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受講学生に聞きました！
！
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3年
●これから私たちがどういった進路を目指し、ど
ういった勉強をしていくべきか考えさせられ
るとても良い講義でした。
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愛知淑徳大学

受講学生の声

3年
●「夢と志を持ち、自分を信じ社会に貢献し、自
分がやりたい事をやっていけばいい」という長
久先生の言葉にとても勇気づけられた。
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半井 尚美先生

年度の「Central Japan」では、医薬品業、電気・ガス業、食品業、サービス業、
繊維・衣料業界から講師をお迎えし、お話をうかがいました。講師は全員、世界
で活躍するビジネスマン。授業では、これまで携わってこられた仕事の話から人生観まで、普段
なかなか聞けないような貴重なお話を聞くことができます。特に仕事に対する誇りや情熱、姿
勢などのお話は、多くの学生が刺激を受けたようで、
「仕事」のイメージが変わったという学生
もいました。
「Central Japan」が「仕事」や「働く」とは何かを考えるきっかけとなり、今後の
就職活動や将来の仕事で活かしてもらえればうれしいです。
一方、
「Traditional Arts in Japan」はその名の通り、日本の伝統文化を学ぶ授業です。みなさ
んは、日本の文化について外国の方に分かりやすく伝えることが出来ますか？ 案外日本文化
について知らないことも多いのではないでしょうか。この授業では、日本舞踊、歌舞伎、から
くり人形、折り紙、生け花などの専門家から直接お話をうかがい、それぞれの歴史や芸能につ
いて学びます。実際に生け花や日本舞踊などを体験する機会もあり、少し敷居の高い
イメージのある伝統文化を身近に感じていただけると思いますよ。
「Central Japan」
「Traditional Arts in Japan」ではこれからも魅力的な授業を提供して
いきますので、ぜひ受講してくださいね。お待ちしています。

Traditional Arts in Japan
第
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ジュネジャ・レカ・ラジュ氏

3年
●日本人ではないジュネジャ先生ならではの視点で、
日本には、
「ふわふわ」
「さくさく」など食感に対す
る言葉が445個あるということを説明していただい
たことが印象に残っています。また食品業界におけ
る日本の技術力の高さを感じました。
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回 中部電力

3年
●人々の生活に欠かせない「電気」を作り供
給する地域密着型の企業であり、私たちの
生活を支えている事業であるという点に
魅力を感じました。

（株）
回 生化学工業

中郷 浩史氏

世なる海外企業と交渉するための心得、また「英語はあく
界で活躍されてきた経験談を交え、商習慣や文化が異
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日通旅行（株）団体営業課課長

篠田 五重氏

2012

Central Japan

3年
●有松絞りの歴史や素晴らしさを知ることができた
ほか、流行に左右されない価値観の大切さを感じた
講義でした。多くの経験をして、様々なことを学
び、有松絞りのような地元の素晴らしい伝統工芸を
これからも伝えていくことが重要だと思いました。

「我人生的 富」（私の人生の財産）
優秀賞
赤尾紗希さん
交流文化学部

交流文化学科3年（出場時2年）

「我和中文」（私と中国語）
優秀賞
大江彩乃さん

交流文化学部

「不怕困
参加賞

交流文化学科3年（出場時2年）

」（困難を恐れずに）
7名

回

からくり人形

千田 靖子氏

3年
●からくり人形の精密さやその素晴らしい技術に驚きました。特に、
弓曳き人形や茶運び人形は、その一動作一動作に愛らしさがあり、
海外でも人気だという理由が分かりました。
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Point!
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回

女性

有松絞り

竹田 嘉兵衛氏

第
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回 歌舞伎

渡辺 久男氏

回 華道

像にて日本舞踊の大曲「鏡獅子」を

石田流次期家元

石田 巳賀氏

3年
●華道は格式の高いものだと思っていましたが、
PowerPoint を使って分かりやすく講義してくだ
さり、また実際に花を生けてくださったことで、
華道をとても身近に感じることができました。

3年
●音がないものを音にすること
で、臨場感が出るというお話
を聞き、実際に歌舞伎を鑑賞
してみたいと思いました。

第

西川流師範

意味などについて分かりやすく解説して
いただきました。最後に西川流の和の
フィットネス「NOSS」を学生たちに実
践で紹介してくださるなど、終始和やか
な雰囲気の中での講義となりました。

、表現できるようになる
日本の伝統文化について英語で理解

男性

日本舞踊

西川 千雅氏

映鑑賞しながら、一つ一つの動きの

仕事をする」
という意味を
実践的に学ぶ

とは？

回

3年
●フラワーアレンジメントは左右対
称なのに対して、いけばなは空間の
美を表現しているというお話が印
象に残っています。疑問に思いそう
で意外と知らないことだったので、
疑問に思ったことは積極的に調べ
ることが大切だと感じました。

3年
●歌舞伎は酔わせる、酔わせないものは歌舞伎ではないというお話
はとても印象に残りました。また授業後半の英語での講義の中で、
歌舞伎は英語と同じで分かるまでが難しいが、分かれば面白いとい
う話を聞き、ぜひ一度歌舞伎を鑑賞したいと思いました。

3年
●「日本舞踊」について私はほとんど知識がな
かったので、西川先生のお話はどれも新鮮
でした。特に、先生が解説されながら実際
に踊ってくださったときに、
「日本舞踊」の
面白さを実感することができました。
3年
●「ハレの日、ケの日」の話が印象に残ってい
ます。昔は休日が年に2回しかなく、非日常
の「祭り」
（= ハレの日）が、日常のケガレ
（気枯れ）の状態を晴らすために、よりいっ
そう楽しまれたという話です。それに対し
て、現代は楽しいことが多すぎて、たくさん
喜び はあるものの、一つ一つの 喜び
が小さいように感じました。

活躍する卒業生

今回は、北京第二外国語大学教授の黄菊花
先生をゲスト審査員にお招きし、審査に加
わっていただきました。今回のスピーチコン
テストについて、黄先生と全学中国語教育運
営委員会主任の馮富榮先生にお話をうかがい
ました。また、最優秀賞に輝いた、安田ひと
みさんにも今回のスピーチコンテストに出場
した感想などについて質問しました。

交流文化学科3年（出場時2年）

2

3年
●千田先生のように日本の良
さを海外に伝えたり、相互
にプラスになるような活動
がしたいと思いました。

日本の伝統文化に
携わる方を外部講
とは？
師として招き、伝
などについて、英
統文化にじかに触
語を交えた講義の
れ、その歴史、現
中で学びます。
状

第7回中国語スピーチコンテストが
開催されました！

交流文化学部

第

Point! 「英語を使
って

全学中国語教育運営委員会主催

審査結果
最優秀賞
安田ひとみさん

3年
●折り紙が海外にもあるということをはじめて知
りました。また実際に折り紙を体験させていた
だき、これをきちんと覚えて、他の人にも教え
られたら素敵だなと思いました。

川畑 文昭氏

Traditional Arts
in Japan

2年
●講義中に何回もおっしゃっていたプロという
言葉がとても心に残っています。

北京第二外国語大学 教授

回

折り紙創作家

3年
●日本の伝統品が世界のファッション業界で認めら
れているという話を聞き、日本人として嬉しく思
いました。

2012年12月14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7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。過去最多の27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、中国語で堂々と
スピーチしました。

1

3年
●想像もできないようなものを1枚の紙か
ら作っていることに驚いた。外国人が見
たら、もっと驚くのではないかと思う。

外部講師として
る企業の第一線で活躍している方を
中部地方から世界に向かって進出す
学びます。
どを
割な
業活動の内容、社会に対する役
迎え、英語を交えた講義の中で、企

※学年はいずれも受講時

2年
●お客様とも職場の仲間とも「つながり」
を大切にする仕事につきたいと強く感
じました。
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年度より国際交流センター開設科目となった「Central
Japan」と「Traditional Arts in Japan」（ともに後期開
講、クォーター科目）の講義内容やその魅力について、担当教員
の半井尚美先生と、実際に「Central Japan」、「Traditional Arts in
Japan」を受講した学生の皆さんに、お話をうかがいました。今年
度後期の授業を履修する際の参考にしてください。

開設
回

3年
●折り紙には限界がないことを知り、夢
が広がりました。

の魅力を探る!

開設

までさまざまな国の人と思いを伝え合うツールの1つであり、
相手に伝える気持ちが大切」であることなどを語っていただきま
した。また、代表学生6名が英語による 海外企業との商談 を疑似
体験し、製品の卸売価格の値下げや安全
性のアピールなどについて、失敗を恐れ
ず交渉を進めました。学生たちにとって、
英語コミュニケーション能力の重要性を
あらためて感じられた貴重な体験となっ
たことでしょう。

第

Traditional Arts
in Japan

広報部

酒井 正美氏

3年
●東日本大震災での原発事故以降、中部電力で
はどのような対策がとられているかがよく
分かりました。社会で働くことへの責任を強
く感じました。

太陽化学（株）

回

2

受講学生の声

コウ

中国語を学習する上で、
大切なことは何だとお考えですか？

本学で中国語を学んでいる学生に
メッセージをお願いします。

やはり、中国語を習得するためには、発音とア
クセントが大変重要であると同時に、大変難しい
関門だと思います。しかし、正しい発音とアクセ
ントなしに中国語の習得は成しえません。一歩一
歩焦らず、学んでいってほしいと思います。

大学という大きな舞台を思う存分に利用し、諸
先輩に負けず、彼ら以上に活躍してください。来
年ぜひ、中国語スピーチコンテストという舞台に
立って、堂々とスピーチしてください。皆さんが、
光り輝く学生生活を送ることを願っています。

愛知淑徳大学で中国語を学習している学生に
メッセージをお願いします。
皆さんが中国語を学び、そして中国に直接行っ
てみることは、中国と日本がお互いを理解する第
一歩になります。現在の状況に影響されず、皆さ
んが今後両国にとって、より良い関係をつくって
いくための架け橋となってくださることを期待し
ています。

キ ッ カ

黄 菊花先生

今回のスピーチコンテストを審査していただ
いた感想をお聞かせください。
愛知淑徳大学は、外国語大学として設立さ
れているわけではないのにもかかわらず、中
国語のレベルが高いことに驚きました。これ
は学生と学生を指導する先生方、双方の努力
の賜物だと思います。出場者の皆さんのス
ピーチにもあったように、多くの方が中国へ
の短期研修を経験し、現地での生活を身を
もって体験した中で、メディアの報道に左右
されない広い視野で、現在の中国と日本の関
係を見ていることを頼もしく思いました。
黄先生は、他大学などでも中国語のスピーチコ
ンテストの審査員をなさっていらっしゃいま
すが、スピーチコンテストが中国語学習者にも
たらすメリットについて教えてください。
語学力の向上につながることはもちろん、
スピーチの原稿について検討する段階から、
バランスよく客観的に物事を見る能力が得ら
れると思います。学生の皆さんには、スピー
チコンテストを通して得た広い視野を持ち、
中国語を武器にして、中国市場にどんどん進
出していくような人材になっていっていただ
けることを期待しています。

全学中国語教育運営委員会 主任
フォン

フーロン

馮 富榮先生

今回のスピーチコンテスト
の感想をお聞かせください。
出場者は全員、発音がす
ばらしいだけでなく、感情
などの表現力がとても豊かで、教員としてもびっ
くりしております。本当によく頑張ったと思いま
す。全員に優秀賞をあげたいほどです。こんなに
立派に成長している学生の姿を見ると、とても嬉
しく思います。
先生が中国語を学習している学生にスピーチコン
テストの出場を勧める理由は何ですか。
チャレンジ精神、一生懸命に頑張ること、これ
らは社会から求められているものです。大勢の学
生の前で、中国語でスピーチをするには、まず
チャレンジ精神が必要です。その上苦しい練習を
毎日何時間もしなければなりません。それでも、
結果が芳しくないときもあり、ショックを受ける
こともあるでしょう。しかしそのすべては、学生
を成長させるために、不可欠な要素です。スピー
チコンテストという舞台を提供することによっ
て、多くの輝く学生を育てたいと思っています。

最優秀賞 安田ひとみさん
（交流文化学部 交流文化学科3年）

スピーチコンテストに出場しようと思った
きっかけを教えてください。
今まで２年間以上、中国語を勉強してきて、自
分の中国語のレベルがどのくらいなのかを確か
めてみたいという気持ちがあったことと、去年
最優秀賞を受賞した片岡聖大さんのスピーチを
聞いて、自分も１年後あんなふうになりたい、と
１年生の頃から憧れながら中国語を勉強してき
たので、出場を決意しました。
出場に向けて、どのような練習をしたか
教えてください。
予選に向けての練習は主にゼミの先生である
馮先生に指導していただきました。馮先生がス
ピーチの原稿を読んでくださったものを携帯電
話に録音し、通学時や家で音楽を聴く代わりに
たくさん聴きました。本戦出場決定後は、さら
に音源を聴きこみ、中国人留学生からも発音指
導を受けるなどして、早い段階で原稿を暗記し、
どこでも練習が出来るようにしていました。電
車の中やお風呂の中、布団の中など、朝から晩ま
でひとりでぶつぶつしゃべりながら練習してい
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ます。今回ご紹介するのは、2007年から1年
間、中国の北京師範大学へ留学された丸亀直斗さんです。

丸亀 直斗さん
（コミュニケーション学部 言語コミュニケーション学科 2009年度卒業）

1

現在のお仕事の内容について教えてくだ
さい。
世界をフィールドとして働いてみたいと
いう思いから、物流業界に就職しました。そ
して、入社2年目の秋より、駐在員として、
上海事務所で働いています。上海でもやは
り現場を学ぶことからスタートし、いまは倉
庫管理者を任されています。
日本人スタッフと中国人スタッフの橋渡
し役として日々の業務を行っています。

3

2

交換留学の経験と、現在のお仕事のつな
がりについて教えてください。
一般的には、日本での業務経験の浅い入
社2年目の社員を海外に出向させるというの
は、まれなケースです。しかし、交換留学
を経て身につけた語学力があったからこそ、
若くして上海駐在というチャンスに巡り合
えたと思っています。また、倉庫ではロー
カルスタッフとともに働いており、１日の
90％は中国語で会話しています。現地の言
語で会話することは、ローカルスタッフと
の信頼関係を築く上で非常に重要な要素に
なっています。

スピーチコンテストを終えた感想と、
今後の目標についてお聞かせください。
ここまで必死に中国語を勉強してきて本当に
よかったと改めて思います。今まで自分の意見
を大勢の方たちの前で発表することを恥ずかし
いと考えていた私が、堂々と皆さんの前で、しか
も中国語でスピーチをすることができたのも、
中国語を勉強してきたからこそだと感じていま
す。中国語の勉強をさせてくれている両親に感
謝したいです。
今後の目標は２月からの半年間の留学を通し
て、さらに中国語の会話力を高める
ことと、中国への理解を深めるため
に、両国の文化の違いを学ぶことで
す。さらに、３年生の間に HSK ６
級（＝最上級）を取得することを
目標として頑張りたいと思い
ます。

在学中に語学力を伸ばすために努力し
たことや、おすすめの勉強法などがあ
れば教えてください。

1

言語を学ぶことのみを
最終目標にしないこと。

2
3

一緒に切磋琢磨できる仲間を
見つけること。
単語テストの目標は毎回100点！ 99点
で妥協しない気持ちを持ち続けること。

4

在学生の皆さんにメッセージをお願い
します。
英語や中国語などの言語そのもの、もしく
はそれを話せるようになった自分に憧れを
持っている人が多くいると思います。それ
は決して悪いことではありません。
（私もそ
うでした。）しかし、本気で言語を専攻しよ
うと思うのであれば、言語＋α。その言語で
あなたは何を伝えたいですか？ 何がした
いですか？ あなたにとっての＋αは何な
のか自分と向き合って考えてください。そ
れを見つけることが、言語を学ぶみなさんが
在学中にしなければいけない一番大切なこ
とだと思います。

▲ここで保税貨物の輸出入、
保管管理業務を行ってい
ます。

▲1927年に建設された上海税関は、今なお現役です。
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会話室に行こう！

〜英語会話練習「Lunch-time English Conversation」編〜

留学生別科生の 出身地 を訪ねてみませんか？

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、長久手キャンパスの英語会話練習「Lunch-time English Conversation」にお邪魔して、
担当の宋先生と参加している学生にコメントをいただきました。

日本でも有名なブランドや観光地、馴染み深いパスタやピザなど盛り沢山のイタリア、日本でも人気の韓流スターや韓国ドラマ、
今流行のサムギョプサルなど本場の韓国料理が楽しめる韓国… あなたならどちらへ？

留学後に日本で英会話をする機
会がなかなか得られなかったの
で、参加できてよかったです。ま
た、初めて会う人と英語を使って
話すのはとても楽しいです。

英語を話す機会を望んでいる人
には、ぴったりの場所です。英語
のレベルに関係なく英会話を楽
しむことができます。

留学後も英会話の
機会を持ちたいと
思い参加し始めま
した。アットホー
ムな雰囲気で会話
を楽しむことがで
き、英語の日常表
現が身に付きます。

チ ェ リ ー

マ ル タ

マ リ ア

2012年9月に本学留学生別科に入学したイタリア出身の CERRI, Marta Maria さんと、韓国、釜山にある東亜大学校からの交換
パク クンリャン
留学生、朴根 さんに、出身国、出身地の見どころをそれぞれ紹介してもらいました。

ベンヴェヌティ

イン

イタリア

Benvenuti in Italia
ようこそイタリアへ

留学生別科

チェリー

プサンエ

マルタ

マリア

CERRI, Marta Maria

プサン

チャオ

Ciao!
イタリアはピザ、パスタ、車、スポーツがとても有名ですが、実

イタリアはまだ150歳くらいというのを知っていますか？それ
以前は、戦争でたくさんの州や地方に分かれていました、国が１つ
になってから150年以上たっても、地方によって習慣や食べ物や

他学年や他学部の学生と楽しく
会話することができます。英会
話能力が上達するだけでなく、
友達の輪も広がります。

ソン

ウェイ

宋 蔚 先生

参加者の皆さんは英語の勉強と異文化
交流に熱心で感動しました。進んで面
白い話題を提供してくれ、相手の話も真
剣に聞いていました。また、皆さんは英
語が上手なだけではなく、コミュニケー
ションを取ることも非常に上手でした。
参加者は1年生から4年生までいて、学
年も学部も違いましたが、会話室を通し
て友達になり、お互いに勉強方法や就職
活動の相談事などを英語で話し合ったり
していました。一年間参加した学生がス
キルアップしていく姿が見られ、とても
嬉しかったです。参加者の皆さんのおか
げでとても楽しい時間を過ごせました。
本当にありがとうございました。みな
さんもぜひ参加してくださいね。

英語、中国語、韓国・朝鮮語の会話
室は、毎週1回お昼休み（12：40〜13：
30）に各キャンパスで開催しています。
予約不要なので、ぜひ気軽に参加し
てください。詳細は、掲示板・国際交
流センターホームページ等をご覧くだ
さい。お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。

キャンベラ大学語学研修 ホームステイ体験
オーストラリアは移民の国でさまざまな人種が共生しています。キャンベラ大学語学研修に
参加した三宅 由起さんは、アジア系の家庭で3週間ホームステイをしました。

三宅

由起さん

1

ホストファミリーの家族構成を教えてく
ださい

3

ホームステイをする時の注意やアドバイ

スをお願いします。
マレー系のお母さん（50代）と娘さん（20代）
ホームステイ先では、自分の英語力を上げるた
の2人です。息子さん（20代）もいますが、彼は婚
約者と一緒に、キャンベラ市内で別の家に住んで めにもとにかくホストファミリーとたくさん話
います。家での日常会話は英語と中国語です。お すように心掛けると良いと思います。常に目的意
母さんは7ヶ国語、娘さんと息子さんは5ヶ国語を 識を持って、積極的に動いてください。
話します。
ホームステイの食事（夕食）
＊フィッシュボールスープ
（ご飯をつぶした四角い団子状
のものとカマボコのスープ）

2

自分の予想と実際のホームステイでは違
いがありましたか？

ホストファミリーは留学生を中心に生活して
くれると思っていましたが、実際は少し違ってい
ました。自分からホストファミリーに物事を頼ん
だり、行動しないと相手も動いてはくれないとい
うことが分かりました。
オーストラリアはとても乾燥した気候で水不
足になることが多いため、ホームステイ先では水
の使用量が制限されていました。洗濯が週2回、お
風呂 ( シャワーのみ ) は10分以内と決められてい
たことが、日本とは大きく異なっていて驚きま
した。

朝食にはチョコレートをぬった
食パンやコーンフレーク、昼食
はお母さんがお弁当に作ってく
れたパスタやサンドウィッチを
大学で食べました。

くピッツェリアへよく行きました。そして、食後にコーヒーを注文します。コーヒーの注
ノ

さい。イタリアではコーヒーは人と人とをつな
ぐ大切な物でもあります。話が好きなイタリア
人にはとても大切なものなのです。

冬季派遣交換留学生出発までの流れ

2013

4月25日（木） 留学説明会に出席
26日（金） （交換留学生募集要項配布）
5月13日（月） 交換留学生試験申込
〜6月21日（金）
7月7日
交換留学生試験
7月下旬
試験結果発送
8月下旬
留学オリエンテーション開始
（出発前に3回実施）
11月
留学先での履修についての確認
12月
交換留学生認定式

説明会開催日
4月25日（木）17:00〜18:30
星が丘キャンパス 52A
4月26日（金）17:00〜18:30
長久手キャンパス 937

20141月
2月

渡航手続き・ビザ申請
出発

語学学習相談のご案内
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。

次にイタリアへ行く事がありましたら、この

こと）

カフェの

本でいう

BAR（日

ようなイタリアの色々な顔を楽しんでください。
ブォン

ビアッジョ

Buon Viaggio!（旅行を楽しんでね！）

京錠

願いの南

短期研修参加者レポート

米国 NPO インターンシッププログラム
2013年2月7日から3月9日まで「米国 NPO インターンシッププログラム」に
参加した高柳有希さんに感想を聞きました。
教育学科

4年

高柳

ホームステイ先のご夫婦と一緒に

有希さん

私は、米国 NPO インターンシップのプログラムを通
して、自分を大きく成長させることが出来ました。
DC で過ごす毎日はとても楽しく、ホストファミ
リーと過ごす日々は、私の英語スキルを成長させてく
れるだけでなく、いつでも私を幸せにしてくれまし
た。また、休日にはホワイトハウスやキャピトル、様々
なミュージアムやショッピングなどにも行くことがで
き、アメリカ文化にもしっかりと触れることが出来る
充実の日々でした。そして、ワークサイトでの日々は
私を大きく成長させてくれました。
私は、E. L. Haynes という学校の art studio でイン
ターンとして働きました。私はそこでアシスタントを
しながら、日本語やちぎり絵などの日本文化を教え
ました。また、先生の代わりに art の授業を任せてい
ただくなど貴重な経験もさせていただきました。異
文化の中で授業をすることは、不安や怖さもありまし
たが、私にとって大きなチャンスでもありました。目
の前にある課題にポジティブに挑戦し、それを楽しむ
ことがいかに素晴らしいことか、身をもって知りまし
た。課題を乗り越えた今、自分に自信をもって、より

たくさんのことに挑戦する勇気を持つことができまし
た。はじめは難しいと感じた、日本語や日本文化紹介
の仕方、クラスコントロールの仕方も、毎日の授業や
素敵な先生方との相談から積極的に学ぶことで、新し
いアイディアや価値観の習得につながりま
した。私を応援してくださる先生方や子ど
もたちの笑顔は私にたくさんの力をくれま
した。日本人という特性を生かし日本文化
をシェアさせてくれるだけでなく、アメリカ
人ではない私にも平等な機会を与えてくれ
た彼らのおかげで、私は素敵な体験が出来
ました。私をたくさん助けて応援してくれ
た先生方と元気で心優しい子どもたちに心から感謝し
ています。彼らの優しさのおかげで、私はいつでも笑
顔で価値のある日々を送ることが出来ました。人種や
文化の違う様々な人たちが、互いを尊重しながら助け
合って共生していくアメリカ社会の素晴らしさを、そ
んな学校生活の中でも感じることが出来ました。
一ヶ月という短い研修期間でしたが、素敵な人たち
と過ごしたかけがえのない日々は私の宝物です。

ホ ー ル

皆さん、こんにちは〜。ギターや写真撮
影が好きです。楽しく日本語や文化を学
びたいな〜！

英語

中国語

韓国・朝鮮語

星が丘
毎週 月〜水曜日
キャンパス

毎週木曜日

毎週金曜日

長久手
毎週 月〜木曜日
キャンパス

毎週金曜日

毎週木曜日

時間
予約受付

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。

ジスク

鄭 芝淑先生（韓国・朝鮮語

語学学習相談担当）

ヨロブン、アンニョンハセヨ
（みなさん、
こんにちは）
。
韓国・朝鮮語の語学学習相談は、学
習者が学習していく中で直面する様々
な問題点を早期に見つけ、韓国・朝鮮
語担当教員に相談することでより効率
的な学習方法を早く見つけるための制
度です。今までに寄せられた相談内容
には、韓国・朝鮮語学習方法に関す
るものが最も多く、学習能力の伸び悩
み、将来の仕事に関する相談などがあり
ました。 担当者は学習者の学習目標、

学習方法、関心などに合わせて、その
人に最も適切なアドバイスができるよう
相談に応じています。韓国・朝鮮語学
習者はもちろん、これから韓国・朝鮮語
を習おうかと迷っている学生も大歓迎で
す。自分一人で悩まないで、韓国・朝
鮮語担当教員と話をしてみてはいかがで
しょうか。
大学にある語学学習相談を通じて、
自分に合う正しい外国語学習法を見つ
け、より楽しい外国語の習得ができるよ
うに、気軽にご利用ください。

2012年度
春学期留学生別科新入生

インターンシップ先の
E.L. Haynes School

毛利

唯花さん

私は今までの行動力のない自分の殻を破りたくて今
回の交換留学に挑戦しました。
いざ中国で生活をしてみると、文化や風習の違いに
戸惑い、トラブルと言葉の壁にぶつかる毎日でした。イ
ンターネットのつなぎ方が留学生の生活ガイドブック
に書いてあることと違い、フロントに尋ねても詳細が
聞き取れなかったり、クラスメイトと会話できなかっ
たり、授業で発表に支障が出たりして、自分の語学力の
低さに何度も挫折しそうになりました。人とコミュニ
ケーションをとるというのはなんて不便なことだろう
と、ひきこもりがちになったこともありました。しか
し、留学をして半年が経った今、この不便だと思って
いた人とのコミュニケーションのおかげで中国語を話
す機会が増え、語学力が上達したと感じられるように
なってきました。
寮の部屋が近い本科生の方に北京に来た初めのころ
に助けていただき、その方からの紹介でたくさんの方
と知り合い、様々な活動を
することができました。特
に私の中で大きく変わった
出来事は、留学生の発表会
の予選に学生バンドとして
参加したことです。6人中5
人が日本人でしたが、1人韓

国人がおり、彼とは中国語で会話をしていました。私の
能力では彼に言いたいことが伝わらないということが
ほとんどでしたが、彼のおかげで友達の力を借りてで
も伝えようとする意志の重
要さを知りました。
バンドに参加したその
後、私は積極的に外へ出て
人と話そうと努力していま
す。残り半年間、ベストを
尽くして悔いのない留学生
友達と夕食に行きました。
活を送りたいです。

クラスメイトと昼食に行きました。

授業最後の時にクラスメイトと

バンドの打ち上げ

ク

ロ

ー

リ

ン

アレックス

皆さん、初めまして！僕はファッションに興
味があって日本のスタイルを色々調べたいと
思います。よろしく！

国際交流センターの活動を報告します。

10

長： 16日、星：19日

11
月

【有料】TOEIC IP テスト

28日

【無料】韓国語能力試験

実施

実施

留学生別科フィールドトリップ（京都）

星： 10/2−1/15

中国語会話室「聊天室」開催（週1回）

星： 10/1−1/21
長： 10/2−1/15

韓国・朝鮮語会話室「カチバン」開催（週1回）

星： 9/27−1/17
長： 9/28−1/18

英語会話練習「Lunch-time English Conversation」開催（週1回）

長： 8日、星：9日

2013年度夏季派遣交換留学説明会

開催

長： 12日、星：13日 「中国語海外セミナーⅠ」南京師範大学語学研修

12
月

1

「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

27日
31-11/1日

クラスメイトと昼食に行く途中です。
大学の最寄りの地下鉄の駅です。

マ

MACLAURIN, Alex さん
（オーストラリア）

イベントカレンダー【2012年10月〜2013年3月】

交換留学生からの現地レポート

3年

ア ン ガ ス

HALL, Angus さん
（オーストラリア）

月

文学部国文学科

―まもなく募集が始まります―

※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。

コーヒーは『エスプレッソ』ですから注意して下

メン（
：冷麺より柔らかい小麦粉麺）やデジクッパブ（
：豚肉のクッパ）等で
すが、僕が一番にお勧めするのはテンジャンチゲです。
「テンジャン」とは味噌のことで、ナ
ンポドンのテンジャンチゲには大根、たまねぎ、貝類な
ロッテデ
パート屋
どがたくさん入っていてとても美味しいです。
上からの
景色
ご飯を食べたら観光ですね。ナンポドンの全景を見る
にはプサンタワーから見下ろすのもいいですが、ザガル
チ市場にある「プサン魚介類組合の展望台」や「ロッテ
デパートの屋上の公園」から眺める海もお勧めです。
「ロッテ
デパートの屋上の公園」には「願いの南京錠」という鉄網が
ありますので、思いを込めて試してみてはいかがですか。
ちょっと休むならカフェがい
いでしょう。せっかくだからチェーン店のカフェより、ナンポ
ドン KFC の周辺やボスドン本屋街近辺の地元の人たちが通うよ
うな、おしゃれで美味しいカフェにぜひ行ってみてください。
ここに書いた情報は少ないため、もしもっと情報が必要な方
は、学内で僕を見かけたときに気軽に話しかけてください。

2012年度夏季派遣の交換留学生として現在、北京師範大学に留学中の毛利
唯花さんに留学中の様子を聞きました。

2013年度冬季派遣交換留学
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。

文は食事が終わったことを意味します。イタリアで

カプチー

ン』

ルミ

『メ

名物

ン
プサ

）や、韓国5大寺院の１つで、国の宝物（日本でいう重要
（
ポ モ サ
文化財）に指定されている梵魚寺（
）など、観光名所がたく
さんあります。皆さんにプサンのいろいろな所を紹介したいのです
が、スペースが足りないので今回はプサン観光で外すことのできな
いナンポドンエリアについてご紹介します。
ナンポドンは、プサン港沿いに位置する港町で、韓国一の海産物市場であるザガルチ市場
やプサンタワーなどの観光地が有名です。そんな活気あふれるナンポドンの僕のお勧め観光
プランを紹介しましょう。
旅行は体力の消耗が大きいので、まず美味しいものを食べましょう。プサンの名物はミル

留学生活の前半を終えて

ホストファミリーと一緒に
三宅 由起さん（右端）

チョン

たいときはピッツェリアがおすすめです。私もイタリアでピザが食べたいときは石釜で焼

文学部

短期研修参加者レポート

3年

「ミラ

DUOMO

で足を運んでみて下さい。そうすれば、少し違ったイタリアを見つけることが出来ると思
います。

クンリャン

Korea

」
ノ大聖堂

シンプルなイタリア家庭料理や地方料理と出会えます。また、本当においしいピザを食べ

2012年度担当

交流文化学科

のパスタ料理でも味が違ったりするのです。一度旅行へイタリア

イタリアの家庭料理が食べたい時はトラットリアがおすすめです。アットホームな場所で

Lunch-time English Conversation

交流文化学部

Italia

建築が違います。例えば、地域によって洋服が違ったり、同じ種類
へ行ったことがある人は、次はツアーではなく、色々な場所へ自分

パク

朴根

プサンのナンポドン（南浦洞）をご存知ですか。
へ ウ ン デ
僕の大学があるプサンには、韓国最大のリゾート地、海 雲台

ろいろな発見ができる国だと思います。

日常生活に英語で会話する機会
がないので、とても役立ってい
ます。毎回、会話の主なテーマ
があり、グループでの会話がと
ても楽しいです。

留学生別科

ようこそ韓国、釜山へ

はほかにもおいしい食べ物や面白い文化がたくさんあり、毎日い

ここには長期留学
に行かれた経験の
ある方もたくさん
集まるので、英会話
力を伸ばす良い機
会となっています。

バンモンヘチュセヨ

10日

【有料】日本語検定

2日

【無料】HSK

9日

【無料】TOEFL ITP テスト

月

2
月

3
月

実施

2012年度冬季派遣交換留学生認定式

14日

第7回愛知淑徳大学中国語スピーチコンテスト

25日

留学生別科修了・認定式

12日

2013年度夏季派遣交換留学

24日
30日

危機管理セミナー

19日

開催

学内選考試験

開催

留学生別科社会見学 ( 岡崎・カクキュー )
【無料】TOEIC IP テスト

実施

2012年度冬季派遣交換留学生
7日

開催

実施

10日

星： 16日、長17日

募集説明会

実施

渡航

「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5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9日帰国）
留学生別科フィールドトリップ（妻籠、馬篭）

2013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。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。
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及びアカデミック
ポータルに掲載されます。

国際交流センター短信
危機管理セミナーが開催されました
国際交流センターでは、2013年１月16日（星が丘キャンパ
ス）と17日（長久手キャンパス）の両日、交換留学や短期
海外研修、また、私費留学や旅行等で海外への渡航を予定し
ている学生を対象に、外部講師をお招きして「危機管理セミ
ナー」を開催しました。
セミナーでは、海外渡航時にどのようなリスクがあり得る
のか、どのようにリスクを予測し、回避すればよいかを映像
資料で具体的に学ぶとともに、万が一、そのような危機に遭
遇した場合、どのように行動すべきかについて詳細な説明が
なされ、両キャンパス合わせて約100名の出席者は、真剣な
表情で熱心にメモを取っていました。
本学では海外での危機管理に関する初めてのセミナーでし
たが、国際交流センターでは今後も夏季・春季の長期休暇前
に定期的にこのようなセミナーを開催する予定です。海外渡
航を計画している本学のすべての学生に参加を広く呼びかけ
るとともに、センターが開設する短期研修プログラム参加者
及び各種の留学制度に基づき留学するすべての学生について
は出席を義務づけることにしています。

TOEIC IP テスト

試験日及び試験会場

申込み期間

対象

受験料

6月15日（土）午前
星が丘キャンパス

4月29日（月）
〜5月15（水）

全学生

有料
（3,305円）

8月9日（金）
午前または午後（※募集要項確認のこと）
星が丘キャンパス

6月24日（月）
〜7月5日（金）

全学生

無料

4月15日（月）
〜4月26日（金）

全学生

無料

全学生
※申込み条件あり
募集要項確認のこと

無料

TOEFL ITP テスト

5月26日（日）午前
星が丘キャンパス

HSK

7月21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

日本漢字能力検定

6月30日（日）午前
星が丘キャンパス

韓国語能力試験

10月20日（日）
※時間および会場は募集要項確認のこと

5月27日（月）
〜6月7日（金）
5月13日（月）
〜5月24日（金）
７月上旬予定
※募集要項確認のこと

全学生
全学生
※申込み条件あり
募集要項確認のこと

（2級
準2級

有料
3,500円
1,800円）
無料

●編集後記
花粉症の季節がやってまいりました。日本のスギ花粉症は世界三大花粉症のひとつとされていて、残り2つのうち、1つは主に
ヨーロッパを中心としたイネ科花粉症、もう１つはアメリカ全域のブタクサ花粉症ですが、花粉症有病率は日本のスギ花粉症
が26.5％ (4人に1人以上！ ) と、最も高いそうです。またくしゃみの擬音語について調べてみるとアメリカ、カナダなどでは、
｢achoo！（アチュー）｣、イギリスでは ｢atishoo！（アティシュ）｣、フランスでは、｢atchoum！（アチュム）｣、スペインで
は ｢achís!（アチス）｣、イタリアでは「eccì!（エッチー）｣ 中国では ｢ 阿嚏（アティ）｣、韓国では ｢
( エチュィ )｣ と言語が
異なっていてもくしゃみを表現する擬音は比較的似通っており、擬音語の面から見ても日本語の ｢ ハクション ｣ がかなり特異であ
るように感じられます。また花粉症対策として欠かせないマスクの着用もアジア圏特有の対処法だそうです。独特の花粉症文化
をもつ日本で花粉症と戦っているみなさん、この季節を頑張って乗り切りましょう！！
◇◇◇◇◇
国際交流センターホームページでは、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。
http://www.aasa.ac.jp/institution/international 是非ご覧ください。
次号 INE No. 55は2013年11月発行予定です。お楽しみに。
（タ）

