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RA
　留学生が

困っている
ときにサポ

ートしたい
、

　留学生と
イベントを

やってみた
い…

　留学生を
日常の生活

からサポー
トしたい…

RA の説明会へ！ バディの説明会へ！

どうやったら RA、バディになれるの？

まずは説
明会に参

加！

5/7月17：30～　

アイハウス

※ 詳細は

　 CampusSquare をチェック！

5/9水 星が丘キャンパス

5/10木 長久手キャンパス

　　※ 詳細は裏面の留学イベント情報、

　　　 CampusSquare をチェック！

 RA＆バディ特集！

本学には、留学生の生活をサポートする
RA（レジデント・アシスタント）とバディがいます。

そんな活動をする学生にインタビューをおこないました。
読者のみなさんに生の声をお届けします！

現在アイハウスに住んでいる RA 3人にお話を聞きました！
	 今井	愛理さん（文学部 英文学科 4年生）
 　横井	実咲さん（文学部 英文学科 4年生）
 　　安藤	綾香さん（グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 3年生）

留学バディへのアンケート！バディとしての思いを聞きました！
	 大澤	日奈子さん（交流文化学部 交流文化学科 3年生）
 　加藤	絢香さん（人間情報学部 人間情報学科 4年生）

留学生を身近でサポートする
学生を紹介します！

Q日本に興味を持った理由を教えてください。
A高校生の時、アニメが好きだったので日本語を勉強してみよ
うと思いました。日本語の先生は日本人だったので、日本の文
化や生活についてもいろいろ教えてくれて、日本で生活してみ
たいなと思うようになりました。

Q日本に来るまでは、日本語はどうやって勉強していまし
たか？
A高校生の時、一週間に一回日本語のクラスがあり、卒業後、
まず京都で一年ボランティアとして働きました。ドイツに帰国
した後、ハンブルグ大学で日本学を二年勉強しました。

Q普段は何をして過ごしていますか？
A音楽を聴いたり、絵を描いたり、本を読んだり友達と
遊んだりしています。もちろん、日本語と英語も勉強して
います。

Q日本での楽しみは何ですか？
A食べ物がおいしくて、文化や歴史がおもしろいと思い
ます。自分の国の文化との違いもあれば同じ部分もあっ
て、それを経験するのがと
ても楽しいです！

Q大学院ではどんなことを勉強していますか？
A主に日本近現代文学批評、文学理論、日本文学史を勉強していて、
私は石川啄木と日本近代自然主義の関わりを研究しています。

Q休日は何をして過ごしていますか？
A授業で行う発表の準備をしたり、図書館や美術館に行ったり、近
所で散歩したりします。また、アイハウスに住んでいる留学生の友
達と一緒に遊んで楽しんでいます。長い連休なら、岐阜、京都など
に観光に行くこともあります。

Q留学してよかったと思うのはどんな時ですか？
A色々あります。授業から日常まで日本語を使うので、日本語力を
高めることができます。そして、日本人の観念や習慣を体験するのは
おもしろいですし、とても勉強になりま
す。また、一人暮らしの外国人として、ま
わりの日本人の親切さを感じて、国を超

えて人間としての暖かさをいただくのはありがたく思います。

Q日本人に伝えたい中国の魅力を教えてください！
A中国は国土の広い国なので、地域によって様々な風景が現れ
ます。東なら大川と水郷、南なら神秘な群山、西なら荒い砂漠、
北なら雪に覆われる森。少しでも興味があれば、ぜひ一度、中国
に来てみてください！

留学生はどんな勉強をしているの？どうして日本に来たんだろう？そんな疑問に答え
るべく、留学生別科で日本語を学ぶクレーニング・アンナ・エリザベスさん（ドイツ）
と大学院・文化創造研究科の張済人さん（中国）に愛知淑徳大学での勉強や日本での
生活についてお話を聞きました。

留学生に聞いてみた！日本での留学生活

ⓆRA になろうと思ったきっかけは何ですか？

横井さん　友達に勧められて、迷わずすぐ
に応募しました。色々な国の人と交流でき
るいいきっかけだと思いました。
安藤さん　私が留学をしていた時、不安や
悩みも多かったのですが、そばに相談にのっ
てくれる人がいたことが心の支えでした。海
外から日本に来て寮生活をする留学生の子
達も同様に不安や悩みがでてくるはずです。

「私になにかできることがあるはずだ」と考
え、留学生の一番近くで寄り添い、生活し、
よき相談相手、よき友になりたいと思い RA になろうと決めました。
今井さん　自分が留学に行った際にホストファミリーがすごく親
切にしてくれて、自分もそういうことができたらいいと思ったか
らです。

Ⓠ普段留学生とは何をしているんですか？

安藤さん　寮で雑談をしたり、一緒に勉強をしたり、ゲームを楽し
んだりしています。一緒にショッピングや外食に行くことや、時々
遠出をすることもあります。困っていることやどうしたらよいかを
相談された時は RA としてやれることを考え、サポートしています。
横井さん　私は一緒に料理をしたり、カードゲーム、勉強、映画鑑
賞など本当の家族のように過ごしています。週末や休みの期間は旅
行にも出かけています。
今井さん　一緒に旅行やお出かけしたり、ご飯を食べたりしています。

Ⓠ留学生と一緒に住んで大変なことはありますか？

安藤さん　基本は楽しいことが多いです。
一緒に勉強をしていると「○○の意味は？」
と聞かれることがありますが、日本語でそ
のわからない日本語を解説することが難し
いと思うことがあります。ジェスチャーを
使ったり、簡単な言葉に直したり、工夫が
必要だと考えさせられます。
横井さん　文化が違うので、価値観の違い
で意見が異なることもあります。特にキッチンなど共有スペースの
掃除の仕方は問題になることもありました。
今井さん　少しはあるけど、楽しいことの方が多いです。

ⓆRA って何をするの？仕事内容を教えてください。

横井さん　留学生をサポートしながら一緒に生活
をします。月に一回ミーティングを開き、皆で
情報を共有し、問題解決に努めています。また、
学部生と留学生の交流を深めるイベントを考え
実行します。
安藤さん　留学生が到着した時にアイハウス
内の案内、様々な手続きに付き添い、来日
したばかりだからこそわからないことへの
サポートをします。慣れてきてもわからな
いことや悩みの相談にのり、解決できる
ようサポートします。また、年に二回以
上は日本人学生と留学生が楽しく交流で
きるイベントの企画もしています。
今井さん　留学生がアイハウスに来たときに
いろいろな説明をして、生活のサポートをする。
あとは楽しく一緒に暮らす。

ⓆRA の魅力は何ですか？

横井さん　一番の魅力は、様々な国の文化を一度に経験できるとこ
ろです。文化を認め合い、理解して生活していくことがどれだけ大
変で、どれだけ楽しいか分かります。
安藤さん　親でもなく、先生でもない、友達として一番近くで共に
支え合いながら生活できることだと思います。私が一方的にサポー
トをするだけでなく、友達として私を励ましてくれる子、相談にのっ

てくれる子がいます。一生の中
でこんなかけがえのない出会い
ができた経験、なにげない日々
を過ごすことこそ RA の魅力だ
と思います。
今井さん　留学生が頑張って勉
強しているのを見るとすごく刺
激を受けることと、住んでる人
の人数が多くてとても楽しいこ
とです。

Ⓠこれから RA をやりたいと考えている人にメッセージを　　　　　　
お願いします。

安藤さん　RA は誰よりも長く留学生の子達と共に生活をします。
ただ交流したいという気持ちだけではなく、互いに支え合い、違い
を否定せず、個人として尊重して生活できる人こそふさわしいと考
えています。この素晴らしい経験はあなたにとってもかけがえのな
いものになるはずです。応援しています。
横井さん　これだけたくさんの国の人と交流することができるのは、
RA の一番の特権だと思います。外国の方と触れ合うことで、自分
も知らなかった日本の魅力、文化を学ぶこともできます。ぜひチャ
レンジしてみてください！
今井さん　やろうかやらないか迷っているならやるべき。大変なこ
とをかき消してくれるぐらいに楽しいので、絶対にやってよかった
と思えるはずです！

Ⓠ     この活動に興味を持ったきっかけはなんですか？

大澤さん　授業で中国人と席が隣になり、いろいろ話したのがきっ
かけでもっと留学生と関わりたいと思い、活動に興味を持ちました。
また、留学生バディに参加することで別科の留学生とも交流する機
会があるかなと思い応募しました。
加藤さん　私は今まで外国人との交流や支援をしてみたいと思って
いました。ですが、自らそのような場を見つけて参加するには
少し抵抗がありました。その時、学校でこの活動の案内を見て興
味を持ちました。学校が主になった場であれば抵抗はないと思っ
たので参加しました。

Ⓠパートナーはどこの国の留学生ですか？又どんな留学生ですか？

大澤さん　中国から来た留学生です。日本語がとても上手で、趣味
についてや、お互いの国のことなど、いろいろな話を楽しんでいます。
真面目な子で勉強やゼミの活動など頑張っています。
加藤さん　私のパートナーは韓国人の女の子二人です。一人は同じ
歳でもう一人は一つ年下です。同じ歳の子はとてもクールでしっか
りとした女性です。年下の子は可愛い子です。性格も可愛くてとて
も愛嬌があります。

Ⓠ普段、留学生とはどのように交流していますか？

大澤さん　お昼ご飯を食べたり、LINE をしたりしています。授業
が一緒になってそこで話すこともあります。
加藤さん　普段は SNS（韓国のカカオトーク）を利用して連絡をとっ
ています。「今日は何してる？」「この日暇だからご飯食べにいく？」
など普通の友達と変わらないことをしています。

Ⓠパートナーとは今後、どのような関係を築きたいですか？

大澤さん　友人として今後も仲良くしたいと思っています！
加藤さん　今担当している留学生はこの夏で帰ってしまいますが、
その後も仲のいい関係を築いていきたいです。お互いの国で会った
り遊んだりしたいと思っています。

Ⓠ留学生との一番の思い出を教えてください。

大澤さん　二年生の後期は、毎週一回留学生の子と一緒にお昼ご飯
を食べていました。そこで色々話せたことが楽しかったです。
加藤さん　留学生と留学生の友達とみんなで交流したことです。た
またま留学生の友達が日本に来ていたのでみんなでご飯を食べに行
きました。そこで普段は見られない留学生の姿を見ることができま
した。

Ⓠどのような時にバディとして活動をしてよかっ
たなと感じますか？

大澤さん　今までは留学生とほとんど関わりが
なかったのですが、留学生バディになってから
留学生と知り合う機会が持て、大学で会った時
に声を掛け合えるのが嬉しいです。 
加藤さん　留学生が日本に慣れるまでは私から

「ご飯に行こう」「遊ぼう」と誘っていました。
ですが留学生から誘われるようになった時は「親

しくなれた！」と思い、とても嬉しかったです。その時に活動をし
てよかったと感じました

Ⓠ今後はバディとしてどのような交流・活動をしたいですか？

大澤さん　今までは留学生と大学内で会うだけだったので、一緒に
どこかに遊びに行きたいです。春にはお花見に行けたらいいなと思
います。また、長久手キャンパスでのイベントには、家も遠いこと
もあり、なかなか参加できないので、来年は参加したいです。
加藤さん　初めて日本に来る学生もいれば、旅行で来たことがあり
留学を決めたという留学生もいます。どんな留学生でも安心して日
本で勉強ができたり、友達を作りやすい環境を整えたり企画を考え
て活動していきたいです。

Ⓠバディに興味のある学生になにか一言お願いします。

大澤さん　留学生バディは留学生をサポートしなければいけないと
思うかもしれませんが、友達として一緒に過ごすことが一番大切だ
と思うので、ぜひ気軽に参加してみてください。

加藤さん　「日本の良さを知ってもらいたい」「友達
を作ってみたいけど、自分で行動するのは少し不安」

「留学生を通して異国の文化を知りたい」という方に
はとてもいい制度だと思います。日本語を教えなけ
ればいけない！とか、どこかへ遊びに連れて行かな
ければいけない！など、任命感みたいなものもあり
ません。留学生二人に対してバディ三人だったりす
るので気負いすることもありません。友達として気
楽にやっていけます。少しでも気になると思ったら
是非参加してみてください。

クレーニング・アンナ・エリザベスさん
ドイツ

張	済人さん
中国

留学生別科

文化創造研究科

ハロウィンにはUSJに行きました

別科のフィールドトリップで行った奈良では鹿に会えました

飛騨に旅行に行った時の1枚

アイハウスにて

バディ加藤さん（左）プライベートでも遊びに行きます

アイハウスではみんなでご飯を食べたりしています（右端が今井さん）

女の子同士でメイクを教え合いました

クリスマスの時期には一緒にクッキーを作りました
（左が安藤さん）

（レジデント・アシスタント）

クリスマスは
プレゼント交換をしました

2018年1月31日の皆既月食をアイハウス前で見た時の記念写真

バディ加藤さん（右端）

バディ　大澤さん

ハロウィンにはUSJに行きました

北海道の雪まつりでの１枚

（左から2番目が今井さん、右端が横井さん）

RA企画のイベントでは
みんなで手巻き寿司パーティをしました

留学生が日本で実りある留学生活を送るた
め、日本人学生が学業や日常生活のサポー
トをおこなう制度です。

本学の留学生が入居しているアイハウスで、
留学生と一緒に暮らしながら、快適な生活を
送れるようにさまざまな面でサポートします。

バディってど
んな制度なの

？
RAってなに

？

418×560mm
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愛知淑徳大学　国際交流センター
■星が丘キャンパス
愛知県名古屋市千種区桜が丘23
TEL（052）783-1590／ FAX（052）783-1578
■長久手キャンパス
愛知県長久手市片平二丁目9　
TEL（0561）63-7737／ FAX（0561）63-7735
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中国人だけでなく他の留学生とも仲良くしています

●編集後記
自信とは、自分が積み重ねてきたものを振り返ったとき、「こんなにやってきたんだ」という感慨深さと「こ
こまでやっているのに、ダメだったらその時はその時だ」という潔さである。自信とは、頂点にあるもので
はなく、過程にあるものだ。
最近私が聞いて印象に残った言葉です。留学に行って日本ではできないような経験をした、語学試験で高い
スコアが取れた…とても素晴らしいことです。でも、そこに至るまでの努力や悩み考え抜いたことこそが自
信に繋がるのですね。学生の皆さんにも過程を楽しみ、噛みしめて、充実した大学生活を送ってほしいと思
います。（M.N）In

te
rn

at
io

na
l H

ou
se

「iHouse」便り

2017年

9月 10月 11月 12月
2018年

1月

ラウンジ 6 12 11 12 9
セミナー室 1 8 14 13 11 13
セミナー室 2 13 29 24 19 8

和室 1
宿泊 1 1 2 1
研修 2 1

和室 2
宿泊 　　 1 2 1
研修 1

和室 3
宿泊 3 1 2 2 1
研修 1

和室 4
宿泊 3 1 2 3 1
研修

調理室 3 2 5 4 5
茶　室 1 2 1

ゲストルーム （シングル） 4 2 1
ゲストルーム （ツイン） 2 2 1

アイハウス管理事務室より、2017年9月から2018年1月までの利用実績を
お知らせします。

アイハウスは各クラブ、ゼミの研修や公開講座などで、多くの学生や教職員、地域の方々にご利用いただいています。
留学生との交流イベントも多く開催され、まさにその名の通り「国際交流会館」として活用されています。
利用を希望する方はアイハウス管理事務室までお問い合わせください。

　4月18日（水）	 留学ガイダンス　
　4月19日（木）	 語学試験説明会（TOEFL,IELTS,TOEIC）
　5月  9日（水）	 バディ制度（留学生サポート）説明会
　★開催時間はいずれもお昼休み（12：55～13：25）です。

　4月17日（火）	 留学ガイダンス　
　4月20日（金）	 語学試験説明会（TOEFL,IELTS,TOEIC）
　5月10日（木）	 バディ制度（留学生サポート）説明会
　★開催時間はいずれもお昼休み（12：45～13：20）です。	

・開催場所はCampusSquare、国際交流センターHPで確認してください。
・いずれのイベントも事前予約不要です。
・お昼ごはんを食べながら参加できます。
・すべての学生が両キャンパスのイベントに参加可能です。

春休みが明け、いよいよ新学期となりました。今年こそは留学した
い！国際交流したい！	
そんな思いがある学生はもちろん、興味はあるけどどうしていいか
わからない…という方もぜひ気軽に参加してください。	

イギリス
York St John University
https://www.yorksj.ac.uk
イングランド北部のヨークに立地し、キャンパスは
中世の歴史を物語るヨーク・ミンスターの目と鼻の先
に位置しています。大学構内には学生寮はもちろん
のこと PC 設備やジム、17万冊以上もの蔵書を抱え
る図書館など、学生にとって充実した施設がそろっ
ています。

スペイン
University of Cordoba
http://www.uco.es
アンダルシア地方コルドバにある総合大学で、農業
の分野で国際的に高い評価を得ています。大学があ
るコルドバは、コルドバの聖マリア大聖堂をはじめ
歴史的な建物が多く残っており、ユネスコの世界遺
産都市にも選ばれていることで知られています。

香港
Hang Seng Management 
College
http://www.hsmc.edu.hk

「Liberal + Professional」を教育テーマとして、教養
教育科目と専門教育科目をバランスよく開講してい
ます。香港の Green Building Award にノミネートす
るなど、環境に配慮したキャンパス施設も高い評価
を受けています。

愛知淑徳大学は21ヵ国・地域50大学と交流協定を締結しています（2018年2月現在）。
2017年に新たに交流協定を結んだ大学の中から、交換留学で行くことのできる3大学を
紹介します。

各協定校の詳細は国際交流センターが発行する「海外留学の手引き」で確認できます。
2018年度に交換留学の募集を行う大学、各大学の出願条件は各学期始めに開催する交換
留学説明会で発表しますので、交換留学を希望する人は必ず出席してください。

●国際交流センター以外の主催のプログラムの情報も掲載 !
　・長期海外履修制度（文学部総合英語学科、交流文化学部、

　　グローバルカルチャー・コミュニケーション研究科）
　・海外フィールドスタディ（人間情報学部、福祉貢献学部、交流文化学部）
　・海外研修（交流文化学部）
　・Study Abroad（グローバル・コミュニケーション学部）
　・海外インターンシップ（キャリアセンター）

●交流協定校が大幅増！
　・エリアごとの地図を載せて協定校の所在地がわかりやすくなりました。

●体験談のページがカラーに !
　・写真が見やすくなりイメージがより伝わりやすくなりました。

「海外留学の手引き2018」リニューアル！

会話室ではお昼休みにランチを食べながらネイティブスピーカーとその国の言葉で楽しく会
話をすることができます。

「会話力をもっと UP させたい」「楽しく他国語を話したい」「他文化について知りたい」とい
う方は国際交流センター掲示板で開催曜日をチェックしてみよう！

特別科目等履修生

H
ハ ヤ シ

ayashi K
コ ウ ヘ イ

ohei さん
［オーストラリア］

グローバル・コミュニケーション学部所属
2018年4月～2018年9月

W
ワ ト ソ ン

atson 
M
マ ー ク

ark-C
ク リ ン ト ン

linton さん
［アメリカ］
グローバル・コミュニケーション学部所属
2018年4月～2018年9月

F
フ イ ス ツ

uisz  
M
マ グ ダ レ ー ナ

agdalena-L
ル シ ア

ucia さん
［オーストリア］
グローバル・コミュニケーション学部所属
2018年4月～2018年9月

特別科目等履修生は、交換留学のプログラムで来日し、2018年4月から星
が丘キャンパスで本学の学生と学んでいます。
見かけたときにはぜひ声をかけて友達になってください。

改正ポ
イント

星が丘
キャン

パス

長久手
キャン

パス

日本語演習という授業では、留学生たちがその年
の留学生別科を紹介するホームページを日本語で
作っています。今学期は日本語Ⅱと日本語Ⅲのク
ラスが合同で行い、様々な工夫を凝らし作成に取
り組んでいます。グループに分かれて、どの部分
を担当するのか、どのようなページに仕上げてい
くのか、話し合うことから始まり、インタビュー
やアンケート、写真や動画撮影、学んだ日本語を
使っての文章作成など、留学生の日々の学習成果
が詰まったそんなホームページです。
本学留学生別科のホームページでは、過去３回分
の「留学生作成ＨＰ」が掲載されていますので、
ぜひ見てみてください！

留学生別科の授業では、百人一首応募や新聞投稿など学外の様々なこと
にも挑戦しています。日本語Ⅳ cの作文の授業で行った新聞への投稿で、
チェコからの交換留学生レ・フエン・チさんの記事が掲載されましたの
で紹介します。

　日本の生活の中で、チェコとの
違いに戸惑ったことやビックリ
したことは他にありますか。

チさん：色々ありますが、日本の電車の
定時性には驚きました。チェコでは電車
が5分、10分遅れることにはみんな慣れ
ています。日本では電車は時間通りに運
行しますから乗り換えをするときは注
意が必要です。

　日本の文化や習慣で、チェコで
もぜひ続けていきたいことはあ
りますか。

チさん：あります。それは、日本の料理
です。美味しくて健康にも良くて、作
るのも簡単なので時間がかかりません。
チェコでも食べたり作ったりしたいで
す。

　チェコの素晴らしいところを１
つ挙げるとしたらどんなことで
すか。

チさん：ビールです。チェコのビールは
本当に美味しいです。日本より種類が多
くて安いです。パブや居酒屋がたくさん
あってどこでも飲むことができます。

		審査結果

2017年11月22日、「第12回中国語スピーチコンテスト」が星が丘キャンパスで開催されま
した。会場は観覧の学生でほぼ満席となり、盛大なスピーチコンテストとなりました。

予選を通過した12名がそれぞれの体験をもとに心に響く感動的な中国語スピーチを行な
い、審査の結果、総領事賞、最優秀賞各1名、優秀賞には2名が選ばれました。

スピーチ発表の後は、学習体験談や留学体験談、中国語学習者学生有志による寸劇「小
さなアヒル」「ちびまる子ちゃん」、歌劇「私は中国語が下手」「新ちゃんと都ちゃん」の
披露がありました。体験談には聴衆はみな真剣に耳を傾け、劇は渾身の演技によるコメ
ディタッチのパフォーマンスで、来場者からの笑い声があふれ、たいへんな盛り上がり
が見られました。

中国語上級者はもちろんのこと、学び始めたばかりの学生にとっても、先輩方の語学力
の上達を目の当たりして身近な目標を持つことができ、学習意欲を高めることのできる
意義の深いイベントとなりました。

中国語スピーチコンテストは毎年冬に開催しています。興味のある方は、ぜひチャレン
ジしてみてください。

　　  　全学中国語教育運営委員会主催

　  中国語スピーチコンテストが開催されました！

総領事賞	
立木 美帆 交流文化学部4年（出場時3年）
 　 （貴重な出会い、大切な友人たち）
最優秀賞
鈴木 理衣名 交流文化学部3年（出場時2年）
　 （母親の愛情から得た力）
優秀賞
織田 優佳 交流文化学部4年（出場時3年）
　 （忘れられない夏）
横井 愛美 交流文化学部2年（出場時1年）
　 （小さなアヒル）

総領事賞　立木美帆さん

最優秀賞　鈴木理衣名さん

優秀賞　横井愛美さん

歌劇「新ちゃんと都ちゃん」出場者寸劇「小さなアヒル」のワンシーン

歌劇「新ちゃんと都ちゃん」のワンシーン

優秀賞　織田優佳さん

第12回

新協定校の紹介

春の留学イベントが
始まります！	

会話室案内

留学生別科授業紹介

中国語の聊天室に通う学生にインタビューしてみました！

私は元々試験 (HSK) のために勉強をしていましたが、座学だけで実
際に趣味である台湾旅行の際に中国語が話せないことが悔しかったの
で、少しでも会話の練習をしようと一人で通い始めました。
聊天室では、中国語が全く話せなくても問題ありません。担当の中国
人学生による中国文化紹介や、お
互いの最近の出来事について日
本語混じりで話します。初めは勇
気がいるかもしれませんが、一度
参加してみたら楽しいこと間違
いありません。ぜひ一緒に聊天室
に参加しましょう！

ホームページ制作 投 稿

（2018年1月25日（木）中日新聞朝刊「発言」欄より）

レ・フエン・チさんに話を聞いてみました。

https://www.aasa.ac.jp/institution/international/cjlc/homepage/index.html

留学生別科のページはこちら☞

質	問

1
質	問

2

質	問

3

福田みゆさん（文学部英文学科４年生）

英語、韓国・朝鮮語、中国語の会話室を　
両キャンパスで開催しています。
友達同士の参加も大歓迎ですよ！
語学の勉強だけでなく、それぞれの
文化や流行について話すこともできます。

空いた時間に楽しく語学力が身に付きますよ。
曜日や場所は掲示版をチェックしてください。

予約は不要です！

カチバン（韓国・朝鮮語）担当イ・ウンジュさん（長久手）Lunch-Time English Conversation（長久手）ポール先生
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