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みなさんこんにちは！アイハ
ウスチューターの坪井・中原・
清水です！私たちは留学生た
ちが今熱中していることを取
材してきました♪

海外へ出る前に
知っておくべきこと

部活動に熱中する
留学生たち

空手部
ア シ ュ リ ー

パ ー カ ー

気迫に

圧倒さ

れまし

た！

モ ー ガ ン

Ashley Parker Morgan さん（アメリカ）

基本
リスク対策

楽しそうだったから。
部員の人達が優しかったから。

7

Q1 どのような練習内容ですか？
A1

留学・海外旅行への
危機管理は
万全ですか？

弓道部
ト ニ エ

ラ ン グ ォ ー ス

環境が変わると体調も崩し
やすくなりがちです。常備薬
は必ず持参するようにしま
しょう。

○□保険

Tonje Langaas さん（ノルウェー）

Q1 なぜ弓道を始めたのですか？
A1

ノルウェーのテレビ番組で弓道を見たときに
かっこいいと思ったから。

○□保険

Q1 どのような練習内容ですか？
A1

週3回 2時間くらい
矢を使わずに弓だけで
すね！
引く練習
合いま
似

道着が

野球部
ミ ヒ ャ ル

とって

も楽し

そうで

すね！

新

コーナー

ス コ カ ン

スロバキアにないから。
練習は難しいけどとても楽しいから。

3

ランニング・守備の練習

ビジネス学部

今回紹介した3人以外にも、留学生たちはそれぞれ熱中することを見つけて頑
張っています！

全学中国語教育運営委員会主催

第9回中国語スピーチコンテストが
開催されました！

情報提供：日本アイラック
CIP

2014年12月12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9回中国
語スピーチコンテスト」が星が丘キャンパス55A で開催され、音声審査による予選を経た
11名が日頃の中国語学習の成果を披露しました。今回のスピーチには、
「
」
「
」
「
」など、タイトルにも思考を凝らしたものが多く、出
場者はそれぞれの体験をもとにユニークな視点で中国語スピーチを行ないました。
審査の結果、最優秀賞には井野晃輝さん、優秀賞には小島弓花さんと岩瀬佳帆さんが選ばれ、
国際交流センター長樗木勇作先生より各賞が授与されました。スピーチ発表の後は、交流文化
学部の学生有志による中国語劇の発表や留学経験談の紹介などがあり、来場者は、先輩の話に
興味深く耳を傾けていました。
中国語スピーチコンテストは毎年冬に開催しています。興味のある方は、ぜひチャレンジして
みてください。
審査結果
最優秀賞
井野 晃輝さん

交流文化学部3年（出場時2年）

（私の中国の兄貴）
中国語劇

優秀賞
岩瀬 佳帆さん

交流文化学部3年（出場時2年）

（私が見た中国）

荷物の中に麻薬が入っていて
知らない間に犯罪に巻き込ま
れる恐れがあります。

No!!

これらの情報はまだまだほんの一部です。海外への渡
航を考えている方は是非自分の身は自分で守る、とい
う意味でも危機管理セミナーに積極的に参加するよう
にしてください。開催時期など詳しくは国際交流セン
ターまでお問い合わせください。

Q
No!! A

交換留学先での生活について教えてください。

とにかく勉強が大変でした。ある程度の TOEFL スコアは獲得していましたが、実際
に現地の学生と一緒に授業に出て講義を聞くとノートが取れない。「ノートを取りな
がら聞く」ということができなくて、最初の一学期は講義を録音して、後から書き起こす
ということを繰り返していました。授業以外、一日中ほとんど勉強していました。現地の
学生の何倍も勉強したと思います。

Q
No!!A

まさに勉強漬けの生活ですね。

No!!

【福本先生の留学期間】
1991年8月〜1992年5月 学部（交換留学） University of Wisconsin-Madison（米国）
1997年8月〜2003年10月 大学院 The University of New Mexico（米国）

Q
A
Q
A

今日は、福本先生の留学時代のお話をお伺いしたいと思います。先生は、学部と大学院とで留
学経験がおありですが、早いうちから留学を考えていらっしゃったのですか。
中学で英語を習い始めた時から漠然といつか留学したいと思っていました。ですから、大学を
選ぶときに、留学制度が充実している大学へ進学しました。
学部生のときは、交換留学生として、留学されたそうですね。

留学するなら「交換留学」と決めていました。学内選考のために、カセットテープを使いなが
ら、ひたすら勉強しましたが、TOEFL の成績は思ったように伸びませんでした。今はパソコ
ンやスマートフォンで簡単に閲覧やダウンロードができますし、当時と比べると、勉強の環境に恵ま
れていますね。結局、3年生では希望の交換留学先の成績に届かず、もう1年勉強して4年生の夏から
留学しました。どうしてもこの大学でコミュニケーション学を学びたい、という強い気持ちがあっ
たので、勉強も頑張れたのだと思います。

最優秀賞井野さん

そうですね。パソコンも一人一台の時代ではなかったので、一つのレポートを書くの
にも、まず下書きをしてからラボに行って共有パソコンで入力して、また修正して…
ということを繰り返してようやく完成させていました。
そんな中でも、寮でピザパーティーに参加したり、友人に誘われてスカイダイビングを体験
したり、バックパッカーのように一人で長期旅行に出たりしたことは今でもよく覚えてい
ます。楽しかったですね。シカゴでマクドナルド世界一号店を訪れたのもよい思い出です。

No!!

Q
A

先生の留学生活は勉強以外も充実していたのですね。先生は、その後、米国で大学院に
も進学されていますが、語学は現在の仕事にどのように役立てていらっしゃいますか。
今は、専門のコミュニケーション学に関する授業を中心に担当していますので、英語
そのものを使うことはありませんが、授業のネタ探しや最先端の情報収集に英語の
ウェブサイトやニュースを活用することは多いです。

Q
A

最後に、留学を目指す皆さんへ、エールをお願いします。

留学は楽しいから頑張れ！（笑）海外での留学生活は、自国の文化だけでなく、他の
文化にも触れられるとても貴重な時間です。勉強も大変ですし、ホームシックにもな
りますが、乗り越える価値のある時間だと思います。私も留学生活を経験して、
「強く」な
りました。ぜひ学生の皆さんにもすばらしい経験をしてもらいたいです。
語学を勉強する際にも、本から学ぶだけでなく、外国語の音楽を聞いてみる、外国映画
のセリフを聞いて書き出す、まねして言ってみるなど、楽しい方法はたくさんあります。
YouTube などを使うのも耳を鍛えるのにおススメですよ。
福本先生、今日は、お忙しいところ、お時間をいただきありがとうございました。国際交流セ
ンターでも、学生の皆さんに「楽しい留学」を勧めたいです。

留学することについて、家族の反対はありませんでしたか。

（中国人の印象）

7

CIP

留学の先輩からの
メッセージ
No!!

福本 明子 教授

N

駅や空港では
決して他人の荷物を
預からないように
しましょう

現金はしっかり管理

Q
A

交流文化学部3年（出場時2年）

No!!

CIP

No!!

Q1 どのような練習内容ですか？

優秀賞
小島 弓花さん

初対面で親切すぎる人からの誘いや
依頼はその場ではっきりと断りま
しょう。隙を見て金品を奪われたり
睡眠薬混入等の犯罪被害に巻き込ま
れる恐れがあります。

No!!

このコーナーでは、先生方の留学・海外生活の経験談をインタ
ビュー形式でお伝えしていきます。普段とは違った先生の一
面が見られるかもしれません。留学を目指す理由や目的は人
それぞれですが、皆さんも留学について一度じっくり考えてみ
てはいかがでしょうか。
第1回目の「留学の先輩」はビジネス学部福本明子先生です。

Q1 野球部に入った理由は？

A1

No!!

No!!

○□保険

Michal Skokan さん（スロバキア）
A1

CIP

見知らぬ人からの
誘いは断ること

旅行者はお金を持っていると思わ
れがちです。バックはしっかりと
チャックの閉まるものを使用し、
海外でＡＴＭを使用する際は必ず
周囲を確認してください。また不
用意な現金の出し入れはしない
ようにしましょう。

夜間外出には
気を付けましょう
深夜の単独行動や少数行動は必ず避け、
無登録タクシー、乗合いバス等の利用も
しないようにしましょう。昼間でも人
通りの少ない場所は避けるようにしま
しょう。多少遠回りでも人通りの多い
明るい通りを使用するように心がけま
しょう。
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No!!

常備薬の持参

5

No!!

海外の医療費は大変高額です。渡航す
る際は必ず加入するようにしましょう。
よくクレジットカード付帯保険がある
から大丈夫と思っている人がいます
険
○□保
が、緊急時には利用できないことが
あるので海外旅行保険は必ず忘
れずに入りましょう。

2

○□保険

華美なアクセサリーやブランド品等を身
に着けた格好は犯罪の標的になります。
動きやすく派手すぎない服装を心がけま
しょう。また、女性が外出する際には、
露
CIP
出度の高いものや刺激的な服装も犯罪
○□保険
に巻き込まれる恐れがありますので
避けるようにしましょう。

海外旅行保険への加入

週2回・1回3時間30分くらい
ストレッチ、トレーニング、審査の練習

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。

派手な格好は避ける

1

○□保険

Q1 なぜ空手を始めたのですか？
A1

4

今や海外旅行や留学が大変身近なものになってきていま
す。楽しい思い出にするために危機管理は欠かせません。
そのためには海外に旅立つ前に注意すべきことを事前に
知っておく必要があります。愛知淑徳大学では日本アイ
ラックという危機管理会社と提携して毎年2回危機管理セ
保険
○□
ミナーを行っています。今回はその中から大変役に立つ情
報を紹介します。

このコーナーはアイハウスの日本人チューターに企画・取材してもらいました。

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

「大学で交換留学生として選ばれたのならば」と家族の反対はありませんでした。当時下宿し
ていましたし、自分のことは自分に任されていたと思います。交換留学は学費が免除だったの
で、経済的負担がそれほど大きくなかったことも助かりました。

このコーナーはリレー形式でお届けします。次号は、ビジネス学部石坂綾子教授の留学経
験をお伝えする予定です。お楽しみに！

留学生別科授業に潜入！

今回、留学生別科主任の阿部美枝子教授が担当されている「日本語Ⅴ b（視聴解）
」と「翻訳」
のクラスに潜入し、普段留学生たちがどのように授業を受けているのか見てきました。

2015年1月26日

2-3限（10:30〜12:20）

日本語Ⅴb
（視聴解）阿部美枝子教授、履修生８名
この日の授業は先週からの続きで、
『クローズ
アップ現代』でゲーミフィケ―ションについて
取り上げられた放送を観て、内容を理解してい
くというものでした。人を楽しませるゲームの
手法がどのようにゲーム以外の分野でも活用
されているのかという難しいテーマについて、
速度の速い日本語の解説を聴いては、その都度
内容を先生と確認するという高レベルな内容

でした。先週の授業で学んだ内容の確認もあ
り、留学生たちは各自ノートを見ながら先生か
らの質問に積極的に答えていました。日本語Ⅴ
は上級レベルであるため、
「没入」や「可視化」
など難しい単語を学んでおり、上級クラスらし
い授業でした。

2015年1月26日

翻

4限（13:30〜15:00）

訳 阿部美枝子教授、履修生５名

Won t you please come in?
みなさんは、この英文をどのように日本語
に訳しますか。
この日の授業は映画の脚本を翻訳するとい
うもの。上の英文は『ミセス・ダウト』の
脚本からの抜粋です。授業では、客人を家
に招き入れる際に、
「どうぞお上がりくださ
い」なのか、
「どうぞ入ってください」なの
か、ということを例に挙げ、文化や習慣も
考慮して日本語を考えることが大切という
ことを学んでいました。つまり、日本であ
れば靴を脱いで「家に上がる」という習慣
があるので「お上がりください」でもよい
のですが、映画の舞台であるアメリカには
その習慣がないため「お入りください」と
訳すのが適している、ということなのです。
また、脚本の翻訳を通して、女性なのか、子
供なのか、雇い主なのか、雇われる身なの
かなど、どのような人がどのような場面で

話すのかによって話し方が変わるのだ、と
いうことを映画のセリフを例にとって学ん
でいました。解説を聞いた学生たちは、な
るほどと言わんばかりの顔を見せていまし
た。留学生たちは真剣に先生の説明に耳を
傾けてメモを取り、時に先生のユーモアを
交えた説明に笑い、日本語を楽しく学んで
いました。

No!!
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会話室に行こう！

イ

留学生別科2015年春学期フィールドトリップ

ジェヨン

テ グ

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じですか。
「会話室」
では、お昼休みのリラックスした雰囲気の中、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韓国・朝鮮語会話室「カチバン」にお邪魔して、2014年度後期担当
の李 在鏞さんと参加学生にお話をうかがいました。

2014年度後期担当

授業では学ぶことができない事
を学べて、さらに韓国語に興味
を持ちました。
（メディアプロデュース学部 3年）

言語だけではなく文化や
習慣を知ることができて
楽しいです。
（メディアプロデュース学部
3年）

ジェヨン

郡上八幡に行ってきました！

Ｑ カチバンではいつもどのようなことを学生と話していますか。
参加者が一緒に活動できる課題を主にして、K-POP アーティスト
に関する最新記事を読んだり韓国のゲームをしたりと、自然に韓国
語を話せるようにしました。

ジ ェ ヨ ン

授業で習った韓国語を実際に使える
ので、より語学が身に付きます。
（メディアプロデュース学部 4年）

イ

私は、韓国の大邱出身の李 在鏞です。
名古屋大学大学院の学生（博士課程後期）で、2007年から名古屋に
住んでいます。
私は、韓国語を専攻していて、日本で韓国語教育に携わりたいと思
い来日しました。日本と韓国との間で感じたことについて、ブログ
を書いたりしています。

李 在鏞さん
インタビュー

〜韓国・朝鮮語会話練習「カチバン」編〜

イ

140mm

韓国のインターネット用語
など知ることができてよ
かったです。
（メディアプロデュース学部
3年）

Ｑ 参加学生の様子はいかがですか。
参加者それぞれが表現の豊かさとパワーを持っていて、感心しました。
Ｑ 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。
少しの時間でも毎日規則的に学習することが一番の方法だと思い
ます。
Ｑ 韓国・朝鮮語を勉強している学生にメッセージをお願いします。
韓国語は日本語と語順や一部漢字語の発音などが似ていて、気軽な気持ちで日本人がチャレン
ジしやすい外国語です。
また、日本の国家試験などでも通用する外国語の一つなので、将来の就職にも繋がる可能性が
あります。
是非、会話室に参加してみませんか。

韓国の文化を知ること
ができ、話すこともで
きて楽しいです。
（メディアプロデュース
学部 3年）

3月11日（水）季節外れの雪の中、留学生別科生17名と教員3名が岐阜県に出かけました。長久手キャ
ンパスから貸切バスに乗って郡上八幡へ。今回のフィールドトリップの目玉は、外国人観光客にも
人気の「食品サンプル」作り。レタス１つと天ぷら３品の作成に大奮闘！普段街中で目にする食品
サンプルにわくわくしながら、工房の指導員の話を熱心に聞き、それぞれの「作品」を仕上げまし
た。今回お邪魔した食品サンプル工房の隣にはお店があり、ストラップやマグネットなど本物そっ
くりな品物のお土産選びも楽しんでいました。郡上八幡を後にした一行は、昨年ユネスコ無形文化
遺産に認定された本美濃紙の町、美濃へ移動し、うだつの上がる町並みを散策しました。雪がちら
つく寒い一日ではありましたが、食品サンプルの町、本美濃紙の町と、東海地区の有名な地域を訪
れ、大変貴重な体験となりました。

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。

英語海外セミナーⅡ（キャンベラ大学語学研修）

交換留学レポート

オーストラリアのキャンベラ大学で2015年2月8日か
ら3月5日まで語学研修を実施しました。この研修は
大学滞在中の全日程をホームステイで過ごします。
研修に参加した附田みなみさんに、ホームステイの感
想をうかがいました。

水谷 万里奈さん

附田 みなみさん

My Exchange Program in Hamburg

交流文化学部交流文化学科4年

ビジネス学部ビジネス学科 3年
（参加時2年）

留学期間：
2013年10月〜2014年7月

ホストファミリーは
どのような方たちでしたか？
私のホームステイ先はカンボジア出身の女性（５０代）とそ
の息子（１７歳）と女性の友人の男性（６０代）の家でし
た。ホストマザーは英語・カンボジア語・ベトナム語・フラ
ンス語・ヒンディー語の５ヶ国語話せるとても優秀な方でし
た。息子はとてもシャイで最初は私から話しかけるだけでした
が、慣れてくると話しかけてくれるようになり会話が増えまし
た。友人の男性はとても優しく、よく一緒に散歩をしたり、テ
レビを観たりして過ごしていました。

ホームステイをするうえで
大切なことはなんでしょうか？
積極的に会話をすることです。私は自分の英語に自信がな
くて、初日は食事が終わるとすぐに部屋にこもってしまいまし
た。そんな私にホストマザーは「私たちがちゃんとフォローす
るからたくさん会話をしよう」と言ってくれました。それから私
は積極的に話しかけに行く
ようになりました。自分の
英語に自信がないからと部
屋にこもってしまうのではな
く、完璧な英語を話せなく
ても英語を積極的に口に
することが大切で、
またそれ
が語学力の向上に繋がる
のではないかと感じました。

キャンベラを離れる最後の日マザーと
撮った写真。お世話になりました！

About the University of Hamburg
The University of Hamburg is a very open-minded university with many
faculties and programmes. It offers various courses for domestic and
international students. Its students and teachers are very friendly and open
to conversation. What I like about the university is that it offers many
courses for not only domestic but also exchange students. For example, it
offers a variety of courses where international exchange students can get to
know the German language and the culture. And it offers English courses or
other languages courses where they can practice the language by speaking
it in a class.

Classes of the University
Students were very interested in taking classes and they
participated in them actively. No matter how large a class
was just 20 or 200 students, they would raise their hand and
give their contribution by saying their opinions or asking
questions. The courses I took were 90 minutes long, 20-40
students in a class.

実際にホームステイを体験してみて
どうでしたか？
ホストファミリーに会う前は、どんな人だろうと、とても不安で
した。しかしホストファミリーは不安で緊張していた私を笑顔
で迎えてくれたので、私も自然と笑顔になり安心することが
できました。私のホストファミリーは、私との会話をとても大
事にしてくれる家族でした。学校から帰ると「学校どうだっ
た？」と毎日聞いてくれて英語を話すたくさんのチャンスを与
えてくれて、また英語でよく使うフレーズや現地ならではの表
現を教えてくれてとても勉強になりました。最初はとても緊張
しましたが、ホストファミリーが本当の家族のように接してく
れたので、私もリラックスしてとても充実した３週間を過ごす
ことができました。「日本に帰っても英語の勉強になるからま
めに連絡を取り合おうね」と言ってくれたので今回の研修を
無駄にしないように積極的に連絡を取りたいと思います。私
を受け入れ、歓迎してくれたホストファミリーに感謝の気持ち
でいっぱいです。

附田さんが初めてホーム
ステイ先に来た日にマ
ザーが作ってくれた歓迎
の料理。野菜はマザーが
自家菜園したもの。

Course name

detail

Discuss the difference of humor and body
languages among various countries or particular
Humor & Body
situations by watching pictures.
Language
Talk about humor and body languages which
students experience abroad.
It is a Business English course. Learn how to write
business letters. Make a group presentation about a
company and discuss the presentation of the other
group.

The World Wide Make a presentation about TV programmes, movies
Media
etc. in a pair and discuss each presentation.
Conflicts : Why
they occur and Talk about various conflict situations, analyse them
how to deal with and try to find solutions.
them

米国 NPO インターンシッププログラム
2015年2月6日から3月8日まで、アメリカのワシントン D.C. 周辺にてインターンシッププログラム
を実施しました。今回は18名が参加し、ホームステイをしながらそれぞれのインターンシップ先で
活動を行いました。研修に参加した富樫 慶さんに研修の様子を聞きました。

慶さん

福祉貢献学部福祉貢献学科社会福祉専攻 3年（参加時2年）

インターンシップ先

Easter Seals (Adult Day Care Center)
マザーと一緒に料理もしました。この日
作ったのは照り焼きチキンとお味噌汁。
日本から調味料をお土産代わりに持っ
ていきました。

仕事の内容
■ 朝、利用者の方のコートを回収、クローゼットに持っていく。
ネームタグを配る。
■ 昼食・おやつのプレートを提供する。
■ 利用者の方が食べ終わった後、プレートを下げ、机を拭く。
■ 食間のリラックスタイムの時に、利用者の方と一緒に様々な
レクリエーション（ビンゴゲームや歌など）を楽しむ。
■ 日本文化の紹介：スーパーバイザー（監督者）が研修中に
2回時間を設けてくれたので、折り紙とコマづくりの紹介をした。

研修中のある一日の活動内容

ホームステイ先のお宅

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、中国語語学学習相談担当の董 梅香先生にお話をうかがいました。
メイシャ

チョウ

6:30
8:35
9:00
12:30
13:00
15:00
15:30
16:30
18:00 〜

起床・身支度、朝食：ヨーグルト・ピーナッツバタートーストなど
家を出る（バス10分＋徒歩5分、30分かけて徒歩で行くこともあった。）
研修先に到着。インターンシップ開始
昼食 夕食の残り物で作ったお弁当を食べる。
午後の仕事開始。
利用者の方たちをお見送りする。
掃除・後片付けをして、本日のインターンシップ終了
帰宅。帰宅後は日記を書いたり、単語を調べたりなどの作業をする。
ホストファミリーが帰宅。一緒に夕飯を作り、今日の出来事を話しながら一緒に夕飯を食べる。
この日のメニューは、ミートローフ、マッシュポテト、パスタなど。
20:00 〜 リビングで残りの日記を書いたり、ホストファミリーと会話をしたり、テレビを見たりする。
24:00
入浴・明日の用意をした後に就寝

日本に興味を持った理由を教えてください。
また、日本語はどのように勉強しましたか？
中学生の時に、日本のアニメ
・マンガに出会ったの
がきっかけでした。徐々に日本の歴史に興味を持ち
始め、より深く日本文化・日本語を学びたいと思い、
天津外国語大学日本語学科に進学しました。
私はマンガから多くの日本語を学びました。日本の
マンガは、おそらく世界各国の日本語学習者の「テ
キスト」的な存在になっているのではないかと思いま
す。マンガは、絵があることで日本語があまり理解で
きなくても何となく意味がつかめるので、日本語学習
初心者にはとても易しく、かつ楽しみながら学習ができ
るからです。ただ、マンガからだけだと正しい日本語を
学ぶことができないので、丁寧語や敬語、ビジネス日
本語は大学に進学してから本格的に学びました。
留学先として本学を選んだ理由と本学での普段
の生活を教えてください。
「複数学位取得プログラム」により、2つの学位が
4年間で取得できることに魅力を感じ、愛知淑徳大学
への留学を決めました。また、名古屋に在住経験の
ある天津外国語大学の先生から、「名古屋は住みや
すく、勉強するには良い環境だ」という後押しもありま
した。現在、大学院修士課程で論文執筆に向けて
努力している最中ですので、普段はアイハウスか院生
研究室で研究を進めています。週末は、市内に遊び
に行くこともありますし、気分転換に国内旅行をするこ
ともあります。奈良県や京都府など、日本文化を感じ
られる街を旅するのが特に好きです。
日本の印象を教えてください。
（入国前と比べて）
日本に来る前には、「関西の人は人情に厚いが、
関東の人は冷たい」という噂を耳にし、名古屋はどう
なのだろうかと心配しましたが、名古屋・関西・関東
すべての日本人が優しく親切だということが分かりまし
た。家族は留学する前に「外国人だから差別される
のでは」
という心配をしていましたが、そのようなことは
一切ないことが分かり安心しています。
また、日本製品の素晴らしさについては、入国前
と変わらずよい印象を持っています。すべての商品の
品質が素晴らしいですが、中国の友人や家族からは
特に日本の化粧品のリクエストが多く、帰国のたびに
お土産として持って帰っています。

ン

メ

イ

シ

ャ

董 梅香先生（中国語語学学習相談担当）
中国語に対する需要がますます高まる
中、本学では全学向けの中国語の授業
が実施されると同時に、学習をサポート
する体制も整っています。中国語語学
学習相談は、学習を進めていく中で直
面するいろいろな問題の相談はもちろん
のこと、留学・HSK 受験・英語と両立
する学習方法など幅広く相談に応じてい
ます。

ラマを見ることや中華料理を味わうこと
によって学習の意欲が増すので、楽しく
学習することができます。
より楽しく中国語を学習する方法に関し
ては、語学学習相談で詳しく紹介します
ので、ぜひ気軽に相談に来てください。
●お勧めの本

● 南京師範大学語学研修 第一週のスケジュール

「基礎から発展まで
よくわかる中国語文法」

前期の各言語の語学学習相談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。

午前
8:30ー9:50
10:10ー11:30

授業

火

水

授業

午後
13:30ー16:30

授業

木

授業

日本語学科
文化講座
学生との
< 太極拳 >
交流会

金

土

授業
揚州
クラス分け
日帰り旅行
発表

日

自由行動

中山陵
見学

毎年中国の春節後におよそ３週間行われる南京師範
大学での短期研修についてご紹介します。

南京はどんなところですか？

（下記の本は国際交流プラザで閲覧できます。）

●授業紹介
丸尾 誠
私が担当している授業は、HSK４級、５ 2010年 アスク出版
級の対策講座及び実践トレーニングで 初級から中級までを対象とし、現代中国
す。また交流文化学部の中国語会話 語の文法事項の体系的理解を促す文
③・④と中国語聴解Ⅰ
・Ⅱも担当し、HSK 法書です。
試験でよく使われる表現や文法の解説
等を行い、より多くの学生が高い級の 「初級を突破！
中国語類義語使い分けドリル」
HSK 試験に合格できることを目指してい
2011年 NHK 出版
柴森
ます。
基礎段階においてよく使われ、誤用が
生じやすいものを取り上げています。ドリ
●お勧めの学習方法
基本的にはたくさんの単語を覚えること ルを解いて、文を自分のものにしていけ
と授業以外でも自習することです。その ば中国語の実践力が確実に身に付きま
ため、単語テストにまじめに取り組み、中 す。
国語メディア教材を積極的に活用するこ
とが大事です。また、中国人留学生に 「入門を終えたら挑戦！ 朗読中国語」
陳 文芷
よる会話練習の「聊天室（リョウテンシ 2005年 NHK 出版
ツ）
」が設けられています。みなさんの会 朗読を目標とし、常用表現の意味と使
話力を高めるために、積極的に利用する 用法の面から必要な説明を行い、練習
を設けています。
ことをお勧めします。
その他、中国のアニメ・歌・映画・ド

留学を考えている学生にアドバイスをお願いし
ます。
どの国に留学するにしても、ターゲットとする言語を
習得しようと思うならば、その言語のネイティブスピー
カーと積極的に交流すべきです。私も日本に来たば
かりのときは、自分の日本語に自信がありませんでし
たが、言語は使わないと上達しません。また、留学す
る前に、その国の文化、歴史、気候など出来るだけ
多くの知識を持ってから出発されることをおすすめしま
す。自分の価値観を曲げる必要はないと思いますが、
「郷に入れば郷に従え」で、自分の興味のある国
の文化に柔軟に対応していく心構えはとても大切だ
と思います。
そして中国留学を考えているみなさん、ぜひ留学を
現実のものにしてください。報道等で中国の様々な
ニュースが耳に入っていることと思いますが、中国、
特に私の母校などは留学生のみなさんを歓迎してい
ます。中国にも私のように日本に大きな関心を抱いて
いる学生がいますので、きっとお互いの文化を刺激し
合い、高め合えることになると思います。頑張ってくだ
さい！

中国の南京師範大学で2015年3月1日から3月21日まで語学研修を実施しました。
今回は26名の学生が参加し、中国語と異文化を存分に体験することができました。

月

このインターンシップで得た経験は私にとって宝物であり、自分の人生にとって大きなターニングポイントになりました。
異国の地でのインターンシップは予想以上に困難でした。すべての人たちの言っていることが分からず、自分の言いた
いことがうまく伝えられないもどかしさ、こんなはずじゃなかったという思いしかありませんでした。最初の１週間は、１人
になった時を見計らってよく泣いていました。それでも、スーパーバイザー・ホストフャミリー・他の参加メンバーの温か
さに支えられ、自分の現状を受け入れ、今自分ができる最大限のことをやりきることが出来ました。それは、しっかりと
結果として返ってきました。利用者の方たちは私の仕事ぶりを褒め、感謝を示してくれましたし、ホストファミリーとは本
当の家族のように親しくなれました。研修先のスタッフの方ともつながりを持ち続けられています。研修を終えてみて、
言語の壁は全く問題ではなく、問題なのは言語や文化の違いを壁ととらえて挑戦しないことであり、自分次第で周りの
環境は変えられるということを実感しました。この１ヶ月間のアメリカでの生活は、本当に充実したものでした。これから
の人生を模索する段階の私にとって、貴重な財産になりました。

日本人に知ってもらいたい中国の魅力を教えて
ください。
たくさんありますが、
「食べ物」「観光地」「ドラマ」
の3つを紹介したいです。
まず、
「料理」について、恋しくなるのは「打鹵面」
というあんかけそばで、天津飯の麺バージョンといった
感じの食べ物です。地域によって味が異なりますが、
私の家では玉子とトマトの炒め物を具としてのせます。
ちなみに「天津飯」は天津のものではなく日本オリジ
ナルのものですよ！天津甘栗は天津のものです。
そして「観光地」は蘇州市と雲南省がおすすめで
す。蘇州市は上海から近く、日本でいう京都のような
雰囲気の場所です。雲南省は少数民族が多く、おそ
らく雲南省を訪れた外国人観光客の多くは、この土
地が中国だとは思わないような異国情緒あふれる場
所です。どちらもとても美しい土地なので、ぜひ訪れ
てみてください。
最後に「ドラマ」です。最近の中国のドラマの流
行は、歴史をベースとしたラブストーリーです。今、中
国で人気の作品は『武媚娘伝奇』です。唐の時代
を舞台に、ある女性が都に入ってから女帝に上りつ
めていくというストーリーです。唐の時代の衣装や街
並みが美しく再現されています。中国は広く、方言も
多いので、中国のドラマには必ず字幕が付いていま
す。字幕を見ながら、ドラマで中国語を勉強するのも
よいと思います。

「中国語海外セミナーⅠ（中国）
」南京師範大学語学研修

インターンシップに参加した感想
ト

セ ツ ヒ

My Course List

The total study hour of a course is 28 hours per semester.

富樫

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。中
国出身の張 雪霏さんは2012年から2年間、本学と天津外国語大
学との留学プログラムである「複数学位取得プログラム」の留
学生として来日し、2014年に卒業後、愛知淑徳大学大学院ビジ
ネス研究科に進学し学んでいます。今回は、張さんの日本での
留学生活をご紹介します。

What did I do in your private time?
In my free time, I spent a lot of time with my
friends of the university. We went for coffee, eating,
shopping, parties, BBQ, travels and watching the
World Cup 2014.

Basic Office
Communication

What did I study at the university?
I took mostly courses in English in which participation was required. The courses
were communication, languages, media, economy, politics and business. Apart
from lectures, I read scripts of the lectures, did my homework, practiced German
and English with my friends, read the news, and watched movies as my study.

語学学習相談のご案内
トン

私の留学生活

今回は交流文化学部の水谷万里奈さんに、英語で交換留学について紹介していただきます。
本学でも数少ないハンブルク大学（ドイツ）の交換留学レポートなのでぜひ読んでください。

International House

中国東部・江蘇省にある都市です。大都市ではあり
ませんが、歴史的建築物に恵まれ趣ある地区です。

「iHouse」便り

アイハウス管理事務室より、2014年10月から2015年3月までの利用実績をお知らせします。

● アイハウス 施設別 利用実績

（2015年3月20日現在）

10月

2014年

11月

12月

2015年

1月

2月

3月

ラウンジ

4

1

3

5

3

3

セミナー室 1

2

2

2

3

7

3

セミナー室 2

1

2

1

3

11

5

セミナー室 3

5

4

6

3

5

2

和室 1

2

3

1

2

1

1

和室 2

3

1

3

和室 3

3

2

2

3

1

和室 4

2

3

3

3

1

1

調理室

5

3

5

1

4

3

4

茶

1

室

G・R（シングル）

1

G・R（ツイン）

1

パントリー

1

1

1

1
1

1
3

アイハウスは昨年10月に竣工1周年を迎え、多
くの方々に利用されています。中でも教育機器
が充実し、部屋によって壁一面鏡張りで利用で
きるセミナー室は人気があり、ゼミ・サーク
ル・公開講座などの活動に役立っています。宿
泊施設の和室は全開放105畳という広さが魅力
で、4分割に仕切ることができ男女別での宿泊
が可能です。調理室には不自由ない調理器具が
揃いキッチンスペースも広く、料理の試作やゼ
ミ合宿での食事作りなどに活用されています。
64席あるラウンジでは大人数でのイベントや
パーティが催され、2月には公開講座でのジャ
ズピアノコンサートが開催されました。また、
昨年10月・今年1月の2度に渡り1階フロアを使
用した展示会が開かれ、日ごろの学習成果の発
表の場として公開され成功に終わりました。こ
のように大学生活の一環として多目的に利用
できるアイハウスをぜひご活用ください。
【アイハウス管理事務室】

授業ではどんなことを勉強しますか？ 授業以外にどんなプログラムが
主に会話中心の授業です。様々な国のクラスメイトと ありますか？

中国語で話したり、彼らの授業での積極的な姿勢に ３つの文化研修の他、日本
良い刺激を受けたり
語学科学生との交流会、南
と、とても充実してい
京市内観光、上海旅行があ
ます。
ります。

研修中はどこに滞在しますか？
キャンパス内にある大学寮で生活します。各部屋には
生活できる一定の設備が整っています。

食事はどうしていますか？
学食や大学付近に安くて美味しい
店が多く連なります。また寮の共
同キッチンで自炊も可能です。

●編集後記
これまで5年に渡り INE を担当してまいりましたが、今
号が私の担当する最後の号となりました。次号からは新し
い編集スタッフのもと、更に親しみやすいニュースレター
を目指すこととなります。新入生、在学生の皆さんには、
INE を通してぜひ国際交流に関心を持ち、在学中に留学や
外国語学習に積極的にチャレンジしていただきたいと思い
ます。INE について、ご意見・ご要望などございましたら
国際交流センターまでお寄せください。
次号 INE No.59は2015年11月発行予定です。ぜひお楽
しみに。
（さ）

