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1卒業後の進路と韓国企業で仕事をすることになった経緯は？
　卒業後は、地元の金融機関で窓口係とし
て働いていました。中学生の頃からメディ
アを通して韓国に関心を持っていた私は、
「韓国人の心のあたたかさ」を感じる度に、
いつか韓国と関係のある仕事がしたいと
考えていました。そんな時、日本からのお
客さまも多い韓国のホテルで日本語をネ
イティブとするスタッフの募集を見て応
募したのが、韓国で働くことになった経緯
です。

4医療福祉学部に所属しながら、語学学習にも力を注ぐのは大変だったと思い
ますが、どのように韓国語を勉強しました
か。またモチベーションアップのための方
法があれば、教えてください。
　1年生の夏休みに参加した梨花女子大学
校語学研修で得た経験が大きく影響して
いると思います。参加当時、私は全く韓国
語が分かりませんでした。しかし、それが
かえって良かったと感じています。帰国
後、韓国語を理解したい一心で授業に取り
組みました。学部の必修科目の授業と重な
ることも多かったのですが、4年間かけて
韓国語の全科目を履修しました。また、授
業で理解できなかったところを語学学習
相談を利用して質問し、早期解決をするよ
うに心掛けました。昼休みには、会話練習
室「カチバン」に参加して韓国人留学生と
韓国語で会話をしました。日常生活では韓
国語で会話をする機会はなかなかないの
で、とても貴重な時間でした。実力を把握
するために、学内で、韓国語能力試験も受
験しました。自宅でも、ドラマやニュース
を韓国語で見たり、韓国の友人と電話や
メールをして、交流をしていました。気が
付けば、韓国語は、私にとって特別なこと
ではなく、生活の一部となっていました。

2ホテルではどのような部署で、どのような仕事をされていますか？
　客室チーム客室課に配属されています。
客室課の業務は、フロント、ベルデスク、
コンシェルジュなど、多岐にわたります。
フロントでは、宿泊のお客さまのチェック
イン、チェックアウトの手続きを中心に行
い、ベルデスクでは、お荷物のお預かり、
客室へのご案内が主な仕事です。また、コ
ンシェルジュでは、観光案内や交通アクセ
ス案内等も行います。どの仕事もお客さま
との関わりが深いです。

3韓国のホテルで働くスタッフとして、これからの目標を教えてください。
　日本語のネイティブスタッフとして、お客
さまや、他のスタッフから頼られる存在にな
ることが目標です。「日本人スタッフがいるか
ら選んだ。また利用したい」と言って頂けるよ
う、お客さまの心に残るスタッフになりたい
です。また、きめ細かなサービスとおもてな
しで、多くの方に韓国をより身近に感じてい
ただきたいです。日本での窓口業務の経験を
活かして、日韓の懸け橋になれるよう、日々
挑戦していきます。

5在学生の皆さんへメッセージをお願いします。
　韓国には、「 （始めた時点で
半分だ）」ということわざがあります。「始め
れば、半分は達成したようなもの」という意
味です。私自身も大切にしている言葉で、韓
国でもよく耳にします。何事も始めること
が大事なので、まずは始めてみてください。
新しいことを始めるには勇気がいりますが、
始めれば半分は達成したようなものなので、
ゴールもすぐそこまで来ています。また、新
しく始めることで見えてくることも多いは
ずです。何かを始めるかどうか迷ったら、失
敗を恐れずにどんどん挑戦してみてくださ
い！

児玉 紗代さん
医療福祉学部福祉貢献学科　2010年度卒業

高嶋 紘子さん
メディアプロデュース学部
メディアプロデュース学科4年（小倉 史ゼミ）

活躍する卒業生

コンテストの様子

中国語クイズ

受賞者を囲んで

　みなさんは、2013年10月に長久手キャンパス内に完成した国際交流会館（通称：ア
イハウス）を利用したことがありますか？ アイハウスの2、3階は主に留学生のための
寮施設ですが、1階は本学の学生や教職員、エクステンションセンター開設講座の受講
者が利用できる研修施設となっており、希望者は申請のうえ、利用することができま
す。ゼミやクラブでも使える研修施設ですので、みなさん、有効に活用してください。

　各研修施設によって設備は異なりますが、プロジェクタなどのAV機器が備え付け
られた部屋もあり、全室でPC接続が可能です。
　研修施設の利用を希望する場合は、国際交流会館管理事務室（アイハウス1階）で
空室状況を確認し、利用日の7日前までに「研修施設利用承認申請書」を提出してく
ださい。学生のみで使用する場合は、ゼミ担当教員、クラブ顧問などの署名、捺印が
必要となりますので、時間に余裕を持って申請してください。
　さらに詳しい内容は、管理事務室まで直接お問い合わ
せください。1階研修施設は随時見学可能です。みなさん
の利用をお待ちしています。

国際交流会館管理事務室
TEL 0561-56-0071
内線2961

　時間が限られている普段のゼミではできないことを授
業外で行おうと思い、今回アイハウスを利用しました。利
用したセミナー室には、授業で使う教室と同じように充実
したAV機器が整っており、また机やホワイトボードも
使えるため、集まったゼミの仲間と、映像を使っての勉強

会を存分に行うことができま
した。今回利用したセミナー
室では飲食も可能で、パント
リーの冷蔵庫や電気ポットも
使うことができました。外に
食事に行くよりも時間を気に
せず、ざっくばらんに話すこ
とができることも、アイハウ
スを利用する魅力だと感じま
した。

宿泊スペースはかなり広く、24.5畳の和室を女子7名で使
うのはとても贅沢でした。
　安い利用料で宿泊スペースとシャワーの利用ができ、設
備も充実しているので、ゼミのメンバー内ではこれからも
たくさん利用したいとの声が多く上がりました。時間や
場所を気にせずに研修を行うとなれば、学内にあるアイハ
ウスを利用しない手はないと思います。

研修施設
の
概要

アイハウスを
   利用して

右：高嶋紘子さん

茶室

調理室

ラウンジ

「セミナー室（3）」を利用した勉強会の様子

宿泊した「セミナー室（和室）」での１コマ

　2013年12月13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8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。音声審査に
よる予選を通過した10名の出場者が「親切な天津の人」、
「言葉の大切さ」、「親愛なる兄」などをテーマに、熱のこ
もったスピーチを行い、審査の結果、最優秀賞に畔柳結
衣さん、優秀賞に山田桃子さんと佐川愛夏さんが選ばれ、
外国語教育部門長石田好江先生より各賞が授与されまし
た。会場は250名を超える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。
　緊張感あふれるスピーチ発表の後は、和やかな雰囲気
の中、交流文化学部の学生有志による中国語劇の発表や
中国語の歌の合唱、中国語クイズとビデオ上映が行われ、
日頃の学習成果を披露するよい機会となりました。今回
のスピーチコンテストは、中国語上級者だけでなく、学
び始めたばかりの学生にとっても、中国語を身近に感じ
られるひと時となりました。
　全学中国語教育運営委員会主催の中国語スピーチコン
テストは毎年冬に開催しています。出場者募集に関する
案内は掲示やホームページなどでお知らせしますので、
興味のある方はぜひ応募してください。

第8回中国語スピーチコンテストが開催されました！

最優秀賞
畔柳 結衣さん
交流文化学部3年（出場時2年）
　　　　　　（トイレでの出会い）

優秀賞
山田 桃子さん
交流文化学部3年（出場時2年）
　　　　　　　（貴重な体験）

優秀賞
佐川 愛夏さん
交流文化学部3年（出場時2年）
　　　　　（留学の収穫）

審査結果

　全学中国語教育運営委員会主催

最優秀賞受賞　畔柳 結衣さん

　私は去年もスピーチコンテ
ストに出場しましたが、思った
ように力が出せず、悔しい思い
をしました。そして今年こそは
と思い、必死に練習しました。
　中国語の先生や留学生の友
人、一緒に中国語を勉強してい
る仲間の支えのおかげで、夢に
まで見た最優秀賞という結果
を残すことができました！本
当にうれしいです。

このコーナーでは、愛知淑徳大学に在学中に留学、短期研修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年の夏に韓国・梨花女子大学校語学研修に参加された児玉紗代さんです。児玉さん
は韓国語を使って仕事をするというかねてからの夢を実現し、2014年1月より韓国のホテルで働き始めました。

☞

TOEFL iBT®対策講座が
授業化されます

　国際交流センターでは、TOEFL®テストのスコアアップを目標とした「TOEFL iBTトレー
ニング」を2014年度より新規開講します。国際交流センターでは、2008年度から2013
年度まで、「TOEFL iBT®対策講座」を有料で開講していましたが、多くの学生から授業化
の要望があり、その声に応える形となりました。
　授業は、独自の英語指導のノウハウを持ったアルク教育社の講師が担当します。
TOEFL®テストのための専門トレーニングを受けているプロの講師ですので、効率良く、
質の高い学習ができることが期待されます。この科目の履修は、TOEFL iBT®もしくは、
TOEFL ITP®テスト受験済みの学生に限られます。
　英語圏へ交換留学するためには、各留学先大学で定められている TOEFL iBT®スコアの
取得が必要条件となります。英語圏への交換留学を目指している学生は、ぜひ履修し、交
換留学への近道としてください。

室　名 座席数等 施設利用の例
ラウンジ 64席 交流イベント、発表会など
セミナー室（１） 24席

勉強会、クラブ会議など セミナー室（２） 30席
セミナー室（３） 18席
和　室（１） 24.5畳

計105畳

ゼミ合宿など

※部屋をジョイントして利用すれば、最大約105畳の
　大スペースになり大人数での利用が可。
※宿泊には、別途、申請が必要。

和　室（２） 28畳
和　室（３） 28畳
和　室（４） 24.5畳
調理室 24席 料理イベント、試食会など
茶　室 8畳 茶会

今から

前期

その後

TOEFL iBT® もしくは、TOEFL ITP® テストを
受験し履修条件を満たす
留学に関する情報収集
希望の留学先大学を絞る
▼

「TOEFL iBTトレーニングⅠ（Speaking & Writing）」の履修
▼
TOEFL ITP® テストの受験（5月）
▼
前期終了
TOEFL iBT® の受験

交換留学生試験（7月または1月）
▼
交換留学生認定式
▼
交換留学生として希望の留学先大学へ留学

1年間の学習により、目標スコア達成！

※ここで紹介するのは、履修スケジュールの一例です。英語圏交換留学の申込み条件、
　スコア取得時期などは、各学期に開催される交換留学説明会で詳しく説明します。

英語圏交換留学に向けた履修スケジュール（例）

ゼミやクラ
ブで使える

研修施設が
できました！

　　　　　英語圏交換留学希望者へ朗報！

後期 「TOEFL iBT トレーニングⅡ（Listening & Reading）」の履修
▼
TOEFL ITP® テストの受験（12月）
▼
後期終了

まずは基礎となる文法をしっかりと学び、
実践技能（Speaking & Writing）に向け
て準備！

3ヶ月の学習効果を見てみよう！

長久手キャ
ンパス内に

国際交流会館
研修施設
利用のご案内

418×560mm 140mm 140mm 138mm



グラーツ大学を志望した理由は？
　2012年に英文学科のプログラムでイギリスへ留学し
た際、休暇でオーストリアを訪れました。ヨーロッパの
歴史的な街並みや広大な自然に魅了され、ゆっくりと
流れる時間の中で人々が生き生きと生活している様子
を見ました。そのような環境の中で生活し、勉強したい
と思ったことが一番の理由です。

グラーツ大学の授業について
教えてください。
　通常の講義形式、ゼミ形式の授業のほかに、
Conversation class（お互いに意見を交換して積極的に
授業に参加するクラス）やPronunciation class（英語の
発音練習のクラス）などをバランスよく履修しました。
予習、復習をしっかりしていれば、授業についていくこ
とができましたが、Pronunciation class ではさらに準備
が必要でした。授業には緊張した雰囲気はありません。
どの授業にも共通して言えることは、学生と先生との
コミュニケーションの豊富さです。日本での授業より
もより授業を身近に感じられ、先生との対話もグラー
ツ大学の授業の醍醐味といえます。

大学寮の生活を教えてください。
　寮では私を含めて5名の学生が共同生活をしていまし
た。キッチンと二つのバスルームを共有し、食事は料理
を一人ずつ交代で作るか5名全員で作っ
ていました。いつもみんなで会話をし
ながら食事をすることが楽しかったで
す。寮では5名全員が快適に過ごせるよ
うにルールを守りながら生活をし、交
流を深めることができました。

グラーツ大学に交換留学をして
よかったことは？
　ヨーロッパの中心に位置することから、ヨーロッパ
各国の留学生がいます。初めて会う国籍の人ばかりで、
文化の違いやそれぞれの国の実情を知り、その上でも
彼らと友達になりお互いに理解できたことはとてもよ
い経験でした。カナダ、アメリカ、オーストラリア、イ
ギリスなど英語圏からの留学生にも出会えたので、そ
れぞれの英語の違いを感じることもできました。日本
からの留学生がほとんどいないこともグラーツ大学に
留学する大きな利点だと思います。

Aichi Shukutoku University International News Exchange

●編集後記
　今号に2014年度冬季派遣交換留学募集スケジュールの記事がありましたが、みなさん確認しましたか？
　留学準備や手続きは思っているよりもずっと時間がかかります。留学したいけれど、何から始めればよいかわからない方、ぜひ
国際交流センターの留学相談を利用してください。1年後、2年後に留学を考えている方、まだ早いと思わず、ぜひ留学相談を利
用してください。留学相談の詳細は国際交流センターにお尋ねください。
　４月は留学相談が多い時期です。留学相談をきっかけにみなさんの学生生活がより一層充実したものになれば、嬉しいです。

◇◇◇
　次号 INE No. 57は2014年11月発行予定です。お楽しみに。（さ）

2014年度冬季派遣交換留学
―まもなく募集が始まります―
　冬季派遣交換留学の説明会を開催します。今回募集す
るのは、以下の協定校への交換留学生です。
CQ大学（オーストラリア）
キャンベラ大学（オーストラリア）
天津外国語大学（中国）
大邱カトリック大学校（韓国）
東亜大学校（韓国）
梨花女子大学校（韓国）
国立木浦大学校（韓国）

　交換留学説明会開催日
　星が丘キャンパス
　　５月８日（木） 17:00  52A
　長久手キャンパス　
　　５月９日（金）17:00  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。

5月8日（木）
     9日（金）

5月12日（月）～
6月20日（金）
7月上旬
7月下旬
8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
試験結果発表（郵送）
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

冬季派遣交換留学生応募から出発までの流れ

2014

2015

会話室に行こう！
～中国語会話練習「聊

リョウテンシツ

天室」編～
　国際交流センターに、英語、中国語、韓国・朝鮮語会話室があるのをご
存知ですか。「会話室」では、昼休みのリラックスした雰囲気の中、留学生
と外国語で自由におしゃべりができます。
　今回は長久手キャンパスの中国語会話練習「聊天室」にお邪魔して、2013
年度後期担当の潘

パン

 啓
ケイウン

韵さんと参加学生にお話をうかがいました。

　2013年9月から2014年1月までオーストリアのグラーツ大学へ
交換留学をした影山千紗さんに、約半年間の留学生活について語っ
ていただきました。留学に興味のある方は参考にしてください。

文学部　英文学科4年　影山 千紗さん

2014年度 前期 学内語学試験スケジュール
　今年度 前期分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
ポータルに掲載します。

試験日及び試験会場 申込み期間 対象 受験料

TOEIC®　IP テスト

6月14日（土）午前
星が丘キャンパス

5月1日（木）
～5月16日（金） 全学生 有料

（3,400円）

8月7日（木）
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23日（月）
～7月4日（金） 全学生 無料

（受験料 大学負担）

TOEFL ITP®テスト＊ 5月31日（土）午前
星が丘キャンパス

4月14日（月）
～4月25日（金） 全学生 無料

（受験料 大学負担）

HSK
7月13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

5月14日（水）
～5月27日 （火）

全学生
※申込み条件あり
募集要項確認のこと

無料
（受験料 大学負担）

日本漢字能力検定 6月22日（日）午前
星が丘キャンパス

4月30日（水）
～5月15日（木） 全学生

有料
（２級　3,500円
準２級　1,800円）

韓国語能力試験
10月19日（日）

※会場は本学ではありません。
詳細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

全学生
※申込み条件あり
募集要項確認のこと

無料
（受験料 大学負担）

　中国・上海出身の潘 啓韵です。ビジネス
研究科で勉強しています。
　趣味は旅行や映画鑑賞、特技は料理です。
好きな食べ物は明太子です。

2013年度後期担当 潘
パ ン

 啓
ケ イ ウ ン

韵さんインタビュー

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。予約不要なので、ぜひ気軽に参加してくだい。詳細は、掲示
板・国際交流センターホームページ等に掲載しています。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。

ラ
ン
チ
交
流
会
を
開
催
し
ま
し
た

国際交流センター主催の「留学生と日本人学
生のランチ交流会」が11月と12月に合計

4回開催され、毎回約30名の留学生・日本人学
生が参加しました。参加者は小グループに分か
れて、昼ごはんを食べながら、お互いの国の文
化や習慣などを教え合ったり、外国語の勉強方
法についてアドバイスし合ったりして、にぎや
かな昼休みを過ごしました。交流会には、中国、
韓国、オーストラリア、ドイツ、ベトナム、ブ
ラジルなど多国籍の留学生が参加し、国際色豊
かなランチ交流会となりました。

グラーツ大学を志望した理由は？
　2012年に英文学科のプログラムでイギリスへ留学し

大学寮の生活を教えてください。
　寮では私を含めて5名の学生が共同生活をしていまし

グラーツ大学に交換留学をして
よかったことは？

グラーツ大学の授業についてグラーツ大学の授業について
教えてください。

 交換留学 レポート

留学生別科生は
このように           を学んでいます

◀星が丘キャンパスの様子

2013年度後期星が丘キャンパス担当　王
オウ

 焱
エン

さん▶

　留学生別科では、現在15名が日本語の勉強に励んでいます。1月から5月の春学期
には、日本の年中行事や祭り、陶芸、神社・城塞、日本料理などを見学・実習しな
がら学ぶ「日本文化」という科目が開講されます。留学生のみなさんが、どのよう
に日本文化を学んでいるのか、授業の様子をお伝えします。

授業前半でお正月の遊びである「すごろく・福笑い・
かるた」についての講義を聴き、授業後半で実際に
ゲームを体験しました。笑いあり真剣勝負ありと、大
盛り上がりでした。

愛知県陶磁美術館で陶芸作りを
体験しました。手まわしろくろ
を使い、陶芸指導員の指導のも
と、それぞれ思い思いの作品を作
りました。

徳川美術館の特別展「尾張徳川家の雛祭り」に出
かけ、すばらしい雛人形を鑑賞しました。

アイハウスの調理室で日本料理作りに挑戦しました。
この日のメニューは巻き寿司と茶碗蒸しです。

名古屋市昭和区にある八事山興正寺の縁日
に出かけました。

1月16日
お正月の遊び体験
「すごろく・福笑い・かるた」

2月20日
陶芸体験

3月6日
徳川美術館見学

3月20日
日本料理実習

2月13日
八事山興正寺拝観

＊2014年度 新規開講科目「TOEFL iBT® トレーニング」受講のためには、TOEFL ITP® または TOEFL iBT® を受験していることが必要です。

　英語に対する需要が益々高まる中、
本学でも全学的に英語の授業を行って
いますが、学習を進めていく中でさまざま
な問題に直面することがあるかもしれま
せん。そのようなときに利用していただけ
るのがこの英語学習相談です。これま
でにTOEIC、TOEFL 等の資格に関す
る相談はもちろんのこと、効果的な学習
方法、留学や進路に関する相談などが
幅広く寄せられています。
　相談に当たるのは英語科目担当教

員ですので、授業に関することから学習
計画の立て方まで対応が可能です。少
しでも困っていることがあれば、気軽に
申し込んでください。相談に訪れた学生
さんの表情が明るくなり、相談内容に対
する解決策が明確になっていく様子を
見られることは、私たち教員にとっても大
きな喜びです。今後の英語学習をより
円滑に、そして大学生活を有意義なも
のにするためにも、英語学習相談を大
いに活用していただきたいと思います。

　昼休みの時間を利用し、本学の英語、中国語、韓国・朝鮮語の教員が語学学習に関する相談に応
じます。語学学習相談を利用すれば、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。相談は完全予約制で、予約は各キャンパスの国際交流センターで受け付けています。授業に
関する相談や語学試験対策などにぜひ活かしてください。スケジュールの詳細については国際交流
センターホームページ及びアカデミックポータルでお知らせします。

語学学習相談のご案内

服部 有紀先生（英語学習相談担当）

1聊天室ではいつもどのようなことを学生と話していますか。
一週間の中で印象が強かったことを発表し合

い、その中から話題を展開して話をしています。
常に皆が関心を持っていることや勉強したいこ
とから話を広げるよう心がけています。

2潘さんは日本語がとても上手ですが、外国語を習得するためのお勧めの学習方法
はありますか。
自分から話すことが一番重要だと思います。私の場合は日本のドラマやアニメなど

を見て、その中から日常会話でよく使う表現や単語を覚えています。

3中国語を勉強している学生にメッセージをお願いします。
まず、自分が何のために中国語を勉強しているのか、その目的をしっかり決めて、

目標を持って勉強することが大切だと思います。教科書を使って学ぶだけでなく、中
国語の新聞やニュースを見て正しい中国語を身につけ、普段からできる限り中国語を
使い、語感を鍛えるとよいと思います。

以前から中国語に興味があり、ネイ
ティブの方と会話ができる場がある
と知って参加しました。今では毎週
のように会話室に通っています。

（福祉貢献学部　1年）

皆で楽しく会話ができま
す。初心者でも丁寧に教え
てもらえます。中国語を楽
しく学べますよ。

（人間情報学部　2年）

年齢の近い留学生と話す
ことができます。中国の
豆知識も教えてもらえて、
とても楽しいです。
（人間情報学部　1年）

留学生別科では1月から春学期がスタートしています。今
学期は、オーストラリアのキャンベラ大学から交換留学生
1名を受け入れました。現在、留学生別科では、合計15名
の留学生が日本語と日本文化を学んでいます。

このプログラムに参加しようと
思った理由は？
　私がこのプログラムに参加した理由は、興
味のある分野に携わりながら海外生活ができ
るからでした。私はもともと海外に憧れがあ
り、ずっと海外留学をしたいと思っていまし
たが、英語が特に苦手なため、単に英語を学
びに行く語学留学には消極的でした。しか
し、このプログラムでは海外で生活しながら
私の興味のあった教育に関する分野でイン
ターンシップができることを知り、参加する
ことを決めました。

出発するまでにどのような準備を
しましたか？
　このプログラムに参加が決まってから出発
までの約4か月間、事前研修授業としてイン
ターンシップに備えてプレゼンテーションを
したり、英語で日記を書いて英語のスキル
アップのトレーニングをしたりしました。名
古屋国際学園（インターナショナルスクー
ル）へ見学にも行き、出発に向けて準備しま
した。

現地ではどのような活動をしまし
たか？
　メリーランド州にあるOlney Elementary 
School の Kindergarten クラスでアシスタン
トをしながら、雛祭りや折り紙などを題材に
して日本文化の授業を行いました。初めは日
本という国を知らなかった子どもたちも、私
が帰国する頃にはみんな日本のことを知って
くれていて、とても嬉しかったです。大人と
は違い子どもたちには私の英語がなかなか伝
わらず苦労しましたが、優しい担任の先生の
サポートもあり、充実したインターンシップ
活動ができました。
　週末には友人とスミソニアン博物館などの
観光地を訪れたり、ホストファミリーとコン
サートに行ったり、お菓子作りをしたりしま
した。

このプログラムに参加してどのよ
うなことを感じましたか？
　1か月という短い期間でしたが、多くの自
分の未熟な点に気づくことができました。ア
メリカという異国でさまざまなことにチャレ
ンジする中で、能力が伴わないためにたくさ
んの悔しい経験をしました。しかし、このプ
ログラムに参加したおかげで、これからの自
分の目標を見つけることができました。これ
からはその目標に向かって励んでいきたいで
す。この1か月は私にとってとても貴重な経
験となりました。

　春休みを利用し、3週間オーストラリアのキャンベラ大学への語学研修に参加し
ました。キャンベラ大学での授業は、文法やリーディングといった日本の英語の授
業のようなものではなく、映画を観て感想を求められたり、オーストラリアと日本
の文化や歴史について比較し意見を述べたりすることが多くありました。日本の大
学の授業ではあまり発言する機会がないので、緊張もしましたがとても新鮮で楽し
かったです。
　宿泊はホームステイでした。私のホームステイ
先はデンマーク出身の女性（60代）の家で、すでに

韓国からの女子
留学生（20代）が
ホームステイし
ていました。ホ
ストマザーはボ
ランティアで子
どもに英語を教えているため、日曜日や月曜日は
家を空けることが多く、韓国人留学生と料理をし
たり、出掛けたりすることが多かったです。キャ
ンベラ市内には電車が通っておらず、出掛ける際

の移動手段はほとんどがバスでした。最初のうちは自分が降りるバ
ス停を乗り過ごしてしまうこともありましたが、徐々に慣れていき
ました。
　今回、このプログラムに参加し、言
いたいことが英語で思うように伝え
られずつらい思いもしましたが、英語
に対し前向きな気持ちで取り組むこ
とができたことは、自分にとってとて
も意味のある留学だったと思います。

R
リ カ デ

ICARDI, B
ベ リ ン ダ

elinda J
ジェーン

ane
（オーストラリア）

英語70％ ドイツ語30％
授業中またはグラーツ大学の留学生との日常会話で 買い物先で店員との会話や、ドイツ語しか

話せない友人との会話で

●英語とドイツ語を使う頻度

●留学中のオーストリアでの生活費
　一か月あたり：平均５万円
日本と物価はあまり変わりませんが、スーパー
の品は日本よりも安いと思います。

2013年度後期

「日本文化」

この日のメニューは巻き寿司と茶碗蒸しです。この日のメニューは巻き寿司と茶碗蒸しです。

交流文化学部交流文化学科　3年（参加時2年）　神野 和希さん

交流文化学部交流文化学科　3年（参加時2年）　木下 明子さん

ビジネス学部ビジネス学科　3年（参加時2年）　小幡 茉由さん

南京師範大学語学研修

キャンベラ大学語学研修

中国の南京師範大学で2014年2月16日から3月10日まで語学研修を実
施しました。研修に参加した神野和希さんに感想を聞きました。

2014年2月6日から3月8日まで実施された、米国NPOインターンシッププロ
グラムに参加した木下明子さんに感想をうかがいました。

オーストラリアのキャンベラ大学で2014年2月9日から3月5日まで
語学研修を実施しました。研修に参加した小幡茉由さんに感想を
聞きました。

 　　　　　　　中国語海外セミナーⅠ　参加者レポート

 参加者レポート

 英語海外セミナーⅡ　参加者レポート

ホームステイ先の夕食（エビピラフ）

韓国人留学生と

大学の先生と一緒に

インターンシップ先にて

ホストマザーと

インターンシップ開始前のミーティング

写真左が木下さん

　現地での授業は世界各国の留学生たちと一緒
に受けました。彼らとのコミュニケーションは
基本的に中国語で、ときどき英語も交えて会話
をしました。教室の前へ出て二人一組で文章を
考えて会話練習をし、異なる国のクラスメイト
たちと一緒に授業を受けるのはとても楽しかっ
たです。夜、寮で一緒に勉強したのも良い思い出
です。
　中国語の授業のほかに、南京師範大学日本語
学科の中国人学生との交流会があり、そこで私
は彼らの勤勉さを思い知りました。彼らの日本
語力が私たちの中国語力よりも遥かに高く、日
本のことが本当に好きだということがひしひし
と伝わってきたからです。私は、彼ら日本語学科
の学生から刺激を受け、これからより一層中国
語の学習を頑張っていこうと思いました。
　短い期間ではありましたが、私はこの研修中
に多くの人と関わり、様々な文化に触れました。
現地の中国人の方たちは私たちを温かく迎え、
美味しいお店に連れて行ってくれました。そう
いった彼らの優しさに触れ、嬉しくて仕方があ
りませんでした。中国での出会いひとつひとつ
が私にとって非常に意味あるものになりました。
この研修に参加して本当に良かったです。

研修に参加して

米国NPOインターンシッププログラム

　料理はどれも大変美
味しく、特に生まれて
初めて食べた北京ダッ
クは言葉で言い表せな
いほどで、美味しくて
感動しました。

みんなで書道を体験しました。先生の書いたお手本の
あまりの字の綺麗さ、美しさに驚かされました。みん

なの作品はそれぞ
れ個性的な字で面
白かったです。

　上海の夜景のスケー
ルの大きさに非常に驚
きました。ビルやテレビ
塔がライトアップされ
ていて、何時間でも眺め
ていたいと思うほど綺
麗でした。

どれも美味でした

中国での書道体験

壮大な上海の夜景

「留学生と日本人学生のランチ交流会」とは…
2012年度後期から国際交流センター主催で開
催している昼休みを利用した交流会。留学生と
日本人学生の交流促進を目的としています。こ
の交流会は、予約不要で使用言語の指定もない
ため、「外国語が苦手だけれど留学生と交流し
てみたい」、「留学生の友人がほしい」という日
本人学生が気軽に参加できる交流会です。

2014年春学期
留学生別科新入生を迎えました
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