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皆さん、お元気にお過ごしでしょうか。
日本は梅雨の時期で、少し蒸し暑いです。
今回は、5 月から 6 月に開催したイベントな
どをご紹介します。

Hello, everyone! How are you doing?
Because of the rainy season, it is a little bit hot
and humid in Japan.
This magazine will tell you about events held
from May to June and so on.

～留学生による外国語講座～
The Language Classes (Chinese and English)
中国語：

5 月 17 日～6 月 21 日（毎週月曜日）

英

語：

5 月 19 日～6 月 23 日（毎週水曜日）

場

所： 国際留学生会館 5 階研修室

Chinese Classes: From May 17th to June 21st Every Monday
English Classes: From May 19th to June 23rd Every Wednesday
Place: International Students Center on the 5th floor

中国出身のカイフさんとガンビア出身のソロモンさんが外国語講座を行いました。
カイフさんが中国語を、ソロモンさんには英語を担当していただきました。
各回に約１５名の市民の皆さんが集まり、簡単な会話や国の文化を学びました。

ISC students Kaifu from China and Solomon from Gambia
carried out language classes. Kaifu was in charge of Chinese and
Solomon was in charge of English. There were about 15 students
in the classes each time and they studied simple conversations
and the culture of their countries.

～生け花講座～
Ikebana Classes
日

時：5 月２１日～6 月 25 日（毎週金曜日）

Date:

From May 21st to June 25th Every Friday

生け花講座が開催されました。
先生のお話をよく聞いて、日本の伝統的な華道文化
を学びました。

The Ikebana classes were held from May 21th to
June 25th.
Participants listened to the teacher carefully and
enjoyed the Japanese traditional Ikebana.

~浴衣着付け体験会~
Yukata Experience Meeting
日

時：6 月 19 日（土）Date: Saturday, June 19th

浴衣着付け体験会が行われました。
先生の指導を受けながら浴衣の着方を学びました。

Yukata

experience

meeting

was

held

on

Saturday, June 19th.
We learned the way of wearing Yukata while
listening to the guidance from the teacher.

元入居者からのお便り(1)

イスラット ジャーンさん
名古屋大学医学系研究科客員研究員
バングラデシュ出身・2020 年 7 月退去

皆さんこんにちは 、はじめまして。 私はバングラデシュ人で、現在名古屋大学大学院医学系研究科の客員研究員と
して働いています。神経生理学の研究をしています。
私は留学生として、ISC で約 3 年半を過ごしました。 ISC で生活したおかげで、日本の文化や価値観についてさら
に知ることができました。また、日本人は圧倒的に正直な方が多いことが分かりました。 ISC は、世界の様々な地域
の友人と出会う機会を与えてくれました。ISC での生活は素晴らしく、他ではできない経験が出来て、私自身が成長で
きたと感じています。
現在、名古屋大学神経生理学の博士号を取得するための要件の ひとつでもある国際ジャーナルに掲載するため、研
究成果の原稿を準備しています。素晴らしい学習環境を提供してくださった名古屋大学大学院医学系研究科に、そして
博士課程に進むために最も名誉ある文部科学省奨学金を日本政府からいただけたことに感謝しています。
ISC で過ごした時間は本当に楽しかったです。私たちをサポートしてくれたことに感謝しています。ISC での思い出
の ひとつは、夫と一緒に瑞穂区民まつりに参加したことです。近いうちに ISC にお伺いしたいと思います。
最後に・・・私は日本が大好きです。

ISC Former residents report (1)

Ms. Israt Jahan
The visiting research scholar in Nagoya University Graduate School of medicine.
From Bangladesh／Move out：July 2020

Hello friends
Greetings. I hope you are keeping well.
I am Bangladeshi and currently working as a visiting research scholar in Nagoya University Graduate School of medicine. I am doing
research on Neurophysiology.
I spent almost three and a half years in ISC as an international student. ISC helped me to know more about Japanese culture and values.
I found Japanese people are, overwhelmingly and very honest. My memory of ISC is full of extraordinary and progressive moments.
ISC gave me an opportunity to meet friends from different parts of the world.
At present I am preparing manuscript on my research work for publishing in an International journal which is one of the requirements
for completing my doctoral degree from department of Neurophysiology, Nagoya University.

I am grateful to Nagoya University

Graduate School of Medicine for providing me the wonderful learning environment and thanking the Japanese Government for awarding
me the most prestigious Monbukagakusho (MEXT) scholarship for pursuing my doctoral program.
I really enjoyed my time at ISC. I appreciate the way you supported and helped us while living at ISC. All the staffs are amazing as well.
One of the memories while staying at ISC was to attend Mizuho ward festival with my husband. I would love to visit you all in near
future.
Finally, I would like to say I love Japan.

元入居者からのお便り／ISC Former residents report (2)
スヴェン

イエンセンさん

Mr. Sven Jensen

名古屋商科大学大学院マネジメント研究科修士課程修了
Completion of MBA Global Leader Program from Nagoya University of Commerce
and Business
ドイツ出身 From Germany／2021 年 3 月退去

Move out：March 2021

皆さん、こんにちは。今年の 3 月に大学院を修了し、しばらく名古屋に滞在することになりました。 私
は新しいアパートに引っ越し、7 月に行われる日本語能力試験の 3 級合格に向けて日本語の勉強に集中し
ています。 さらに、私は母国だけでなく、日本でも仕事を探しています。
Hello, everyone. After graduation in March 2021, I decided to stay in Nagoya for a while. I moved to a new
apartment and are currently focusing on Japanese studies as preparation for the JLPT N3 exam in July.
Furthermore, I am looking for full-time employment in Japan as well as in my home country.

スベンさんは去年の 10 月に英語講座を、今年の 2 月にはドイツ語講座
の講師を務めました。
Mr. Sven was in charge of English classes in last October and German
classes in this February.

名古屋だより
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～四間道と円頓寺商店街～
江戸時代の初め慶長 15 年（1610 年）に、徳川家康によって名古屋城の築城が始まると、清須城下に住んでいた
人々が、名古屋に移り住んできました。これは清須越といわれています。
四間道は、名古屋の城下を流れる堀川の西側にある商人の町でした。 四間道は、元禄 13 年（1700 年）に大火
が発生したため、その後、防火の目的と商人の活動のために、道路幅を四間（約 7 メートル）に広げたため、その
名前がついたといわれています。
石垣の上に建つ土蔵群と町家が、通りに面して建ち並んでいます。現在の四間道の景観は、元文年間（1740 年
頃）に形成されました。
民家の屋根の上に小さな社を祀る、名古屋独特の風習「屋根神」が見られます。路地に入ると子守地蔵尊も祀られ
ています。
また、狭い路地には長屋などが立ち並び、都心では珍しい下町情緒も楽しめます。古い建物を活用したおしゃれ
な飲食店などもあり、まち歩きにぴったりなスポットです。
四間道エリアの北側には、円頓寺商店街があります。名古屋で最も古い商店街の一つと言われ、今も昔懐かしい面
影を残しています。アーケードに覆われた３００メートルの通りの両側には、明治創業の店や最近オープンした個
性的な店が並んでいます。名古屋めしを楽しむこともできます。
写真提供：
（公財）名古屋観光コンベンションビューロー

Topic of Nagoya
~Shikemichi and Endoji Shopping Streeet~

In 1610, Ieyasu Tokugawa began the construction of Nagoya Castle, and people who lived around Kiyosu Castle moved to Nagoya.
This is said to be Kiyosukoshi. （the whole town of Kiyosu moved to Nagoya.）
Shikemichi was a merchant town on the west side of Horikawa, which flows from Nagoya Castle to Nagoya Port. It is said that
since a big fire occurred in 1700, the width of the road was extended to four ken (about 7 meters) for fire prevention and the
activities of merchants.
The storehouses on the stone walls and townhouses are lined up, facing the streets. The current landscape of the road was formed
during the Genbun period (around 1740).
You can see Nagoya's unique "roof god" that is a small shrine on the roof of a private house. When you enter the alley, the babysitting
Jizoson is also enshrined.
In addition, there are many row houses in the narrow alleys, and you can enjoy the downtown atmosphere, which is rare in the city
center. There are also sophisticated restaurants that take advantage of old buildings, making Shikemichi perfect spot for walking.
On the north side of the Shikemichi area, there is Endonji Shopping Street. It is said to be one of the oldest shopping districts in
Nagoya, and it still retains a nostalgic image. On both sides of the arcade-covered 300-meter street are shops founded in the Meiji
era and unique shops recently opened. You can also enjoy Nagoya Cuisine.
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