CHUANG）2021』はこれまでになく多くの出演者が日本から参加しているこ

と（『青春有你（Youth With You）3』は１名、『创造营（CHUANG）2021』は 17 名）から注目を集め

ています。このように、中国カルチャーブームを巻き起こした中、若者を中心とした中国

語学習者がこれからもますます増えるでしょう。 

さて、筆者のところへレッスンに来た生徒たちの話をすると、コロナ前はすべて通学型

レッスンで、県内企業に勤めているビジネスマンがほとんどでした。コロナの影響で生徒

数が減少する一方なので、初めての試みとしてオンラインレッスンを始めました。スター

トした当初は手探り状態でしたが、何か月間も苦戦して、今はようやく軌道にのってきた

ところです。コロナで一転したレッスンスタイルですが、これまで教室授業では味わうこ
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とのできない新な世界が現れたことを実感しています。受講者の地域から言えば、県内に

とどまらず、日本全国、さらにシンガポール、ベトナム、韓国、アメリカなど海外にいる

日本人まで広がっています。また、受講者もこれまでのビジネス関連の方を始め、50 代以

上の方、さらに高校生や大学生などの若者まで様々な世代や職業の人に渡ります。そして、

彼らの動機を聞いてみると、「コロナで家の時間が増えて何かをやろうと思って中国語を始

めた」、「「陳情令」を見て、出演した俳優さんが大好きになって、彼が出演した他の番組で

言ったことも聞き取りたい」、「作者劉慈欣の SF 小説『三体』を読むのがきっかけである」

など、ビジネスや就職に関わらず、中国カルチャーに魅了して中国語を始めた日本人がま

すます多くなってきていることを感じます。 

筆者は中国語を教えるという仕事を媒介にして、様々な年代、地域、職業の学習者の刺

激を受けながら、レッスンの形や内容を作っています。これから世界はどう変わるか想像

出来ませんが、時代に適応して臨機応変にデザインしていきたいと思います。このコロナ

時間を経て気づいたのは「ピンチはチャンス」という言葉です。同感するほかありません。

コロナはまだ続く中、皆様も在宅時間を活用して新しいことをスタートしてはいかかでし

ょうか。そこには何かのチャンスが待っているかもしれません。 

（国際学研究科 国際学研究専攻 第 8 期修了生 / 国際文化研究専攻 第 14 期修了生） 

（2021 年 3 月 29 日原稿受理） 

 

国際学部学位授与式から 

国際学部 

・学生表彰 1 名 

① 鈴木アリサ「映画が映し出す格差社会―「万引き家族（2018）」と「パラサイト 半地下

の家族（2019）」を手掛かりに」丁研究室 

 

2013(平成 25)年度より、学位記授与式において卒業論文を表彰する賞が設けられました。

表彰者は以下の通りです。 

・最優秀賞 2 名 

① 鈴木アリサ「映画が映し出す格差社会―「万引き家族（2018）」と「パラサイト 半地下

の家族（2019）」を手掛かりに」丁研究室  

② 高堂則仁  「捕鯨をめぐる日常文化と国民文化の相克―日本の本質主義への依存性に

ついて―」柄木田研究室 

・優秀賞 3 名 

① Analia Husna Binti Abdul Azis “Affirmative Action in Tertiary Education in 

Malaysia : Malaysian Students’ Opinions and Perceptions” スエヨシ研究室 

② 菊地真衣 「ロヒンギャ問題に対する国際刑事裁判所の司法介入とミャンマー政府」 

藤井研究室 
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③ 渡邉和樹 “An Effective Teaching of English in Japan With Focus on L1-L2 

Acquisition and Japan’s English Educational History in Global Settings” （日本にお

ける効果的な英語教授法の考察：L1-L2 獲得とグローバルな視点からの日本の英語教育

史に焦点をあてて）佐々木一隆研究室 

 

国際学部・国際学研究科合同学位授与式から 

祝辞 
大学院国際学研究科同窓会（知求会）を代表して、祝辞を述べさせていただきます。 

国際学部の卒業生のみなさま、ご卒業まことにおめでとうございます。 

 

また、国際学研究科博士前期課程のオルティス ベレスモロ レスリー ゆみこさん、 

博士後期課程のアザリア・ザハルディンさん、修了おめでとうございます。心よりお祝い

申し上げます。 

オルティスさんは修士（国際学）を第 563 番目に取得されます。アザリアさんは外国人

でありながら、3 年間で博士論文を執筆されたことに敬意を表します。本日、博士（国際

学）を第 29 番目に取得されたことになります。 

 

国際学研究科博士後期課程は地域創生科学研究科博士後期課程の新設置により、本年 4

月より募集停止になります。まだ在学生は 11 名いますので、後輩に向けて知求会ニュース

を通じて、経験を助言してあげてください。この機会に、ぜひ国際学部の卒業生は国際学

部同窓会 HP に「知求会ニュース」のバックナンバーが掲載されていますので、ご一読く

ださい。そして、継続的にアクセスしてください。 

 

修了生のお二人には、大学院同窓会のモットーである「グローバルに考え、ローカルに

行動せよ」を実践してください。特に博士後期課程の修了生お二人が若くして亡くなられ

ていますので、「命あっての人生」です。コロナの感染症はもちろんですが、健康に注意

されてご活躍ください。 

 

最期に、ネットワークの重要性（特に知求会ではメールアドレスの継続維持）を指摘し

て、今後も大学院国際学研究科同窓会をはじめ、国際学部同窓会、宇都宮大学同窓会とつ

ながっていくことを切に願っています。簡単ではありますが祝辞とさせていただきます。 

 

                              令和 3 年 3 月 24 日           

知求会会⾧ 土屋 伸夫 

（国際学研究科 国際文化研究専攻 第 1 期修了生） 

（2021 年 3 月 24 日原稿受理） 
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東南アジア支部だより 

 第 63 号から、タイ在住の大畑美優紀さん（国際学部社会学科第 1 期生・国際学研究科国

際社会研究専攻第１期生）が発起人となり、国際学部同窓会および大学院国際学研究科同

窓会の東南アジア支部としてニュースレターを創刊しました。2019 年 4 月から、年 4 回か

ら年 2 回発行（4 月 1 日、9 月 1 日）の変更になりました。第 11 号の主な内容は以下の通

りです。１．ご挨拶 ２．お知らせ ３．活動報告 ４．新年度特集～支部メンバー新年

度アンケート企画～ ５．連載コーナー トコロ変わればザ☆談会 第四回 あなたの地域

のデリバリー（フード宅配）事情 / No.11 タイの昨今－外国人労働者とコロナ－大畑美

優紀 / 狙えインスタ映え！？ 第 7 回アジア取材雑記 “観光依存”の大きなツケ・・・

バリ島は変われるか？ 谷澤壮一郎 / 今旬のイチマイ 第七回 ともに感じる東南アジ

ア 大宮勇樹  東南アジア地域在住の同窓生は積極的に声を掛け合っていただくことを

祈念しています。  

 

EU 支部だより 

第 38 号からイタリア在住の松原真実子さんによる知求会 EU 支部だより「Newsreel 

World」を発行してきました。今回の 37 号の内容は、１ イタリア、15 日から過半数の州

で都市封鎖 変異株が急拡大止 ２ 独仏伊、アストラゼネカワクチン接種中断 血栓懸念 

３ 欧州コロナ死者 100 万人突破、世界全体の 3 割強に ４ アストラワクチン「安全で有

効」EU判断、独仏伊など接種再開 ５ EU 支部だより ―ベルガモの衝撃―です。配信方

法は、画像が掲載されているために別便で配信します。ファイル容量が大きいことで、ニ

ュースレターが受信できない場合にはその状況をお知らせください。 

 

編集者のひとりごと 

●3 月 28 日日曜日に、放送大学栃木学習センターへ行く機会があり宇都宮大学構内を注視

してみたら、案内板が工事中でした。宇都宮大学のシンボルマークを配した各施設の案内

板や移動する際の目印になる方向案内ポールが設置されていました。私の専門分野のこと

ばでいうところの VI(ヴィジュアル・アイデンティティ)が指向されていました。「あっ！デ

ザインされているね」と感じさせるものでした。峰キャンパスに来た折には、小さな変化

に注視してみてください。 

                                          

編集後記：2010 年 4 月 26 日から  知求会ニュースのバックナンバーは  国際学部同窓会 HP

（http://www.afis.jp）で見られるようになっています。 

同窓会会員の皆様へのお願い：住所、勤務先および携帯電話番号、メールアドレスの変更の際は事務局へ

メールして下さい。chikyukai@freeml.com 

                                          

宇都宮大学大学院国際学研究科同窓会 


