
Washington D.C.

NPO Internship              ProgramNPO Internship              ProgramNPO Internship              Program
I N E52No.

編集・発行

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9　
TEL（0561）63-7737／ FAX（0561）63-7735

Aichi Shukutoku University

A
pr

il 
20

12

www.aasa.ac.jp/institution/international/

International News Exchange

■ヶ月間アメリカ人家庭でホームステイをし、地元のNPO
や政府機関で働くことを通し、ボランティアについて学

び、体験するというプログラムである。このプログラムの目的
は、新しい異文化社会で視野を広げ、学び、新しい価値観や生
活習慣について考え、行動することにチャレンジする学生たち
を応援することである。
事前研修、実践活動を通し、①自分は「何をしたいのか」、「で
きるのか」という目的を明確にし、論理的に伝える能力を養
う。②「自分」を語る力を養う。③「違い」を理解する力を養
う。そして、④「そこそこの英語」でも、恥を捨て失敗を恐れ
ず、自分の考えを相手に伝えられるタフな実践英語力を鍛える。
このプログラムをきっかけにして、現在までに250名を越すプ
ログラム修了生が、グローバル社会で活躍している。

　私は通称Easter Sealsという福祉施設で働かせていただきました。Easter Sealsは、
小さい子供とお年寄りのケアや大人の障がい者の方のケアの両方を備えています。
私はお年寄りや障がい者の方のケアを手伝わせていただきました。毎日とてもゆっ
くりと時間が流れ、スタッフの仲も良くとてもいい雰囲気でした。私は主にスタッフ
の手伝いでセンターに来ている方に食事の配膳をしたり、ヨガやチェアエクササイ
ズなどの日替わりの活動に一緒に参加した
りしました。時には日本の文化を紹介するた
めに折り紙をアクティビティとして取り入
れてもらったり、いなり寿司や味噌汁といっ
た日本食を作っておやつの時間にもてなし
たりしました。また、皆さんと一緒にバスに
乗って課外活動にも連れていってもらいま
した。短い間でしたが、素敵な人たちとかけ
がえのない時間を過ごすことができました。

　私は、ワシントンD.C.に隣接している、バージニア州のReston Montessori School
でインターンシップに参加しました。この施設では年齢の枠を超えたクラス編成が
されており、主に４歳から６歳の子どもが一緒に学んでいるクラスを担当しまし
た。先生のアシスタントをするほか、日本文化を伝える「おりがみ教室」も実施し、

多くの子どもに喜んでもらうことができま
した。様々な国の出身である先生や子ども
と接し、アメリカの多文化共生社会を肌で
感じると共に、自身の英語力を試す場とも
なり、本当に貴重な機会でした。意欲、熱意
さえあれば、何でも挑戦できる国こそ、ア
メリカだと思いました。１カ月という短い
期間ではありましたが、より積極的、自発
的な自分になれたと思っています。

　私は米国NPOインターンシップに参加し
て、チャレンジする面白さを経験しました。
この研修は、語学留学ではなく、アメリカの
実社会に入ることができるというのが魅力
のひとつです。私は、３歳児の教室を担当
しました。様々な国の子供たちがいて、多
民族社会を体感しました。さらに、どの先
生も優しく、たくさんのチャンスをくれま
した。そこで、折り紙等通じて、日本の文
化を伝える難しさを感じるとともに面白さに気づくことができました。あっという
間の1ヶ月でしたが、アメリカ社会の寛容性を体感し、自ら飛び込めたことが今の
自分への自信につながっています。研修先でお世話になった先生をはじめ、研修に
関わっているすべての方に感謝しています。

　この授業では、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ります。国際交流セ
ンターのHPで見ることができます。留学生が一生懸命作りましたので、みなさんもぜひご覧く
ださい。

　この授業では、日本の伝統文化の陶芸や日本酒造り、
お雛様、寿司、縁日、桜などを取り上げ、実際に見学、
実習しながら学んでいきます。第１回の授業では、福笑
い、かるた、すごろくを
しました。留学生たちは
昔ながらの日本の遊び
を楽しんで学習できた
ようです。

　非漢字圏の国から勉強に来ている学生に漢字のおもしろさと楽しさを味わっ
てもらうためのクラスです。この日は、「へん」と「つくり」のカードを組み合
わせて漢字をつくるゲームを通して楽しく学んでいました。

　みなさんは留学生別科に通う留学生たちが、どのような科目を勉強をしているか知っていますか。
　レベルに応じた日本語を学ぶ授業に加え、実践や体験を重視した日本文化科目、翻訳、国際
文化論などの専門科目も学んでいます。今回、留学生たちが日々どのような勉強をしているの
か探るため、留学生別科の授業に潜入してみました。

1現在の仕事内容について教えてください。
　愛知淑徳大学を卒業して2年間、日本の一
般企業で働いてから韓国に来ました。現在、
韓国の大邱教育庁に所属する日本語ネイティ
ブ教師として、高校で日本語を教えていま
す。
　韓国の高校には第二外国語という科目があ
り、多くの学校で日本語の授業があります。
生徒達は日本の歌手、ドラマ、アニメ、ゲー
ムなどに興味があり、積極的に日本語の学習
に取り組んでくれるので、やりがいがあり、
楽しい仕事です。

2大学での体験と現在とのつながりについて教えてください。
　大学時代の2004年から2005年にかけて、1
年間、韓国の大邱カトリック大学に交換留学
をしました。そのとき知り合った教授の紹介
で今の仕事をしています。留学時代に韓国語
が話せるようになったこと、現地に友達がた
くさんできたことが、今の仕事をする上での
土台になっていると思います。

3在学生の皆さんへメッセージをお願いします。
　大学時代は、私が日本語の先生になるなん
て考えたこともありませんでした。そのた
め、韓国語を話せても日本語教育に関する知
識が全くなく、韓国に来てはじめのうちは苦
労しました。今、仕事が終わってから現地の
大学院に通い、日本語教育の勉強をしていま
す。在学生の皆さんは先を見据えて今のうち
にいろいろな勉強をしておくことが、将来のた
めになると思います。

日本語教師という仕事の傍ら、大学院に通い
研鑽を積まれている丸林さん。お忙しい中、
メッセージをいただき、ありがとうございま
した。

　このコーナーでは、在学中に交換留学生として留学を経験した
卒業生を紹介していきます。
　今回ご紹介するのは、2004年8月から1年間、韓国の大邱カト
リック大学校へ留学された丸林愛さんです。丸林さんは、現在、韓
国で日本語教師をされています。

交流文化学部教授

榎田勝利先生

　2011年12月16日、全学中国語教育運営委員
会主催、国際交流センター後援の「第6回中国
語スピーチコンテスト」が星が丘キャンパス
55Aにて開催されました。過去最多24名の応
募者の中から、音声審査による予選を通過し
た10名が本選に出場し、「私の夢」、「私の親
友」、「私の眼中にある中国の大学生」などを
テーマに中国語で堂々とスピーチしました。
　今回初めて星が丘キャンパスを会場に行
なわれたコンテストには、250名を超える学
生がスピーチを聞きに集まり、盛大なイベン
トとなりました。コンテストの最後に、副学
長の石田好江先生より、出場者に各賞が授与
されました。

最優秀賞に輝いた片岡さんのスピーチを一
部抜粋してご紹介します。片岡さんは、「学
会感 （感謝の気持ちを糧にして）」と題し、
天津外国語大学での短期研修の経験と、周り
の人への感謝の気持ちを、ジェスチャーを交
えて流暢な中国語でスピーチしました。

最優秀賞に輝いた片岡さん（中央）と、優秀賞を受賞した髙木さ
ん（左側）と坂本さん（右側）

第6回
中国語スピーチ
コンテストが
開催されました！

　全学中国語教育運営委員会主催

米国NPO
インターンシップ研修に
参加しよう！

■  have been involved in the NPO Internship Program since its start in 1996. Now in its 17th year, this unique program 
continues with the support and cooperation of Aichi Shukutoku 
University and Civil Society Consulting Group (CSCG). 
     Up to 20 ASU students go to Washington D.C. every year for 
one month. The internship program is about allowing students to 
live in the globalized society because it challenges them to learn 
about another culture and think of new ways of living.
     After a four-month training period in Japan the students proceed 
to Washington D.C. to gain practical English skills through their 
daily work in the homestay and workplaces, to learn new trends on 
US volunteering and to acquire skills to shape their future.
     Upon their return, the students evaluate the internship 
program and design their portfolios for presentation at the final 
meeting day. 
     There are 250 students who have participated so far in this 
program. It is a pleasure to see that there are many interns who 
now play important roles in various fields.
     For all those interested to know more about the program, 
please contact the Center for International Programs (Hoshigaoka 
and Nagakute Campus). 

コーディネーター

滝 リンダさん

グローバル社会で活躍できる
「国際人」を育てる！
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文学部　英文学科　３年（参加時1年）　井上知香さん
研修先：The Harry and Jeanette Weinberg（障がい者福祉施設）

文化創造学部　多元文化専攻　4年（参加時2年）神野名々美さん
研修先：The Harry and Jeanette Weinberg（障がい者福祉施設） 

文化創造学部　多元文化専攻　4年（参加時2年）　小林祐月さん
研修先：Reston Montessori School（児童教育施設）

　天津から帰国した翌日、アルバイト先に
2人の中国人が「携帯電話を買いたい」と
日本語で話しかけてきました。僕は日本語
で「どんな携帯電話が欲しいですか？」と
尋ねましたが、彼らはあまり理解していな
い様子でした。そこで僕が「僕は昨日天津
から帰ってきたばかりで、少し中国語が話
せます」と中国語で言うと彼らはとても驚
き、笑顔になりました。そして僕が中国語
で説明をすると彼らは理解してくれたので
す。　自分の中国語が少しでも彼らの助け
になり本当に嬉しかったです！彼らは笑顔
で「ありがとう」と言い「君の話す中国語
は本当に素晴らしいけれど、これは大学に
行かせてくれる両親のおかげだよ。感謝の
気持ちを忘れないようにね」と言いました。
この言葉がとても印象深かったです。

丸林　愛さん
（文化創造学部　多元文化専攻　2005年度卒業）

最優秀賞
片岡聖大さん
交流文化学部　交流文化学科　3年（出場時2年）
「　　　　（感謝の気持ちを糧にして）」

優秀賞
坂本史華さん
交流文化学部　交流文化学科　3年（出場時2年）
「　　　　　（大切な思い出）」

優秀賞
髙木佑衣さん
交流文化学部　交流文化学科　3年（出場時2年）
「 　　　　　　　　　　　　　　　（自己
成長のための中国語学習）」

参加賞　　7名

審査結果

「　　　　（感謝の気持ちを糧にして）」

「　　　　　（大切な思い出）」

「 　　　　　　　　　　　　　　　（自己

活躍する卒業生留学生別科授業紹介

http://www.aasa.ac.jp/institution/international/cjlc/homepage/

日本語演習Ⅲ（日本語科目）

日本文化（専門科目）

スペシャル漢字クラス（専門科目）

　日本の伝統文化の一つである「華道」の基本を学ぶクラスです。盛
花、投入れの基本型、応用型を始め、グループ合作、フラワーアレンジ
メント、プリザーブドフラワーなど、季節に応じた花を活けます。感性
豊かな留学生の作品はどれも素晴らしいです。

　紙、筆、墨を使い、は
・・
ねやは
・・・
らい、書き順などに注意して文字を丁寧

に書き上げていきます。書くだけではなく、文字を石に刻んだり（篆
刻）、文字をＴシャツにプリントしたりとオリジナル作品も仕上げてい
きます。９号棟２階の留学生別科教室前に、ときどき作品を展示してい
ますので、ぜひご覧ください。

華　道（専門科目） 書　道（専門科目）

注目！

「断ち枠」レイヤーは非表示にしてデータイン！

米国NPOインターンシップ研修とは？
　この研修は、国際交流センター開設科目「米国 NPO インターンシップ
プログラム」として1996年にスタートし、これまでに250名以上の学生が参加
してきました。毎年2月上旬から1ヶ月間、アメリカ合衆国の首都ワシントン
D.C. とその周辺地域でホームステイをしながら、NPO、NGO、ボランティア
団体でインターンシップを行います。
　この研修の目的は、単に英語運用能力を上達させるだけではなく、英語を
通して自分の関心のある分野で活動することにあります。毎年、7月上旬に募
集説明会を行い、10月から出発までの4ヶ月間英語トレーニングやボランティ
ア活動に関する指導など、事前準備もしっかりとサポートします。
　担当教員の榎田勝利先生と、コーディネーターの滝リンダさんからメッ
セージをいただきました。また、参加学生の体験レポートも紹介します。自
分の新たな価値観に気づき、スキルアップができる大きなチャンスです。ぜ
ひ挑戦してみてください。

418×560mm 140mm 140mm 138mm



 短期研修参加者レポート
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●編集後記
　私は空港が好きです。空港に行くと、何となくド
キドキしませんか。高校生で初めて飛行機に乗った
時、ごう音と共にふわっと空に浮いた飛行機に、手
に汗握るけれど、ジェットコースターとは違った緊
張を感じたのを覚えています。
　中部の世界への出入口、中部国際空港（セントレ
ア）は2月で開港7周年を迎えたそうです。今では、
中国、韓国などアジア各国のほか、デトロイト、フ
ランクフルト、ヘルシンキ、アブダビなどへの国際
線も就航しています。空港にいるだけでインターナ
ショナルな気分になれそうですね。

♢♢♢
　国際交流センターニュースレター（INE）では、
留学・外国語学習・国際交流等に関する情報を発信
しています。
　次号 INE No. 53は2012年11月発行予定です。
お楽しみに。（さ）

愛知淑徳大学で学ぶ留学生に聞いてみよう
　韓国の大邱カトリック大学校からの交換留学生として、2011年度後期から1年間、文学部国
文学科で学んでいる趙

チョビギュ

丕奎さんに、愛知淑徳大学での留学生活について聞きました。

　母国の大邱カトリック大学校では何を専攻し、
　どのような勉強をしていますか？
　韓国では日語日文学科に在籍しています。でも日本文学で
はなく、主に語学を中心にやっていました。日本語の単語、文
法、聞き取り、翻訳など日本語がもっと上手になるための勉
強でした。

　 愛知淑徳大学に留学しようと思った理由は何ですか？
　日本語をベースにして他の勉強をやりたかったので、日本には一度留学に行きたいと思って
いました。偶然、交換留学生のお知らせを見つけ申し込んだ結果、合格して愛知淑徳大学を選
びました。名古屋は一度も行ったことがなかったので選びました。

　 愛知淑徳大学での授業や日本での生活について率直な感想を教えてください。
　授業は難しいのではないかと心配していましたが、思っていたより易しいと感じました。た
だ、文学の勉強は決して簡単ではないと思いました。今まで本格的に日本文学を勉強したこと
がなかったので、最初はあわてましたが、人一倍努力して何とかやっています。生活は基本的
には韓国で一人暮らしをしたことがあるので、ほぼ同じです。円高もあり、日本の物価は韓国
より高いので節約しながら生活しています。

　 日本で生活をする中で、驚いたことや困ったことはありましたか？
　特に驚いたことはないですが、車線や自動車の運転席が韓国とは反対なので慣れるまでちょっと
変な感じでした。思っていたより生活は順調だったので、困ったことは特になかったです。

　 最後に一言、ニュースレターの読者にメッセージをお願いします。
　めったに外国人と知り合うチャンスはないと思うので、留学生たちに積極的に話しかけてく
ださい。お互い違う世界に住んでいるから、いい経験になると思います。

キャンベラ大学語学研修に参加して

南京短期研修での体験・感じたこと

国際交流センターでは、2月9日から3月7日にかけて、本学の協
定校であるオーストラリアのキャンベラ大学にて「英語海外セミ
ナーⅡ（オーストラリア）」を実施しました。今年は26名の学生
が参加し、ホームステイをしながら大学に通い、英語やオースト
ラリアの文化を学びました。参加者の小林優子さんに研修に参加
した感想を聞きました。

2月19日から3月12日まで、本学の協定校である中国・南京師範大学にて
「中国語海外セミナーⅠ（中国）」を実施しました。今年は9名の学生が参
加し、大学の寮に滞在しながら、中国語・文化を学びました。参加者の
丹羽桂太郎さんに研修に参加した感想を聞きました。

　英語、中国語、韓国・朝鮮語の会話
室は、毎週1回昼休みに各キャンパスで
開催しています（予約不要）。
　詳細は、掲示板・国際交流センター
ホームページ等で確認してください。
昼ごはんを食べながら、外国語での会
話を楽しみましょう。

　国際交流センターでは、英語、中国語、韓国・朝鮮語の会話室を開催しています。今回
は、星が丘キャンパスの韓国・朝鮮語会話練習「カチバン」にお邪魔して、担当の丁

チョン

先生
と参加していた交流文化学部2年生（参加当時1年）の皆さんに「カチバン」の良いところ
をお聞きしました。

■本学の様々な留学制度
について詳しく説明した
『海外留学の手引き2012』
が発行されました。各キャ
ンパスの国際交流セン
ターで配布しています。

■国際交流センターでは、交換留学や短期留学、私
費留学について一対一で相談できる「留学相談」を
行なっています。希望する方は事前に国際交流セン
ターで予約の上、利用してください。

■国際交流センター
からのお知らせは、
学内掲示板のほか、
国際交流センター
ホームページにも掲
載しています。随時
更新されますので、
ぜひチェックしてみ
てください。

今回南京短期研修に参加して中国語の勉強という目的
が達成できただけでなく、今までにない様々な経験や感動
を得ることができました。
まず南京という街の素晴らしさ、居心地の良さです。南
京は、私が今まで行った中国のどの街よりも自然が美し
く、食べ物がとても美味しい街でした。また、今回の研修
中には、日中間の歴史的な問題で、多くの方から様々な心
配をいただきましたが、実際街に出ると日本人だからと
いって差別されるようなことは全くなく、むしろあまり気
にしてないからと言われる場面のほうが多くありました。
そのような場面では、南京の人々の心の広さを身を持って
感じました。
研修内容に関しては、今回一緒に参加した9人は学部も
違えば、学年も異なり、中国語の能力も様々だったのです

が、今年は例年と違い、研修の最初からクラス分けテスト
があり、それぞれが自分に合ったレベルやペースで中国語
を学ぶことができました。また、研修中は日本人で集まっ
て行動してしまうのでは、という心配がありましたが、今
年は最初からクラスが違ったこともあり、他国の留学生と
授業スタート時から多く交流することができ、３週間充実
した日々を送ることができました。もちろん、一緒に研修
に参加したメンバーとも一緒にご飯を食べたり、みんなで
留学生の友達の家に遊びに行ったりするなど、たくさんの
思い出を作ることができ、最終日の空港では涙ながらのお
別れとなりました。普段の大学生活でこれほど人と深く関
わる機会はあまりないので、これからは出会いやきっかけ
を大事にしていこうと今回の研修で強く思いました。

Through the Language 
Study Consul tat ion 
program, the English 
teachers of the Foreign 
Language Division are 
available for students 
who seek advice about 
s t u d y i n g  E n g l i s h . 
Teachers  can g ive 
advice about self-study methods, listening 
and speaking practices, TOEIC review 
methods, studying abroad and much 
more. There are many students who want 
to improve their English skill, but are not 
sure how to go about it. This program 
meets the needs of students who want 
a one-on-one interaction with teachers 
with the purpose of seeking advice. There 
are both Japanese and Native English 
speakers available for consultation, and 
students may approach them, so as to 
better communicate their study goals. 
Fee l  f r ee  t o  ask  t he  Cen te r  f o r 
In te rnat ional  Programs about  the 
consultation schedule, and how to make 
an appointment.
Let’s work together and do our best to use 
English for international communication.

　本学の教員が、英語、中国語、韓国・朝鮮語
の語学学習に関する相談に応じます。
　授業に関する相談や語学試験対策等にぜひ活
用してください。

　

英語学習相談ご担当の Abigail B. Capitin-
Principe 先生からメッセージです。

語学学習相談のご案内 Abigail B. Capitin-Principe先生

英語 中国語 韓国・朝鮮語

星が丘
キャンパス

毎週
月・火曜日 毎週木曜日 毎週金曜日

長久手
キャンパス

毎週
月・火・木曜日 毎週金曜日 毎週木曜日

時間
①12:40　～　13:05
②13:05　～　13:30

※完全予約制です。

予約受付 　各キャンパスの国際交流センターにて
　予約手続きをしてください。

2012年度前期 学内語学試験スケジュール
今年度前期の学内語学試験スケジュールです。積極的に受験しましょう。
※スケジュールは変更になることがあるため、必ず各試験の募集要項で確認してください。
　  募集要項は申込み開始約１週間前から掲示板、国際交流センターホームページおよびアカデミッ
クポータルに掲載されます。

受験料 対象 試験日及び試験会場 申込み期間

TOEIC®IP テスト

有料
（3,305円） 全学生 6月17日（日）午後

星が丘キャンパス
5月7日（月）

～5月18日（金）

無料 全学生
8月5日（日）

午前又は午後 ※募集要項確認のこと
星が丘キャンパス

6月25日（月）
～7月6日（金）

TOEFL ITP® テスト 有料
（3,260円） 全学生 5月27日（日）午前

星が丘キャンパス
4月16日（月）
～5月1日（火）

HSK
今年度より新HSK
に変更となります。

無料
全学生

※申込み条件あり。
募集要項を確認のこと

7月22日（日）
午前又は午後 ※募集要項確認のこと

星が丘キャンパス

5月28日（月）
～6月8日（金）

日本漢字能力検定
有料

（2級　3,500円
　3級　1,800円）

全学生 6月17日（日）午前
星が丘キャンパス

4月26日（木）
～5月14日（月）

韓国語能力試験 無料
全学生

※申込み条件あり。
募集要項を確認のこと

10月28日（日）
※時間及び会場は募集要項確認のこと

７月上旬予定
※募集要項確認のこと

 短期研修参加者レポート

交流文化学部　交流文化学科　3年（参加時2年）　丹羽桂太朗さん

ビジネス学部　ビジネス学科　2年（参加時1年）　小林優子さん

　「様々な人と関わることで、人間としての幅を広げたい」、「異国の地で自分を見つめな
おして、成長したい」と思い参加した今回のキャンベラ大学語学研修。3週間の研修は、日
本では決して体験することの出来ない貴重な経験でした。
　キャンベラは緑豊かな自然に囲まれたとても穏やかな街でした。家から少し歩いただ
けで、野生のカンガルーや牛を見ることができるのは、オーストラリアならではの光景だ
と思いました。気さくで親切な人たちが多く、道を尋ねても快く教えてくれ、人々の温か
みを感じました。ホストファミリーはとても私に優しく、科学館や美術館を案内してくれ
たり、毎週土曜日には子供たちの野球の試合に連れて行ってくれたりしました。ホストマ
ザーとは、一緒にご飯を作り、おいしくて手軽にできる家庭料理を教えてもらいました。
やんちゃな子供たちはマジックで私を笑わせてくれたり、いつも話しかけてくれて、本当
に楽しい日々を過ごしました。しかし、自分の言いたいことを上手く伝えることができ
ず、悔しい思いをする時もありました。もっときれいな発音で話せたら、いろいろな表現
を使うことができたらと思う場面がたくさんありました。
　ホストファミリーやキャンベラ大学の先生、現地の人々と接しながらオーストラリア
という環境に浸って生活することで、日本の
生活にはない色々な面を知ることができ、視
野も広がりました。キャンベラ大学の学生と
も交流することができ、短い滞在でしたが、
様々なことを感じ取れました。今回の貴重な
体験を決して忘れることなく、これからの大
学生活に活かしていきたいと思っています。
今回の研修に携わってくださったすべての
方々に心から感謝しています。

※教材は館外持出禁止です。国際交流プラザで閲覧してください。
　付属の音声教材は国際交流センターカウンターで貸出手続きを行い、語学自習室で使用してください。

国際交流プラザでは語学検定試験向けの教材を数多く取り揃えています。
その一部をご紹介しますので、検定に向けての勉強にぜひ活用してください。

国際交流プラザの場所は
星が丘キャンパス：５号館２階　国際交流センター横
長久手キャンパス：９号棟１階　語学自習室前

TOEIC®
・新TOEIC®テスト　
　直前の技術スコアが上がりやすい順に学ぶ
・文法書は全部読むな！TOEIC® Test 英文法完全バイブル
・TOEIC® TEST英文法完全バイブル問題集600問

TOEFL®
・Longman Preparation Course for the 
   TOEFL® iBT: Listening（2nd Edition）
・Longman Preparation Course for the 
   TOEFL® Test: iBT Reading
   （with CD-ROM and Answer Key）

HSK
・
　※4級、5級は星が丘のみ
・
　※4級、5級は星が丘のみ

中国語検定
・中検問題集2010年版　準1級・1級、2級、3級、4級　

韓国語能力試験
・合格できる韓国語能力試験　初級・中級

日本語検定
・平成23年度版日本語検定公式過去問題集　１級、2級、3級

日本漢字能力検定
・平成23年度版漢検過去問題集　1/準1級、2級、準2級、3級

会話室に行こう！
～韓国・朝鮮語会話室「カチバン」編～

気軽に参加できるし、ネイ
ティブの先生、韓国語を勉強
している友達、K-POP が好き
な友達と楽しみながら韓国語
を話すことができます。

韓国が好きな人が集まってい
るから、授業ではやらない単
語を教えてもらったり、おも
しろい文化の違いや、K-POP
の話をしたり、すごく楽しい
です。友達も増えます。

先生の相づちなど教科書に
載ってないことを生で聞くこ
とができます。ドラマ、音楽
ではなく、日本の大学で生の
韓国語を聞けます。

授業以外で韓国語の会話をす
る機会があまりないのですが、
カチバンでは韓国人の先生と
たくさん話すことができます。

　大学に、会話室や語学試験、交換留学
など、外国語を学ぶための様々な支援シ
ステムがあることはすばらしいと思いま
す。会話室は、授業ではなかなか聞けな
い日常の話や文化、関心のあることなど
を気軽に話す場所になっていて、ドラマ
のセリフ等について話しています。学生
のお互いのやる気を高めたり、情報交換
の場にもなっています。前期にほとんど
話せなかった学生が、後期にはすごく話
せるようになっていて、みんなのやる気
や成長に感心しています。

カチバン担当　丁
チョン

 恩
ウ へ

恵先生

張を感じたのを覚えています。
　中部の世界への出入口、中部国際空港（セントレ
ア）は2月で開港7周年を迎えたそうです。今では、
中国、韓国などアジア各国のほか、デトロイト、フ
ランクフルト、ヘルシンキ、アブダビなどへの国際ランクフルト、ヘルシンキ、アブダビなどへの国際
線も就航しています。空港にいるだけでインターナ
ショナルな気分になれそうですね。

　国際交流センターニュースレター（INE）では、
留学・外国語学習・国際交流等に関する情報を発信
しています。
　次号 INE No. 53は2012年11月発行予定です。
お楽しみに。（さ）

ターで予約の上、利用してください。

国際交流センター
からのお知らせは、
学内掲示板のほか、
国際交流センター
ホームページにも掲
載しています。随時
更新されますので、
ぜひチェックしてみ

国際交流センターからの
お知らせ

国際交流プラザ図書の紹介
～検定対策用図書～

 英　語  中国語

 韓国・朝鮮語

 日本語

・
※4級、5級は星が丘のみ※4級、5級は星が丘のみ

・

星：
長：
26日
27日

「英語海外セミナーⅡ（オーストラリア）」キャンベラ大学語学研修　
募集説明会　開催

26－27日 留学生別科フィールドトリップ（京都・奈良）

星：
長：
10/4－1/17
10/5－1/18 中国語会話室「聊天室」開催（週1回）

星：
長：
9/27－1/17
10/6－1/12 韓国・朝鮮語会話室「カチバン」開催（週1回）

長：
星：
9/30－1/20
11/2、12/5－12/12 英語会話練習「Lunch-time English Conversation」開催（週1回）

長：
星：
7日
8日 2012年度夏季派遣交換留学説明会　開催

星：
長：
10日
11日 「中国語海外セミナーⅠ（中国）」南京師範大学語学研修　募集説明会　開催

12日 【有料】日本語検定　実施
13日 【有料】TOEIC® IP テスト　実施
27日 【無料】HSK　実施
4日 【無料】TOEFL ITP® テスト　実施

13日 国際交流センター主催　クリスマスパーティー
2011年度冬季派遣交換留学生認定式（星）

16日 第6回愛知淑徳大学中国語スピーチコンテスト　開催
2011年度冬季派遣交換留学生認定式（長）

26日 留学生別科修了・認定式
7日 2012年度夏季派遣交換留学　学内選考試験
21日 【無料】TOEIC® IP テスト　実施

2011年度冬季派遣交換留学生　渡航

9日
「英語海外セミナーⅡ（オーストラリア）」キャンベラ大学語学研修　出発
（～3月7日帰国）
「米国NPOインターンシッププログラム研修」　出発（～3月10日帰国）

19日 「中国語海外セミナーⅠ（中国）」南京師範大学語学研修　出発
（～3月12日帰国）

8日 留学生別科フィールドトリップ（犬山城、明治村）

イベントカレンダー【2011年10月～2012年3月】
国際交流センターの活動を報告します。

10
月

11
月

12
月

1
月

3
月

2
月

2012年度冬季派遣交換留学
―まもなく募集が始まります―
下記のとおり、冬季派遣交換留学の説明
会を開催します。交換留学を希望してい
る方、留学に興味を持っている方はぜひ
この機会に参加してください。

　説明会開催日
　　4月26日（木）17:00～18:30
　　　星が丘キャンパス　52A
　　4月27日（金）17:00～18:30
　　　長久手キャンパス　937

　※募集要項、願書、留学関連資料等は
　　 説明会当日に配布します。

2012年度冬季派遣交換留学2012年度冬季派遣交換留学2012年度冬季派遣交換留学

4月26日（木）
　  27日（金）

5月1日（火）
～6月22日（金）
7月8日（日）
8月上旬
9月下旬

11月
12月

1月
2月

留学説明会への参加
（交換留学生募集要項配布）

交換留学生試験申込

交換留学生試験
試験結果発送
留学オリエンテーション開始
（出発前に3回実施）
留学先での履修についての確認
交換留学生認定式

渡航手続き・ビザ申請
出発

冬季派遣交換留学生出発までの流れ

2012

2013

http://www.aasa.ac.jp/institution/international/ 
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