
国際交流センター長

樗
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木　勇作

成長する自分を見つめ直す
2014年４月からセンター長として、センターの仕事に加わっています樗

お て き

木です。5月に留学生別科
修了式に出席して、別科に在籍した留学生の日本語学習成
果を実感しました。9月には新たに17名の留学生別科新入生
が入学し、大学として初めてキャンパス内の iHouse で入学
式と歓迎パーティーを行いました。その間8-9月に、グアム
大学研修、梨花女子大学校研修で、本学の学生が１ケ月の
研修に旅立ち、充実の研修に満足の笑顔で無事に帰国しま
した。2015年2月研修出発予定の米国NPOインターンシッ
プの募集を6月に行い、さまざまな学部学科からのたくさん
の応募がありました。7月には冬季派遣の交換留学試験を行
い、優秀で意欲的な学生の選考は難航しましたが、韓国、中
国、オーストラリアへの留学のチケットを手にする学生が決
まりました。
　国際交流センターは、愛知淑徳大学で留学生として学ぶ学
生と、愛知淑徳大学から留学生として海外という新たな世界
へ飛び立つ学生の両方を支援しています。留学に必要な語
学力のスキルアップも支援しています。
　地球環境問題をはじめとして、テロ、感染症、円安等の経
済問題など日本から海外への留学には逆風が吹いています
が、こうしたグローバル諸問題を実感して解決する糸口を
考える絶好の経験ができるのも留学です。学部・学科を問
わず、日頃の専門分野の学修と自分を見つめ直すためにも、
敢えて自分にとって away の環境に身を置いてみてはいか
がでしょうか。勇気を持って日本に来ている留学生と交流
してみると、自分の次の一歩のヒントが浮かぶかもしれませ
ん。一度、国際交流センターを訪ねて、留学相談、語学学習
相談に来てください。お待ちしております。

message

交換留学 VS 語学留学

現地授業料  免　除 2 全額自己負担

祝
シュク

 亜
アヘ イ

萍さん
（中国）

武
ブ

 利
リケ ツ

杰さん
（中国）

金
キム

 寅
インソン

星さん
（韓国）

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二丁目9　
TEL（0561）63-7737／ FAX（0561）63-7735

Aichi Shukutoku University

N
ov

em
be

r 
20

14

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

International News Exchange

57 No.

今年度の研修は8/17～9/13までの約4週間の日程で実施しました。セントレ
アから約４時間であっという間にグアム到着。滞在先はレオパレスリゾー

トホテルです。このホテルはホテル棟とレジデンス棟に分かれており、学生はレ
ジデンス棟に滞在します。レジデンス棟はキッチンやランドリー等、長期滞在用
の設備が整っており、快適に過ごすことができますよ。ホテル内にはプールやリ
クリエーション施設もありますので、水着をお忘れなく！

研修内容ですが、午前中はグアム大学で英語の授業です。教員による一方的な
授業ではなく、プレゼンテーションやディスカッション、ディベート等、英語を使って発

表する機会も多くあり、リスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの4技能を総
合的に学ぶことができます。午後からはConversation Partnerと英語で会話したり、ズンバやヨ
ガ、バスケットボール、バレーボール等のスポーツアクティビティで現地学生と一緒に汗を流し
たりします。またキャンパスでの授業のほかに、課外授業としてCultural Beach Day、Historical 
Island Tour、Chamorro Village訪問等、現地の文化を体験する時間も設けられていますので、チャ
モロ文化についての理解を深めることもできます。

グアム大学の研修中は現地学生と触れ合う機会もたくさんあります。グアム大学の学生はフ
レンドリーで、とても親切です。特に International Friendship Clubの学生との関わりが多い

ですが、学内で一緒にランチを食べたり、宿題を手伝ってもらったり、週末に出かけたり、多く
の時間を共に過ごし親交を深めていました。皆さんも、現地の人々に積極的に声をかけ、ぜひた
くさん友達を作ってきてください。

これまで紹介してきたようにグアム大学の研修では、英語はもちろん
のこと、チャモロ文化を学んだり、現地の人々と交流する機会が豊富

に用意されています。リゾートとしてお馴染みのグアムですが、これらの
機会は、海外旅行では決して味わえない経験ばかりです。皆さんも常夏の
グアムで素敵な思い出を作りませんか？次回の研修参加をお待ちしてい
ます！

英語海外セミナーⅠ（米国）の研修先が今
年からグアム大学となりました。今年初の
グアム大学での研修ということで、今回は
研修内容、滞在中の生活、現地学生との交
流等、グアム研修の魅力について詳しくお
伝えします。
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グアム留学での1日

グアム大学

2014年 秋学期留学生別科新入生紹介 複数学位取得留学生新入生紹介
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   2014年度
留学生別科入学式

2014年秋学期は、9か国から17名の新入生が入学しました。キャンパスで
見かけたら、気軽に声をかけて交流してみてください。

天津外国語大学（中国）から5名の複数学位取得プログラム留学
生が来日しました。これから2年間、交流文化学部・ビジネス
学部で学びます。気軽に声をかけて、交流してみてください。

交換留学と語学留学の違いについて
皆さんは「交換留学」と「語学留学」の違いをご存じでしょうか？
同じ「留学」といっても交換留学と語学留学には大きな違いがあります。今回はその違いを知ってもらうため、
対比表を作成しました。見ていただくと留学の「中身」は全く違いますよね。どちらの留学が自分の目指すも
のなのか考えるきっかけにしてください。
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グアム大学語学研修　第一週のスケジュール（例）

ですが、学内で一緒にランチを食べたり、宿題を手伝ってもらったり、週末に出かけたり、多く
の時間を共に過ごし親交を深めていました。皆さんも、現地の人々に積極的に声をかけ、ぜひた
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大学内のカフェテリアでランチ

今回のグアム大学語学研修に参加した伊藤茉紗代さんに
感想を聞きました。

　私たちは今回12人でグアム大学語学研修に参加しました。
先生は1人で、毎日3時間英語の授業がありました。授業内容
は主に発音、文法、会話の練習でした。
　毎週金曜日には英語でのプレゼンテーションがあり、終
わった後の達成感が気持ちよかったです。
　昼食は毎日食堂でグアム大学の学生と楽しく会話をしな
がら食べました。午後から授業はなく、楽しい活動が待って
います。Conversation Partners ではグアム大学の学生たち
と英語を使ったゲームをしたりしました。他にもスポーツ
アクティビティ や Class Audit（グアム大学の学部授業の聴
講）などの活動がありました。
　ホテルに戻ってからもプレゼンテーションのグループに
分かれて一緒に発表の準備をするなど大変でしたが、とて
も充実した毎日でした。

伊藤 茉紗代さん
メディアプロデュース学部　メディアプロデュース学科1年

グアム大学カフェテリアでのランチ

現地の友人と ビーチにて

グアム大学キャンパス内にてグアム大学にてリアーナ先生と

 参加者レ
ポート

¹ 休学する場合、半期につき５万円の在籍料がかかります。
² ただし本学に学納金を納める必要があります。現地生活費、フライト料金、保険料などは自己負担です。
³ こちらの費用はあくまで目安です。留学先、個人、留学時の外国為替レートによって大きく異なります。各自、自分のプランに合わせて予算を算出してください。
   この費用には現地での交通費、現地での旅行料金等は含まれておりません。
⁴ IELTS アカデミック・モジュール6.0（Listening:5.5, Reading: 6.0 , Speaking: 5.5 , Writing: 6.0）以上となります。

交換留学 語学留学
　 留学先本学交流協定校14大学 各自決定

留学中の学籍留　学 休　学 1

必要経費160万円程度 3 300万円程度 3

クラスメイト現地の学生 世界各国の留学生

学内審査学内選考試験（筆記試験、面接等） なし

留学に際しての
サポート

大学から手続き
大学からサポート有り

個人手配
大学からのサポート無し

単位の読み替え本学の単位として読み替え可能 読み替え不可

卒業について４年間で卒業可能 ４年間で卒業はできない

　留学期間１セメスター（半年）or １年 各自決定（短期も可能）

学べるもの
他言語（英語、中国語、韓国語）で

専門科目を学ぶ 言語を学ぶ

留学の種別学部留学
（現地の大学で学ぶ）

語学留学
（現地の語学学校で学ぶ）

　出発時期夏季（8.9月出発）or 冬季（2.3月出発） 各自決定

　必要語学能力
　及び必要条件

TOEFL iBT®61点以上 or 
IELTSアカデミック・モジュール
6.0以上 4（英国のみ）
HSK3級以上、もしくは語学科目の
GPA2.3以上
韓国語能力試験3級以上、もしくは
語学科目のGPA2.3以上

GPA（通算）2.3以上

基準なし
（ただし希望先の語学学校の規定に準ずる）

【英語圏】

【中国語圏】

【韓国語圏】

【共通事項】

１年間英語圏に留学する場合

 英語海外セミナーⅠ　（米国）

交流文化
学部所属

交流文化
学部所属

交流文化
学部所属

ビジネス
学部所属

ビジネス
学部所属

国際交流センターのロゴマー
クが完成しました。このロゴ
マークには、「世界へ羽ばた
き、自らの可能性を広げてほ
しい」という願いが込められ
ています。国際交流センター
は、学生のみなさんたちの挑
戦を応援しています。

1 ４年間で卒業できる。　 2 現地の大学の授業料免除。
3 大学のサポートがある。 4 現地の大学生と同じ授業が受けられる。

交換留学のメリット

2014年度留学生別科入学式が9月1日（月）
午前11時より、長久手キャンパス国際交
流会館（通称アイハウス）で行われまし
た。今年は9か国から17名の新しい留学
生を迎え入れ、継続生１名と合わせ10か

国からの留学生合計18名での学
期開始となりました。
厳粛な雰囲気の中で入学式は始まり、島田学
長から本学の理念「違いを共に生きる」が紹
介され、これから一年間日本で留学生活を送
る中で国籍や文化、価値観などの違いを超え
て相手を理解する大切さを学んでほしいと励
ましの言葉が贈られました。
続いて、新入生を代表してイギリスのオック

スフォード・ブルックス大学からの交換留学生L
ラ ン グ ォ ー ス

ANGAAS, T
ト ニ エ

onje さ
んがスピーチをし、緊張しながらも、これからの日本での留学生活
に対する期待と抱負を日本語で語りました。
入学式終了後には恒例の写真撮影と歓迎パーティーが行われ、新入
生は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。
留学生別科では9月2日から秋学期が始まり、留学生たちは日本語や
日本文化について学んでいます。

418×560mm 140mm 140mm 138mm



　私はバドミントンが好きで、中国でも楽しみ
ました。多くの中国人にクラブ活動や試合に誘
われ参加しているうちに、中国人の友達がどん
どん増えていきました。そんな彼らとの日々の
会話のおかげで自然と中国語の能力が上がっ
ていったことに非常に感謝しています。

　私のクラスメートは、韓国人やイギリス
人、スペイン人、インドネシア人、タイ人な
ど多種多様に富んでいました。国籍が違って
も、日々共に切磋琢磨し、授業終わりにはよ

くご飯を食べに行っ
ていました。テスト
期間中にも関わら
ず私の誕生日にサ
プライズで祝って
くれたこともあ
り、そんな思い
出をくれた彼
らとは一生の
友達です。

　留学中に北京市内の観光名所を始め、ハル
ビンや内モンゴル、青島、西安などに旅行に
行きました。観光名所を自分の目で見るとい
う目的だけではなく、現地の人の方言を実際
に聞いたり、現地の名物料理を食べたりなど
多くの様々なものに触れることができとても
楽しかったです。

International HouseInternational HouseInternational HouseInternational HouseInternational House
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●編集後記
　9月、錦織圭選手が全米オープンテニスで準優勝を果たし
ました。惜しくも優勝は逃してしまいましたが、178セン
チの錦織選手が体格のハンディを乗り越えて世界で活躍す
る姿、最後まであきらめずに粘り強く戦う姿は、私たちに
勇気を与えてくれたと思います。
　国際交流センターでは、まもなく2015年度夏季派遣交
換留学の募集が始まります。英語圏、中国語圏への留学を
目指す方、まずは説明会に参加してみてはどうでしょうか。
説明会は11月、募集締め切りは12月の予定です。詳細は国
際交流センターHPや掲示板で確認できます。みなさんの
チャレンジをお待ちしています。（さ）

2015年度
夏季派遣交換留学
―募集が始まります―
　7月7日、2014年度夏季派遣交換留学認定式が行われ、
7名が派遣交換留学生として認定されました。派遣交換
留学生たちは、既にそれぞれの派遣先大学に出発し、各
自のスケジュールに合わせて留学先での学習を開始し
ています。
　2015年度夏季派遣交換留学の説明会は以下の通り開
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
　星が丘キャンパス
　　11月6日（木） 17:00  52A
　長久手キャンパス　
　　11月7日（金）17:00  923
　※募集要項、願書、留学関連資料等は説明会当日に
　　 配付します。

11月6日（木）
       7日（金）
11月10日（月）
～12月25日（木）

1月10日（土）
2月上旬
3月中旬

5月
6月～7月
7月
7月～8月

留学説明会への参加
（交換留学生募集要項配付）

交換留学生試験申込期間

交換留学生試験
試験結果発表
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
渡航手続き・ビザ申請
交換留学生認定式
出発

夏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！
～英語会話練習「Lunch-time English Conversation」編～
　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
が丘キャンパスの英語会話練習「Lunch-time English Conversation」にお邪魔して、担当のP

ピ リ ヤ

riya
さんと参加学生にコメントをいただきました。

　8月から9月にかけて韓国の梨花女子大学校語学
研修が実施され、14人が参加しました。この研修
では、梨花女子大学校のサマーコースで他の留学
生と共に語学を学び、本学学生のために特別にア
レンジされた「日韓共同授業」を受けます。一泊二
日のホームステイもプログラムされており、様々
な形で韓国語と韓国の文化に触れることができる
研修です。今回は、研修に参加した河村香帆さん
に現地で受けた授業を紹介してもらいます。

文学部　英文学科3年　河村 香帆さん

2014年度 後期 学内語学試験スケジュール
　今年度 後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

11月22日（土）午前
星が丘キャンパス

10月6日（月）
～10月17日（金） 全学生 有料

（3,400円）

2015年1月29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

11月25日（火）
～12月9日（火） 全学生 無料

（受験料 大学負担）

TOEFL ITP®テスト＊1 12月7日（日）午前
星が丘キャンパス

10月27日（月）
～11月11日（火） 全学生 有料

（3,360円）

HSK
12月6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

10月1日（水）
～10月14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）

日本語検定
11月8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

9月22日（月）
～10月3日（金） 全学生 無料＊2

（受験料 大学負担）

韓国語能力試験
2015年4月予定
会場未定

※募集要項確認のこと

1月予定
※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）

 韓国・朝鮮語海外セミナーⅠ（韓国）

一番右側が河村さん

右側が河村さん

＊１　2014年度 新規開講科目「TOEFL iBT® トレーニング」を受講するには、TOEFL ITP® または TOEFL iBT® を受験していることが必要です。
＊２　日本語検定は今年度より無料受検（受検料大学負担）となりました。詳細は募集要項を確認してください。

P
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riya 先生は日本語も話すこ
とができるので英語があまり
話せなくても気軽に参加でき
ます。

最初は自分の英語力に不安が
あり、ドキドキしながら参加し
ましたが、先生が個々のレベル
に合わせてフレンドリーに話
しかけてくれたので楽しく過
ごすことができました。

英語力を伸ばしたくて
参加しました。週に１
回お昼を食べながら
トークができるので、
気軽に英語に触れるこ
とができます。

留学経験のある先輩の話も聞け
るのでとっても役に立ちます。
英語が話せなくても楽しんで参
加できるところが魅力です。

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。予約不要ですので、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
ムページ等に掲載しています。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。

　2014年8月、愛知淑徳大学国際交流会館（iHouse）
に、留学生の生活をサポートする日本人チューター
3名が新たに着任しました。
　6月に実施したチューター募集説明会には例年を
上回る学生の参加があり、キャンパス内に iHouse
ができたことをきっかけに、留学生交流に対する
関心の高まりがうかがえました。これまで日本人
チューターは2名体制でしたが、よりきめ細かなサ
ポートを提供するため今年は3名のチューターを採
用し、留学生の支援にあたっています。2015年8月
までの1年間、iHouse で生活する留学生のサポート
だけでなく、日本人学生と留学生が交流できるイベ
ントの企画なども行っていきますので、興味のある
方は積極的に参加してください。

2013年10月に新国際交流会館（iHouse）が長久手キャンパス内に完成しました。iHouse は、
1階が研修・宿泊施設となっており、ゼミ合宿やクラブ活動で利用することができます。4月
から9月までの利用件数は、研修施設51件、宿泊施設28件で、利用者数は、研修施設1113人、
宿泊施設338人でした。4月は新入生歓迎会、8月・9月はゼミ合宿や卒業研究中間発表会など
での利用が多くありました。iHouse の研修・宿泊施設は、在学生、教職員の方に広く利用し
ていただけます。利用希望の方は、国際交流会館管理事務室までお問い合わせください。

2014-2015年日本人チューターの顔ぶれ
左から坪井 美幸さん（文学部英文学科2年）、
中原 未央さん（文学部英文学科3年）、
清水 未央子さん（人間情報学部人間情報学科3年）

交流文化学部交流文化学科　3年　立花 知香さん　留学期間：2013年9月～2014年6月

交換留学を経験して
2013年度夏季派遣の交換留学生として北京師範大学に1年留学した立花知香さんの留学レポートです。

 交換留学　参加者レポート　

　冬季休暇中に約二週間、大学で知り合った長
春の中国人の友達の家にホームステイさせてい
ただきました。とても温かく迎えてくれ、旧正
月はお母さんの豪華な手料理を堪能し、一緒に
爆竹を鳴らしたり、餃子をたくさん作ったり、
実際に中国の文化や暮らしに触れることがで
き、とても有意義なものでした。

留学先での出会い
ホームステイ先の家族 バドミントンで出会った仲間

クラスメート

中国国内旅行

韓国・朝鮮語を学習する上で生じた疑問
や質問などを気楽に相談できる場として
韓国・朝鮮語語学学習相談が利用可能
です。各担当教員は学習方法、学習能
力の伸び悩み、留学の準備など幅広い
相談に応じています。

●授業紹介
私が担当している授業は主に韓国・朝
鮮語を初めて学ぶ学生を対象とした『韓
国・朝鮮語入門』です。授業は週2回
行われ、文字の表記や発音をマスターし
た後、基礎的な文法や表現を半年間で
習得するコースです。『入門』以外の授
業では、『韓国・朝鮮語読解（1, 2, 3）』
を担当し、読解力と表現力が段階的に
養われることを目指しています。

●お勧めの学習方法
初級から上級に至るまでの効果的な学
習方法として、音読が挙げられます。音
読を繰り返すことによって、滑らかな発音
や抑揚を身につけることができるだけでな
く、文の仕組みがより理解しやすくなりま
す。もう一つの方法は、韓国・朝鮮語
の表現に親しむ機会をたくさん作ることで

す。例えば、好きなK-POPを聞きながら
歌うこと、好きな映画・ドラマを見ること、
韓国料理を食べること、「カチバン」（韓
国・朝鮮語会話室）で韓国人と交流す
ること、韓国に行って言葉や文化を体験
することなどがあります。韓国・朝鮮語に
対する興味を持ち続けることによって、楽
しく勉強が続けられることと思います。

●お勧めの本
（下記の本は国際交流プラザで閲覧できます。）

『韓国語学習Q&A200』
2007、アルク、韓国語ジャーナル編集部
学習を進める中で出てくる疑問や難問に
対する答えを分かりやすく説明しています。

『わらってわらって韓国語』
2008、駿河台出版社、金珉秀
よく起こる間違いや勘違いをイラストで分
かりやすく説明しています。

『日本語から考える！韓国語の表現』
2011、白水社、前田真彦・山田敏弘
日本語の文を韓国語に置き換えて、過程
を丁寧に解説しています。

後期の各言語の語学学習相談スケジュールは
表のとおりです。語学が苦手な人も、上級レベ
ルの人もどなたでも利用可能です。積極的に利
用して、語学力アップを目指しましょう。

語学学習相談のご案内

陸
ユク

 心
シンブン

芬先生（韓国・朝鮮語語学学習相談担当）

英　語 中国語 韓国・朝鮮語

星が丘
キャンパス

毎週
月・火・水曜日 毎週火曜日 毎週木曜日

長久手
キャンパス

毎週
月・水・木曜日 毎週木曜日 毎週金曜日

時間 昼休み（授業期間中）

予約受付 　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。

国際交流センターで英語、中国語、韓国・朝鮮語の語学学習相談が受けられるのを知っていますか？今回
は、韓国・朝鮮語語学学習相談担当の陸先生にお話をうかがいました。

iHouse に
新しい日本人チューターが着任しました

「iHouse」便り

● 2014年4月～9月までの研修・宿泊利用状況
研修施設利用件数 宿泊施設

利用件数 利用者数 利用件数 利用者数
2014年　4月 3 57 0 0

5月 7 160 4 64
6月 9 189 5 39
7月 8 160 4 39
8月 11 159 9 77
9月 13 388 6 119

合　計 51 1113 28 338

はじめまして。私たち夫婦は、国際交流会館の管理人を
させて頂いている吉田と申します。2013年10月にこの
建物の完成とともに、着任させて頂きました。建物の美
しさと素晴らしい設備にお手伝い出来る感謝の気持ち
でいつもワクワクしています。いつでも声をお掛けくだ
さい。ご来館をお待ちしています。

国際交流会館　　　管理人　吉田

P
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riyaさんからのコメント

 I am Priya from India. I was working as a Software Engineer in India but I always liked the 
teaching profession better. So I am so happy and glad to interact with these young students 
in this conversation class. It makes me so refreshing and happy when I spend time with these 
students. They try their level best to improve their language. I am so glad that many students 
are able to go to foreign countries as an Exchange student or for future work. It’s all their hard 
work and interest towards English. Students even invite their friends to the class by which 
many are benefited. I consider 
this as an opportunity to know 
the feeling of the teenagers. I 
am really happy to join class 
with them. I wish more students 
join us to have a great time. 
Thank you so much.

会話室では普段の授業では
なかなかできない会話練習
ができて、異なる学年、学部
の人と友達になることもで
きます。ぜひ気軽に参加し
てほしいです。

this as an opportunity to know 
the feeling of the teenagers. I 
am really happy to join class 
with them. I wish more students 
join us to have a great time. 

Lunch-time English Conversation　2014年度担当　

M
モ ハ ン

OHAN R
ラ ジ

AJ P
ピ リ ヤ ダ ラ シ ニ

RIYADHARSHINIさん

管理人より一言

2014年度夏季派遣交換留学生の皆さん
上の列左から、中川さん、内藤さん、伊藤さん、野村さん
下の列左から、藤田さん、長瀬さん、岡崎さん

多くの様々なものに触れることができとても
楽しかったです。

　文法の授業では、新しく学んだことを日常でよく使う例文にして、全員で声に
出して読みました。そのあと練習問題を解いたり、その文法を使って自分につい
て文章を作り友達と話したりしました。

　教科書の問題を各自で解き、その後、もう一度リスニングをして空欄のあるス
クリプトの穴埋めをしました。スクリプトは一文ずつ順番に声を出して読んでい
きました。

　教科書の問題を解き、先生のあとに続いてその文章を声に出して読みました。
新出単語があると、先生がその意味を動作で表したり例文を作って説明してくれ
たりしたので、とても分かりやすい授業でした。

　隣の席の生徒とペアになり、教科書の例にならって韓国語で会話の練習をしま
した。その会話を何回も繰り返して暗記し、最後はクラスで発表しました。

愛知淑徳大学と梨花女子大学校の学生が一緒に参加する日韓共同授業
梨花女子大学校の学生とグループになり、日本と韓国のファッションの違いにつ
いて、校内でアンケートをとり、結果をパワーポイントを使ってまとめてプレゼ
ンテーションしました。
　この授業では、まず、韓国人学生に韓国語でアンケートを取ることにとても緊
張しました。自分の韓国語を理解してくれるか不安でしたが、快く応えてくれた
ときは嬉しかったです。韓国人と日本人は思っていたよりも好みや考え方が似て
いて驚きました。この授業によって韓国の文化にますます興味が湧いて、とても
いい経験になりました。

受講したクラスについて
教えて！

授業の内容について教えて！

文法

読解

会話

リスニング

受講クラス

人数

最後に

学生の国籍

その他の
授業

　今回の語学研修で韓国語を学ぶモチベー
ションがあがりました。韓国語能力検定の
６級を合格したいという明確な目標がで
き、長期留学にも挑戦したいと思います。
この２つの目標を達成できるよう今後も学
内の韓国語授業に積極的に取り組み、短い
時間でも１日１回は韓国語を勉強する時間
を作ろうと思います。

氏名 留学先大学 留学期間
野村　知里さん
（文学部英文学科　4年） ウエスト・バージニア大学　( 米国 ) 1セメスター

岡崎　由伎さん
（交流文化学部交流文化学科　3年） ウエスト・バージニア大学　( 米国 ) 1年

藤田　紗矢香さん
（交流文化学部交流文化学科　4年） グラーツ大学　( オーストリア ) 1セメスター

伊藤　真由子さん
（交流文化学部交流文化学科　3年） グラーツ大学　( オーストリア ) 1年

内藤　亜耶香さん
（交流文化学部交流文化学科　3年） 北京師範大学　( 中国 ) 1年

中川　真菜さん
（交流文化学部交流文化学科　3年） 北京師範大学　( 中国 ) 1セメスター

長瀬　紀和子さん
（交流文化学部交流文化学科　3年） 南京師範大学　( 中国 ) 1年

2014年度夏季派遣交換留学先一覧

　私は交換留学を通して、語学力が上がったこと以外にも、多くの人と出会う機会があり、素晴らしい仲
間をつくることができました。共に過ごした期間は長くありませんが、帰国した今でも彼らとは連絡を
取っています。環境に慣れなくて辛いときや、勉強が嫌になった時も彼らがそばに居たからこそ、今の自
分がいるのだと思います。また友達の大切さや人の温かさにも改めて気付けました。そしてこのような充
実した留学生活を送ることができたのも、中国の仲間だけではなく、家族や国際交流センターの方々、先
生方、たくさんの方が支えてくださったおかげです。非常に感謝しています。

語学授業（初級コース）　

授業名

初級コース

13人

日本 台湾 ノルウェー

※クラス分けテストを受けた後、受講クラスが決ま
るので、自分のレベルに会った授業を受けることが
できます。

418×560mm 138mm 140mm 140mm
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