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私生の夏に３週間イギリスへ行ったこと

が最初に海外留学したのは、高校１年

右側がオフィスで左側が倉庫と物流のオフィス

現在の業務内容について教えてください。
シオ計算機のヨーロッパ管轄のプロジェ

たい
き
就
仕事に

して主に本社と現地、そしてヨーロッパ内の販
売会社を取り持つ立場として働いています。
例えば…
☆ 本社から製品に関する情報収集をし、フラ
ンス・イタリアなどヨーロッパ各国の販売
会社へ連絡する。

！

海外で働きたい

オフィス内 窓側に向き合う形で上司と他の
現地採用の方と働いています

ある日のスケジュール

☆ 欧州内での配分を決定し、各販売会社への
在庫移動や在庫管理など、販売会社の管
理・サポート業務を行う。

6:30 起床
7:30 自転車、冬はバスで出社
8:00 出勤
午前中は時差の関係で、本
社、香港物流と電話とメー
ルでのやり取り中心
12:30 食堂で昼食
（日本食が食べられる）
午後は欧州内の仕事
売り上げ、経費チェック
ミーティング資料作成など
17:30 終業
19:00 友人宅 Chicken Tuesday
鶏肉料理を作りあって披露
23:30 就寝

☆ 香港カシオ物流部へ中国国内で生産された
製品の買い付けの指示を出す。

その他に、経理業務や秘書的業務、また資料の
英訳やミーティング資料の作成（日本語、英
語）などの事務業務まで多岐にわたってこなし
ています。
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Q

語学を活かして
海外で活躍する卒業生

オランダで開かれた AV 機器フェアにて

現在の生活で使う
言語の比率を教えてください。

・社内の現地人スタッフ
（経理・物流・人事・IT）との会話

・買い物・友人との会話
・病院・銀行・ラジオ
・雑誌・新聞
・インターネット
・ドイツ語コース

英語 ドイツ
語
日本語

4

Q留学の経験と現在のお仕事の

つながりについて教えてください。

梅田 真衣さん ( 左 )

日 常 生 活Life
fe

5

7

Q

おすすめの勉強法などがあれば教えてください。

最後に在学生へのメッセージをお願いします。

留

学に興味はあるけど、サークルも
アルバイトもあるし、お金も時
間もない、就職活動で遅れをとりたく
ない、英語の勉強がうまくいかない…
と、実際留学にまで行動を起こす人は
少ないかと思いますが、学生の時ほど
時間があり、色々なことに挑戦できる
機会はありません。私のようにたった
2、3週間の短期留学でも、日本に閉じ
こもっていただけでは見えなかった発
見があり、今まで当たり前に思ってい
たことが、実は、そうでないことを思
い知らされることがあります。
私がイギリスに留学したときには、
就職してから数年で仕事をやめて英語
を勉強しに来ている20代後半の女性が
多く、彼女たちは大学生だった私をま
だまだ色々な選択肢があっていいと羨
ましがっていました。今、彼女達と同
じくらいの年齢になった私から言える
ことは、やはり若いうちに色々な経験
をした方がいいということです。苦労
をすればした分だけ得るものはありま
す。英語の勉強も毎日こつこつ続ける
のは大変ですが、やっただけ上達する
のは確かです。もし留学に抵抗がある
のであれば、気軽に海外旅行にでも
行って、英語を使ってみてはいかがで

●積極的に英語の授業を履修、休み中の講座
にもできるだけ参加
● TOEIC と TOEFL はテスト形式に慣れるた
め、対策テキスト等の練習問題を多く解く
●犬の散歩中に NHK のラジオ講座を聞き、
シャドーイング（テキストを見ないため、
いかに自分ができないかが分かる）
●日本語の本の英語版を読む（私が繰り返し
読んだのは
『五体不満足』No one’s perfect）
●洋画をオリジナル＋英語のサブタイトルで見る
●洋楽を聴き、歌詞を聞き取るようにする

6

Q梅田さんが感じた海外で働く良さ
についてお聞かせください。

1

有給消化（年30日）

（休暇を取るのは権利で、2,3週間の長期の休みも可能）

2

残業は必要なときのみで、アフター5は友人と
会うことや趣味に費やせる

3
4

満員電車がない
産休後も戻って来やすい環境で、勤務時間も
調整できる

（私の前任者は14：30までの勤務でも正社員）

5

ヘ

ラ

ム

イソウ

趣味は映画を見ることや音楽
を聞くことです。日本で友達
をいっぱいつくりたいです。

張

皆さん、こんにちは！僕が好
きなスポーツは野球で、中日
ドラゴンズの大ファンです！
好きな選手は和田一浩です。
よろしく！

ベ ン ジ ャ ミ ン

チェ

崔

I hope to improve my conversational
abilities while here in Japan. My
main hobby is reading, my favorite
poet is Robert Browning. I hope to
make many friends.

ゴ

呉

ム

私はチェスヨンと申します。私
の趣味は映画鑑賞です。皆さん
とお会いできて嬉しいです。

キ

夢琪（中国）

景色の写真を撮ることが大好きで
す。日本の小説も好きです。将来、
小説の翻訳者になりたいです。

FRI

SAT

am

上で必須の上
級生による補
習授業

イツ人学生とお
互いの言語を勉
強しあう

前置詞につい
て深く学ぶ

The Structure タンデム
I n t r o d u c t i o n t o ゼミⅠa の復習 Survey of
Language and of English
English Linguistics
英語学を専攻
Linguistics Ⅰ 英語のつづり している学生
ゼミⅠa
and
Ⅱ
と英語と日本
の起源や文の
音声学、音韻論、

pm

形態論、統語論、
意味論、語用論
など言語学の主
要な分野の基礎
について学ぶ

SUN
洗濯や掃除

構造ルールに
ついて学ぶ講
義形式の授業

英語の多様
性、また世界
の言語の類似
点・相違点を
学ぶ

語を学びあう

友人の誕生日 ゼミⅠa の復習
会に行った
り、 飲 み に
いったり

夜は友人と飲
みに

Germany
ドイツミニ情報

ドイツでお気に入りのお店や観光地、食べ物などはありますか？
●お店や観光地

●食べ物

1 週末マーケット

（今日のお勧め、新鮮な野菜や果物、ハム、
チーズを試食して購入できる）

2 ローテンブルク（南部のメルヘンチックな街）
3 アルスター湖

1 ウインナー
2 ハムやサラミ
3 ワイン

週末マーケット 様々な新鮮 ローテンブルク 中世にタイ 市 内 の 中 心 部 に あ る ア ル ス ソーセージ屋 街中にスタンドが
あり、小腹がすいたときに大助かり
な野菜などが揃う
ムトリップしたよう
ター湖 みんなの憩いの場

ドイツの面白い習慣や、驚いたエピソードがあれば教えてください。
・ 誕生日会は招待形式で、自分で食事や飲
み物を用意し、みんなに振るまう
・自転車専用の道がある
・ビールがジュースより安い
・バスの全長が長い
・日曜日は基本的にレストラン以外の
お店は休み

自転車専用道。場所によりますが、 ３両編成のバス。本当に長いです。
カーブを器用にまがります
基本的に歩道の中にあります

ー

ベ

ン

ウネイ

王 暉霞（中国）

顧

羽寧（中国）

来たばかりですが、もう日本が好
きになった。これから日本のいろ
いろなことを楽しみたいです。

アニメ、水泳、小説を読むこと
とか好き。一年間に日本のあ
ちこちへ旅行したい。

ダ

ブラッドリー ウ ィ リ ア ム

パク

朴

サイ

蔡

シュウゲツ

秋月（中国）

この一年間、身をもって日本
文化を体験したいです。私の
留学生活を豊かにしたいです。

ハン ビョンジュン

韓

秉俊（韓国）

日本の文化に興味あります。
皆さんと友達になりたいので、
どうぞ気軽に話しかけてくだ
さい。

クンリャン

根 （韓国）

韓国のパクと申します。いろ
いろな人と付きあいたいので、
見つけたらいつでも話しかけ
てね。
ジョン

鄭
ビョン

卞

2012年度
複数学位取得留学生

ス

ミ

琇 （韓国）

こんにちはビョンです。みん
なと仲良くなって、いい思い出
を作りたいです。よろしく！

ソ

ヒ

昭姫（韓国）

こんにちは。Jung Sohee
（鄭
昭姫）と申します。韓国から来
ました。みんなと仲良くなっ
たら良いと思っています。気
軽に話しかけてください。よ
ろしくお願いします。

4名

シ

コ

THU

婉路（中国）

I came to Japan to learn more and learn faster.
After I graduate from my home university, I want to
work in Japan!

スヨン

修瑛（韓国）

チ ェ リ ー

キ カ

WED

S p a c e a n d ゼミⅡの復習、 買い物
タンデム
（ 語 学 エ ク ス Extensions of プレゼン準備
Space
チェンジ）
ゼミⅠa をとる
日本語専攻のド ゼミⅡ

エンロ

日本での留学生活を大切にし
ます。日本語を勉強しながら、
旅行したり日本社会を体験し
たいです。

マ ル タ

マ リ ア

CERRI, Marta Maria
（イタリア）
オウ

TUE

LAVENDER, Bradley William
（アメリカ）

CAIRNS, Thomas Benjamin
（イギリス）
王 怡爽（中国）

MON

ゼミⅠa の予習 ２hour
practice
(Tutorium)

3名

チョウ

ラ

ス

ある1週間のスケジュール ( ハンブルク大学留学時 )

ジ ョ ン フレドリック

HERAMB, John Fredrik
（ノルウェー）

14名
マ

サマースクールで出会った友人たち

2012年度
特別科目等履修生

2012年度留学生別科新入生

ト

しょうか。英語を勉強していく上でモ
チベーション UP につながると思いま
す。
私がこれだけ留学を勧める理由は、
みなさんが懸念する就職にも大きな影
響を及ぼすからです。私の会社には20
名ほどの駐在員、10名ほど現地採用社
員がいますが、みな英語が話せます。
中には帰国子女もいますが、ほとんど
の人が一から英語を学んだ人たちで
す。私の上司は国内担当から海外戦略
担当になり、勉強せざるをえなかった
と言っていました。このように、英語
はいまや使えて当たり前のツールと化
しています。
ぜひ時間のある大学生のうちに失
敗、リスクを恐れずに留学をしてみて
ください。留学を通じた様々な出会い、
意見の交流などの経験は必ずみなさん
の視野を広げ、今後の人生に役立つは
ずです。

時）へ転学部し、2年生からまたやりなおし、
3年生の時に交換留学生としてドイツのハン
ブルク大学に留学しました。ドイツに来て
すぐ大学主催のサマースクールに参加した
ことにより現地の友人がたくさんでき、毎
日、生のドイツ語を学ぶことができました。
その一方で、英語とドイツ語の両立は正直
大変でした。大学の授業は同じ英語がネイ
ティブでないドイツ人と英語を学ぶのです
が、英語学専攻の学生は英語を母語のよう
に使いこなすので、そんな中で一緒に学ぶ
のは非常に辛かったです。プレゼンをする
のには特に苦労しましたが、言語学の授業
では講義内容を録音して復習し、在学生の
平均よりもよい成績を得られた時は達成感
で満ち溢れました。
今振り返ると、海外で言葉もままならず、
いやな思いをしたり、失敗して恥ずかしい
思いをしたりしたことすべてが、自分を強
くさせてくれたよい経験です。海外で苦労
をして、日本の良さやありがたみを実感で
きるようになったのもよかったです。留学
を通じて語学が上達したのはもちろんです
が、それ以上に、失敗を繰り返しそれでも家
族や友達に頼らず、自分ひとりで問題を解
決しようとしたことによって、精神的にタ
フになれたことが一番の成長だと思います。

広い空間で仕事ができる（オフィスは大部屋で
はなく、数人の個室が多い）

新しい留学生の顔ぶれです！

カ ー ン ズ

です。英語は得意でしたが、現地に着いたら
自信満々に英語を話す他国からの留学生に
圧倒され、恥ずかしくて全く話せなくなっ
てしまい、寂しく惨めな思いをしました。あ
の時、海外には二度と行かないと誓ったの
を覚えています。そして英語への興味も薄
れ、高校１年の英語の成績は平均以下まで
落ちてしまいました。
そんな中、大学受験のため英語を勉強し
ていくうちに、やはり英語という言語が好
きなことに気づき、いつかはイギリス留学
のリベンジをしたいと思うようになりまし
た。就職に有利と考え文学部図書館情報学
科（当時）に入学しましたが、英語を専攻し
ていなくてもさまざまな英語の授業を履修
しました。特に興味本位でとった「英語上級
コース」には、同時通訳、留学経験者との
ディスカッションもあり、私の英語力では
全くかなわないことに気づかされる等、よ
い刺激を受けました。
大学2年生の時、偶然、名古屋日独協会主
催の2週間のドイツ青少年交流というのを耳
にし、様々な企業や教会などの見所をまわ
るというプログラム内容に惹かれ応募しま
した。一緒に参加した主にドイツ語専攻の
学生と、ドイツでお世話をしてくれた学生
の学業への真剣さに刺激を受け、そしてド
イツの良さに魅了され、またこの国に戻り
自分の好きな勉強をすることを決心し、1年
間休学してまず英語を磨くため、イギリス
に私費留学することにしました。
8ヶ月のイギリス留学後、コミュニケー
ション学部言語コミュニケーション学科（当

コミュニケーション学部
言語コミュニケーション学科2007年度卒業

Q在学中に語学力を伸ばすために努力したこと、

留

学をしたことによって、さまざまな国の人
の生き方を目にし、色々な意見を聞き、日
本を客観的に見られるようになったのですが、そ
うすると、大げさですが、毎日残業続きで休日は
寝て休むという日本の生活に疑問を持つように
なりました。イギリスとドイツではプライベー
トを大切にしており、普段の生活の時間もゆとり
があります。留学前には卒業後は日本で就職す
ることを全く疑っていなかったのですが、ドイツ
に来て、ゆっくりとした時間の中で仕事がしたい
と思うようになり、卒業後ワーキングホリデーを
申請し、1年間で仕事を見つけることに決めまし
た。今思うと無謀だったのですが、無事就職でき
ました。
ドイツで就職をする際、日本の企業であれば、
条件として英語が重要視されますが、英語とドイ
ツ語両方の言語ができることは有利でした。現
地人ともコミュニケーションがとりやすく、仕事
もスムーズにできていると思います。

80

%

的にドイツ語

・社内公用語
・駐在員を含めた際の打合せ
・電話・メール

生
基本

30
30%
%

中には、将来語学を活かし
た仕事に就きたいという人
も多いかと思います。
今回ご紹介する梅田さんは、本学在学中に、ドイツの
ハンブルク大学への交換留学を経て英語だけでなくドイ
ツ語の語学力も高めました。そして、希望していたドイ
ツでの就職を実現させ、英語、ドイツ語を駆使しながら
国際社会で活躍しています。
そこで、梅田さんに留学を希望した経緯、また、語学
力を伸ばすための学習法、留学先での生活から現在のお
仕事の内容に至るまで、皆さんが気になることをたくさ
ん聞いてみました。

は

40%

5%
15%

・日本のニュース
・日本人友人との会話
・メール・家族への電話
・音楽

日常

在、語学を熱心に

活

・本社・上司
・他部署駐在員との
電話・メール
・会話

現勉強している人の

・本・インターネット
・ニュース
・英語コース

Wo
W
ork仕 事

オウ

！

語学力を活かした

カクター部門で Sales planning assistant と

■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

Q
留学のきっかけや留学を通じて得たものについてお聞かせください。

International News Exchange
勤務先

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

ュ

レ

ー

タ

ー

ナ タ ー シ ャ

SCHROETER, Natascha
（ドイツ）
ナターシャです。初めまして。
私の興味は日本の文化です。日
本で日本語が上手になりたい。

I am glad to be here and
to have the possibility to
experience the Japanese
language, art and culture.
Let s be friends, know better
each other and share our
interests!

ヨウ

ガ

ビ

楊 雅薇（中国）
趣味は歌を歌うことです。日
本でいろいろなことを体験
して、本当の日本が知りたい
です。

コ

胡

リクゲッシン

陸

（中国）

日本でいっぱい友達を作りた
いと思っています。みなさん、
仲良くなりましょう！

リュウ

劉

ソ

イ

蘇怡（中国）

趣味は特にありませんが、ス
キーは好きです。日本でいろい
ろな人達に出会いたいです。

イ

韋

シュウシ

秋詩（中国）

音楽と旅行に深い興味を持っ
ています。日本の文化をいろ
いろ体験したいです。

チョウ

張

セツヒ

雪霏（中国）

アニメをきっかけに日本語を
学び始めました。これからも
ここで精一杯頑張ります！

138mm

418×560mm

140mm
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国際交流センターでは、8月から9月にかけて、梨花女子大学校語学研修（韓国）と
ウエスト・バージニア大学語学研修（アメリカ）を実施しました。それぞれの研修の参加者に、研修の様子について聞きました。

梨花女子大学校
語学研修に参加して
文化創造学部 文化創造学科 多元文化専攻 4年

ウエスト
・
バージニア大学
語学研修に参加して

菱川 栞さん

ビジネス学部ビジネス学科

（写真中央）

3

1

参加しようと思ったきっかけは
何ですか？
韓国人の友人がいたことで勉強を始めた韓国語
を、もっと向上させたいと思いました。また、現在
大学４年生ですので、休暇を利用して語学研修を
することはこの機会しかないと考えたからです。

梨花女子大学校での留学生向け韓国語の授業
について教えてください。
筆記と会話のクラス分けテストがあり、個人の
能力にあったクラスで勉強しました。授業は会話
が中心で、とにかく聞いて話す特訓をしました。
文法は毎日出される宿題に取り組むことで力がつ
いたように思います。国籍も職業も違うクラスメ
イト達とは韓国が好きという共通点ですぐに打ち
解け、毎日楽しく過ごすことができました。

2

梨花女子大学校のあるソウル市シンチョン地
区の印象を教えてください。
大学生のためにある地区だと思います。町は
学生で溢れ、安くておいしい食堂やおしゃれなカ
フェ、衣料品店が並んでいます。明洞や東大門と
は違い、日本人観光客はそれほど多くはない印象
で、日本語ができる韓国人も少ないように感じま
した。

4

研修に参加して一番良かったことは
何ですか？
ただ語学を学ぶだけでなく、ホームステイや梨
花女子大学校の学生との日韓共同授業で、韓国の
文化をじかに触れ学び交流ができたことです。大
学付属の語学堂に通うため、直接、梨花女子大学
校の学生と交流する機会はほとんどないように思
いますが、この日韓共同作業は愛知淑徳大学の学
生だけが参加できるものだったので、とても貴重
な機会となりました。

5

研修中、最も苦労したことは何ですか？

私にとって最も苦労したことは語学の問題では
なく、韓国での生活に慣れることでした。旅行では
なく生活をすることで日本とは違う文化に触れる
ことができましたが、交通マナーなどの身近な習慣
の違いに直面するたびに、日本が恋しくなりまし
た。しかし、素晴らしい友人や後輩、先生方に恵ま
れたおかげで韓国の文化を受け入れることができ、
楽しく過ごすことができました。

6

梨花女子大学校
語学研修のある1日

朝

活動内容

授業

昼〜夕方
13:00

昼食

14:00〜16:00
日韓共同授業
16:30 一旦帰宅

夜

18:00

買い物

19:00
20:30
22:00

夕食
散歩
帰宅

24:30

就寝

大学内の学食で海鮮チゲ定食（約400円）
学食は韓国料理はもちろん、和洋中もあり飽きがなく美味しい。
3グループに分かれ、韓国と日本の文化を比較するテーマで研究に取り組む。
（テーマ：①ドラマ ②美容 ③キャンパスライフ）
仮眠をとり、宿題をする。宿題は毎日テキスト10ページ程度。
友人たちとホンデでショッピング
日本で売っている物と同じような服が半額程度で購入できる！
おいしいと評判の焼肉屋で夕食（一人約800円）

私の留学生活
ア

デ

ィ

カ

リ

レ

ジ

ナ

パ

チ

ャ

坂井 貴広さん

1

2

現地の大学で受けた留学生向けの英語の
授業について、感想をお願いします。
日本人以外の全ての学生がとても積極的でし
た。自ら進んで授業に参加し発言しなければどん
どん置いていかれるし、突然自分が当てられるこ
ともよくあり、積極性の大切さを痛感するような
授業でした。

3

ホームステイで一番楽しかったことは
何ですか？
ホストペアレントに色々な場所へ連れていって
もらったことです。彼らに誘われてどこかへ行く
だけではなく、自分がリクエストした場所へも気
軽に連れていってもらえたので、それら全てが楽
しかったです。また、毎晩の食事も賑やかで楽し
かったです。

4

研修中に一番苦労したことはなんですか？

自分が思っていることを英語で伝えることで
す。聴き取ることは何となくできましたが、話す
ことは想像以上に難しかったです。話すことがで
きなければ、コミュニケーションをとる際も聴く
一方になってしまい、なかなか会話を続けること
ができませんでした。

5

研修に参加して一番良かったと思う点は
どのようなところですか？
様々な刺激を受けることができたという点で
す。自分にとっては、現地で起きることや体験す
ることが全て初めての経験で新鮮だったので、新
たな視点から物事を考えられるようになったと思
います。自分がまだ知らない世界を体験すること
は色々な意味でとても勉強になると思います。

起床
朝食

09:15

登校

09:30〜12:20

昼

12:20〜13:30
13:30〜14:45

18:30
19:00

帰宅
夕食

24:00

就寝

授業
昼食
授業

朝食は基本的にシリアルでした。たまに、ホットケーキなどを作ってくれるこ
とがありました。
大学へは歩いて通学していましたが、ホームステイ先が遠い人は PRT ※やバス
を使っていました。
※ Personal Rapid Transit：ウエスト・バージニア大学のキャンパス間を結ぶ交通機関

昼食は大学内にあるフードコートのような大きな食堂で食べていましたが、自
分で作った弁当などを持参していた人もいました。授業後は基本的に自由で、
皆で課題をやったり、ジムや買い物などにも行ったりしました。また、週末に
は泊まりがけでピッツバーグへ遊びに行ったりもしました。
夕食はホストファミリーと食べたり、友人とパーティーをしたり、外食をした
り、様々でした。特にどこにも行く用事がなければ、ホストファミリーと食事
をした後、談話をしたり授業で出された課題などをやっていました。

長久手キャンパスからスクールバスで10分ほどのところに、愛知淑徳大学国際交流会館（通称：
アイハウス）という本学の留学生寮があります。2012年4月よりチューターとして活躍している２名
に、留学生来日に伴うサポートなどについて紹介してもらいました。

久野 文香さん（写真手前）
交流文化学部 交流文化学科 ３年

小泉 里沙さん（写真奧）
私たちアイハウスチューターは、留学生と一緒にアイ
ハウスに住んで、留学生の生活サポートをしています。
8月下旬から9月にかけて新しい留学生が来日しました。
その際、キッチンや図書館などの設備と、アイハウスの
入居ルールを説明しました。日本の生活習慣に早く慣れ
てもらえるよう留学生の相談に乗っていきたいです。
また、9月7日には留学生を歓迎する交流会が行われ、
私たちは司会を務めました。交流会では留学生と日本人
学生が参加し、食事やゲームを通じて交流を深めました。
今回は、豆移しゲームとビンゴゲームで大変盛り上がり
ました。
これから留学生の生活をサポートするだけでなく、共
に生活しながら異文化を理解していきたいです。

英語会話練習

Lunch-time
English Conversation

日本語はいつ、どこで勉強していましたか。

普段の生活について教えてください。

私は2011年の10月に愛知淑徳大学の現代社会研究科に入学して、日本のバンキング
システムについて勉強をしています。日本語で受ける授業は難しいですが、時々先生
方から英語で説明をしていただいたり、一緒に授業を受ける学生に分からないことを
教えてもらいながら勉強をしています。
大学へ通う以外は家で家事と子育てをしています。私には2歳の子供がいますので、
大学へ行っている間は子供を保育園へあずけて、講義が終わったら直ぐに子供を迎え
に行きます。今は自分の時間がなく、勉強と家事や子育てを両立することは本当に大
変です。

今後は何をする予定ですか？

10月から2年生になりましたので、今後は論文を書かなくてはなりません。今まで以
上に勉強が難しくなりますが、博士前期課程を修了したら博士後期課程にも進みたい
と考えています。

星が丘キャンパス
長久手キャンパス

2012年度後期 学内語学試験スケジュール
今年度後期の学内語学試験スケジュールです。みなさん、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を確認してください。
すでに申し込み期間が終了した試験もありますので、ご注意ください。募集要項は申込み開始約
１週間前から掲示板、大学ホームページ（国際交流センター What s New）およびアカデミック
ポータルに掲載されます。

交換留学だより

（オーストラリア編）
オーストラリアのキャンベラ大学で交換留学を
している文学部英文学科3年生の倉橋かおりさん
に、留学生活について聞きました。
文学部 英文学科 3年生

Q

倉橋かおりさん（右）

キャンベラ大学で2月から6月まで※ EAP コースを
受講されていたそうですが、どのような授業でしたか？

Reading, Listening class は IELTS の教材を使った授業で、Speaking class はプレゼン
テーションやディスカッションを中心に行うものでした。その他にも Computer class で
は、学部の勉強で必要な Excel や Word, PowerPoint のスキルを学び、Current Affairs
という授業では先住民や、多文化社会などについて話し合いをしました。どの授業にも発
言機会はたくさんあります。Writing は課題として400語の簡単な文章から始まり、最後は
1200語のエッセイを書きました。また、Reading はジャーナル記事を読んで要約する課題
がありました。宿題は簡単な自主学習が各授業で出されます。

試験日及び試験会場

申込み期間

全学生

10月27日（土）午前
長久手キャンパス

9月24日（月）
〜10月5日（金）

無料

全学生

2013年1月30日（水）午前または午後
※募集要項確認のこと
星が丘キャンパス

11月26日（月）
〜12月7日（金）
10月31日（水）
〜11月15日（木）
10月8日（月）
〜10月17日（水）

TOEFL ITP テスト

無料

全学生

HSK

無料

全学生
※申込み条件あり
募集要項を確認のこと

12月2日（日）午前または午後
※募集要項確認のこと
星が丘キャンパス

日本語検定

有料
（2級 4,700円
3級 3,200円）

全学生

11月10日（土）午前または午後
※募集要項確認のこと
星が丘キャンパス

無料

全学生
2013年4月予定
※申込み条件あり
※時間および会場は募集要項確認のこと
募集要項を確認のこと

9月26日（水）
〜10月9日（火）
2013年1月予定
※募集要項確認のこと

Q

中国語会話練習「聊天室」担当

オ ウ

はい。常に英語を話さなければならない環境にいるので、とても刺激的で充実した日々
を送っています。また、自分とは異なる文化や考えをもつ生涯の友達ができたことが、と
てもうれしいです。８月からキャンベラ大学の学部に進み、現地の学生と一緒に勉強する
ようになったことが自分にとって貴重な経験になっています。

Q

交換留学を希望する学生へアドバイスをお願いします。

交換留学を通して日本ではできない貴重な体験ができます。また、短期留学に比べて期間
も長く学部の授業を受けるので、語学力だけでなく、社会的に自分自身を成長させることが
できると思います。交換留学は応募に必要な英語条件が厳しいですが、挑戦してみる価値は
あると思います。大きなチャンスを逃さないように、ぜひ頑張ってみてください。

今年度後期から「聊天室」を担当

エ ン

王 焱さん

私は王焱と申します。3年生のときに天津外国語大学から交換留学で愛
知淑徳大学に入学しました。本年9月にビジネス学部を卒業して、愛知淑
徳大学大学院のグローバルカルチャー・コミュニケーション研究科に入
学しました。
そんなに上手にできないのですが、趣味はいろいろあります。絵を描
くことも好きですし、ギターもちょっとやっています。スポーツも好きで
す。アニメが好きなので、天津外国語大学では日本語学部を選びました。
前期から韓国語の勉強を始めました。英語の勉強も頑張っています。今
は語学の勉強に夢中になっています。性格は明るくて「おしゃべり」で
す。人と話をすることが大好きです。よろしくお願いします！

2013年度夏季派遣交換留学 語学学習相談のご案内
―まもなく募集が始まります―

下記のとおり、夏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参加してください。
交換留学説明会開催日

11月8日（木）17：00〜長久手キャンパス 937
11月9日（金）17：00〜星が丘キャンパス 52B

昼休みの時間を利用して、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。早めに問題を確認し、効果的な学習計画を立
てることができます。完全予約制で、スケジュー
ルは下記のとおりです。授業に関する相談や語学
試験対策にぜひ活かしてください。
スケジュールが変更になった場合は大学ホームペー
ジおよびアカデミックポータルでお知らせします。

※募集要項、願書、留学関連資料等は説明会会場で配布します。
星が丘
キャンパス

英語

中国語

韓国・朝鮮語

毎週
月・火曜日

毎週木曜日

毎週木曜日

毎週金曜日

毎週木曜日

長久手
毎週
キャンパス 月・火・木曜日

初めは授業の内容が主に基礎的な文法や英作文だったので不安は特になかったのです
が、最後に受けた全教科のテストが難しかったので進学できるかとても心配でした。しか
し、テストの結果を見て、日ごろから課題をしたり、授業に積極的に参加するなど最低限
のことを怠らずに取り組めば、学部進学も可能だと思いました。

Q

カチバン

聊天室

毎週木曜日
毎週火曜日
毎週月曜日
５号館３階 学生ラウンジ 12：40〜13：30
毎週金曜日
開催なし
毎週火曜日
９号棟３階 937 12：40〜13：30

キャンベラ大学の交換留学は、EAP コースで所定の成績を
修めないと学部へ進めませんが、学部進学の自信はありましたか？

交換留学をしてよかったことはありますか？

韓国・朝鮮語会話練習

りょうてんしつ

オ ウ エ ン

時間
予約受付
2012年度夏季派遣交換留学では3名の学生が派遣されました。左
から北京師範大学派遣・毛利さん（文学部）、南京師範大学派遣・
西妻さん（交流文化学部）、北京師範大学派遣・安田さん（健康医
療科学部）。

夏季派遣交換留学生 出発までの流れ

2012 2013

対象

有料
（3,305円）

12月9日（日）午前
星が丘キャンパス

韓国語能力試験

ビンゴゲーム

中国語会話練習

今回は中国語会話練習「聊天室」をクローズアップ！
してくれる王焱さんからのコメントを紹介します。

※ EAP コース ： English Access Program。キャンベラ大学の学部へ進学するために必要
な語学力や授業に必要なスキルを身につけるためのコース。このコースで所定の成績を修め
た学生が学部へ進学をする。

TOEIC IP テスト

部屋の説明

語学学習サポートの一環として、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。
お昼休みの時間に外国人講師または外国人留学生と昼食を食べながら外国語で会話をしま
す。語学力アップのためだけではなく、日本にいながらにして異文化に触れる機会としても
活用できます。本学の学生であればどなたでも予約なしで参加可能。学年や語学力も問いませ
ん。お昼ごはんを持って、気軽に参加してください。
スケジュールは下記のとおりです。

日本へ留学するきっかけを教えてください。

受験料

キッチンの説明

交流文化学部 交流文化学科 ３年

「会話室」のご案内

日本語は、こちらへ来て初めて勉強をしました。名古屋市内にある日本語学校で1
日2時間の授業を週2回、約9ヶ月間通いました。勉強以外ではレストランでアルバイ
トをしていたことで日常会話はできるようになりました。それでもまだ知らない言葉
がたくさんあるのでいつも電子辞書を持ち歩いています。授業で先生から聞いた用語
や、友達から聞く新しい言葉など、その場で辞書を使って意味を調べます。話せるよ
うになるためには練習することが大事だと思います。日本語は話すより書くほうが難
しいです。特に漢字が難しく、パソコンを使うと同じ発音の漢字がたくさん出てきて
分からなくなります。手書きのときはストローク（漢字を書くための、はね・はらい
方など）や書き順が難しくて苦労しています。

Q

International House

アイハウスチューター大活躍

ク

私は2007年の9月に日本へ初めて来ました。それまでは、ネパールの大学院で勉強を
していましたが、日本へ来る半年ほど前に結婚をしました。夫が愛知淑徳大学で勉強
をしていましたので、私も日本で住むことになりました。

Q

9月27日（木）に、アジアからの留学生と日本人学生の交流
会が、星が丘キャンパス1号館多目的ホールにて開催されま
した。今年9月に入学した韓国・大邱カトリック大学校から
の特別科目等履修生2名と、中国・天津外国語大学からの複
数学位取得プログラム留学生4名（ともに星が丘キャンパス
所属）は、「日本人の友だちがたくさん出来た」と喜んでお
り、日本人学生も学んでいる言語のネイティブスピーカー
と知り合いになれ、
「学習意欲が増した」
「交換留学を目指し
ているので、友だちになって情報交換したい」
、などと話し
ていました。

活動内容

07:30
08:15

ADHIKARI Rejina Pathak さん

Q

9月27日 留学生交流会 ( 学部・大学院生 ) が
開催されました

ウエスト・バージニア大学
語学研修のある1日

愛知淑徳大学では様々な国から来た留学生が学んでいます。ネパール出
身の ADHIKARI Rejina Pathak さんは家族と名古屋で暮らしながら、現
代社会研究科で勉強をしています。Rejina さんの留学生活について聞い
てみました。

Q

2012年度留学生別科入学式が８月31日（金）に長久手キャ
ンパス11号棟ミニシアターで行われました。今年度は7カ国
から14名の新しい留学生を迎え入れ、継続生１名と合わせ
合計15名という、例年よりも少ない人数での学期開始とな
りました。
石田副学長より入学許可が与えられた後、新入生を代表して
中国の北京師範大学からの交換留学生、呉 夢琪（ゴ ムキ）
さんがスピーチをし、緊張した面持ちで日本での留学生活
に対する期待と抱負を日本語で語りました。
入学式終了後は写真撮影と歓迎パーティーが行われ、留
学生別科の教員や日本人学生との交流を楽しんでいました。

6

夜

1部屋に集まり韓国ドラマ鑑賞
韓国版イケメンパラダイス『美しい君へ』を聴力トレーニングを兼ねて鑑賞。

３年

ウエスト・バージニア大学のある
モーガンタウンの印象を教えてください。
自然がとても多く、過ごしやすい場所で、モー
ガンタウンの住民のほとんどが学生や大学関係者
だったので、メインストリートなどは活気に溢れ
ていました。

朝

ホテルの前に並ぶ屋台で買ったキンパ（約100円）
歩いて大学まで行く（約20分）
テキストのテーマに沿った会話中心の授業

国際交流センターからのニュース

8月31日、2012年度留学生別科入学式が
挙行されました

短期研修参加者レポート

07:20 起床
07:40 朝食
08:30 登校
09:10〜13:00

140mm

11月8･9日
11月8日
〜12月25日
1月12日
2月上旬
3月中旬
5月
6月
7月
8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
（出発までに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

①12:40
②13:05

〜
〜

13:05
13:30

各キャンパスの国際交流センターで
予約手続きをしてください。

●編集後記
11月に入り冬本番がもうそこまで来ている気がします。こ
れからインフルエンザの季節でもありますよね。今回の特集に
関連して、ドイツでの風邪の民間療法を調べてみると、日本の
「たまご酒」に似た「たまごワイン」や、ひざ下をお湯で温めた
り水で冷やしたりする「温冷浴」など、日本と似た習慣が多く
見られ、ドイツをさらに近くに感じました。皆さんもキャンパ
ス内の留学生と、こんな話題でおしゃべりしてみてはいかがで
すか？お互いの国の意外な共通点が見つかるかもしれません。
◇◇◇◇◇
国際交流センターでは様々なイベントや、留学・語学学
習に関するサポートなどを行っています。国際交流セン
タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.aasa.ac.jp/institution/
international) では、最新情報をチェックできますので、皆さ
んの視野をさらに広げるために積極的に活用してくださいね。
◇◇◇◇◇
次回の INE 54号は2013年4月発行予定です。どうぞご期待
ください！ ( タ )

