
新⼊⽣の皆さんへ

このたび東北⼤学⼤学院国際⽂化研究科に⼊学・進学された皆さんを歓迎し、祝意を表します。
本来であれば、皆さんお⼀⼈お⼀⼈のお顔を⾒ながら、直接お話ししたかったところですが、昨今
の新型コロナウィルス感染症の蔓延拡⼤を防⽌するための措置として、オリエンテーションの開催
⽅法を変更せざるをえなかったことは誠に残念でなりません。また、授業についても当⾯はオンラ
イン形式での開講となります。皆さんの中には不安を覚える⽅もいるかもしれませんが、教職員⼀
丸となって皆さんの教育・研究指導にあたりますので、安⼼して勉学・研究に取り組んでいただき
たいと思います。

さて、現在私たちは新型コロナウィルス感染症のパンデミックに直⾯しているわけですが、これ
は地球規模的な問題です。輸送技術の進歩により⼈間の移動が⾶躍的に短時間・⻑距離になったが
故に、ウィルスもあっという間に国境を越え、世界各地へと拡がっています。

私たちの国際⽂化研究科は、⽂字どおり国際的な視点から「⽂化」を研究する組織ですが、研究対
象は狭義の⽂化にとどまらず、⽂化を育む場となる「社会」、⽂化の⽣成・伝播のメディアとなる「⾔
語」も射程に⼊れています。⽂化・社会・⾔語を国際的・学際的・科学的な視点で考察する研究者の
集団と⾔うことができます。

今回のパンデミックは、単純に考えると医療・健康に関わる医学的な問題のように思えます。し
かし、その発⽣や流⾏には、⾐⾷住を含む⽂化的な要因が関与している可能性があります。また、そ
の蔓延を防ぐための取り組みには政治、経済などの社会的な要因が関与していることも疑う余地は
ありません。感染症との戦いは持続可能な社会を作るためには避けては通れない課題です。そして、
近年発達がめざましいインターネットや SNS は感染症との戦いで貴重な情報を提供するツールとな
るべきものですが、誤った情報が送信されたり、整理されず混沌とした情報の⽚々が寄せ集められ
ていることに起因する⾔語コミュニケーションの不調とも⾔うべき問題も⽣じさせています。

国際⽂化研究科の学⽣の皆さんには、これからの学習・研究を通して、このようなグローバル・イ
シュー（地球規模的な問題）について多⾓的に考察する態度、能⼒を⾝につけていただきたいと思
います。パンデミックに限らず、様々なイシューの背後にある⽂化・社会・⾔語的な要因に思いを馳
せ、それぞれの⽴場からその解決に貢献できる、そのような⼈材になっていただきたいと希望しま
す。

皆さんがこれからここで過ごされる 2 年あるいは３年という時はあっという間に過ぎていきます。
⾼い意識を持って有意義に勉学に励まれることを期待して、私からの歓迎の挨拶とします。
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Dear new students;

I would like to welcome all of you to the Graduate School of International Cultural Studies. We
faculty members are excited to meet and work together with you.

It is unfortunate that we have to make our orientation meeting on-line and cannot meet you
physically due to the recent outbreak of the new coronavirus infection. All the courses offered this
semester will be conducted on-line as well until we return to normal. You may feel anxious, but you do
not have to worry as you can get support from our teachers and school staff whenever you need it.

We have been confronted with the spread of the new coronavirus infection, which can be
considered to be a global issue. As the development of transportation has enabled us to travel long-
distance in a very short period of time, the virus can move across national borders quickly, spreading
worldwide.

As its name shows, our graduate school looks at culture from international perspectives. But we
are also interested in society, where culture is born and develops, and language, which is crucially
involved in its generation and transmission. We are a group of researchers studying culture, society,
and language from international, interdisciplinary, and scientific viewpoints.

The pandemic we are faced with now may appear to be a medical problem. But in its emergence
and spread may lie cultural factors such as peopleʼs eating habits and life styles. Social factors related
to politics and economy are inevitably involved in the efforts made by national governments to counter
the spread of the disease. Infectious diseases must be overcome to achieve sustainable society. The
Internet and various social networking services have been supposed to be useful in conveying
important information in our fight against the infection, but we suffer from what we may call
communication failure as wrong and misleading messages are transmitted and/or the media is infested
with unorganized pieces of information.

I hope that you will learn to look at global issues like todayʼs pandemic from different angles
through your coursework and research here at the Graduate School of International Cultural Studies.
I expect that you will be able to reflect on cultural, social, and linguistic factors behind various global
issues and contribute to their solution.

The two or three years you will spend here as MA or doctoral students will pass instantaneously.
I sincerely hope that your life here will be full of hard work and joy.
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