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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。
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星が丘

コンピュータ

オススメ！

留学体験談

本学の短期研修プログラム参加
者の帰国報告書や、交換留学生
の帰国報告書・生活報告書が閲
覧できます。留学の先輩方の体
験談、ぜひご参考に！

10台 (Mac ５台・Windows ５台 ) 設置。

各キャンパスの国際交流センターに隣接する「国際交流プラ
ザ」を知っていますか。国際交流プラザは、留学や語学に関す
る様々な情報を集めたスペースです。国際交流に関する書籍の
ほか、英語雑誌や語学情報誌なども、どんどん新しいものが入っ
てきています。掲示板では、各種語学試験や奨学金などの様々
な最新情報をみなさんに提供しています。

長久手

図書

長久手

星が丘キャンパス

最新の留学情報誌や語学試験の対策本を数多くそろえています。
手元に置きたくなる１冊が見つかるかもしれません。

5号館2階
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長久手キャンパス

『猫熊澡堂』

交
「国際

（金玄謹著、白水社、2015年）
韓国人の目線から見た日本の様子を、韓国語独特の言い回しで楽しく
表現したエッセイです。中級読本ですが、日本語訳も付いています！

『留学の真実』

（高野幹生著、IBC パブリッシング、2014年）
「海外とは、
留学とはこういうものだ」という思い込みはありませんか。
日本の状況もふまえながら、留学の実情を楽しく紹介してくれます。
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一番楽しい時間は、皆でおしゃべりしながら
料理を作り、食事をする時間だそうです。各国
自慢の料理の腕比べをするのは、想像しただけ
でも楽しそうですね。ただ、
「日本では母国の
調味料がそろうスーパーがなく、本来の味が出
せなくて残念」というこだわりの一面も。留学
を終えて帰国する頃には、きっと日本料理もた
くさん覚え、上達していることでしょう。

の印象

日本
本人・

日

日本人は礼儀正しく優しい、ルールを守り清
潔、との印象だそうです。また日本について
は、工業大国で経済的にも豊かで、でも物が多
いわりには国全体が綺麗で緑も多い、という感
想がありました。景色がよいので小旅行が楽し
みだそうです。日本人が母国を愛する心がけ
が、来日した外国人の皆さんによい印象を与え
ているのですね。

iHouse の

新しい RA が
決まりました！

iHouse で留学生の生活をサポート
してくれる RA（＝レジデント・ア
シスタント）の３名が決まりました。
３名は2015年８月から１年間、留学
生たちと一緒に iHouse で暮らしま
す。日本人学生との交流イベントも
企画してくれるそうですよ。興味
のある皆さん、ぜひ積極的にご参
加くださいね。
左から
菊川 未来さん（人間情報学部人間情報学科3年）
梶浦 愛莉尚美さん（文学部英文学科3年）
水野 里彩さん（交流文化学部交流文化学科3年）
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2015年度留学生別科入学式が９月１日（火）
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。今年度の新
入生は11名で、例年に比べて少人数ですが、昨年度入学した継続生２名と
合わせ合計４か国13名となりました。
入学式では、島田学長より「違いを共に生きる」という本学の理念を「あ
りがとう」
「さようなら」の語源を紹介しながら、互いに認め合うことの大
切さをお話いただき、これから愛知淑徳大学で日本語を勉強する留学生へ
の歓迎の言葉が贈られました。新入生代表スピーチでは、中国の南京師範
大学からの交換留学生 陳娣さんが流暢な日本語で、ここで巡り合った奇
跡に感謝し、仲間と共に楽しい思い出を作っていきたいと語りました。入
学式終了後には歓迎ティーパーティーが行われ、他の留学生や別科の教員、
日本人学生との歓談を楽しみました。
これから始まる愛知淑徳大学での日本語学習や日本文化体験、日本人学
生との交流を通して、より多くの知識を身に着け、ここでしか学べないこと、
体験できないことを積極的に行い、留学生活を有意義に過ごしてほしいも
のです。

リョウ エイ

李 瑛さん

梁 穎さん

［中国］
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2015年度
留学生別科入学式

● アイハウス施設利用実績
4月
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蘇

［アメリカ］

「iHouse」便り

生活
スでの

月〜金曜日（祝日、及び大学が定める休日をのぞく）
授業期間
9:00〜20:30
授業期間以外 9:00〜16:45

2015年 秋学期留学生別科新入生紹介

ています

貸出も行っ

2015年

国際交流プラザは本学の国際交流
発信地として、海外体験、国際交
流の情報を提供しているほか、学
生の交流の場として広く利用され
ています。まだ来たことのない人
は、ぜひのぞいてみてくださいね。

ること

でき
ラザ」で

流プ

『韓国語リーディング タングニの日本生活記』

語学試験の日程や奨学金などのお知らせが
掲示されます。海外研修の案内や情報誌な
どを配布していることもあります。

9号棟1階

（文・絵：tupera tupera、中国語訳：劉握瑜、小魯文化発行、2014年）
パンダが銭湯に行くと、どうなる……？中国語がわからなくても面白
い！とっても可愛い絵本です。

夢や希望に胸を膨らませて来日した留学
生たちに、アイハウスでの生活や日本の印
象について聞いてみました！

掲示板

1

アイハウスは、2015年10月に２周年を迎
えました。多くの皆様に大切に使っていただ
き、ますます充実し、活気付いています。在
学生、教職員の方で、研修施設の見学や利用
をご希望の方は、お気軽にアイハウス１階の
管理事務室までお越しください。

2015年 複数学位取得留学生、特別科目等履修生新入生紹介
複数学位取得留学生

５名

特別科目等履修生

2名

中国の天津外国語大学より、5名の複数学位取得留学生を受け入れました。
特別科目等履修生は１年間の交換留学プログラムで来
2年間の留学プログラムで、愛知淑徳大学での学位取得を目指して日本人学生と共
日し、現在文学部で学んでいます。授業やキャンパ
に学びます。

ヨウ イノウ

楊 伊 さん
交流文化学部所属

［中国］

ス内で見かけたときには、気軽に声をかけて交流してみ
てください。

カク ハイブン

郭 佩汶さん
ビジネス学部所属

［中国］

オウ コクトウ

王 国棟さん
ビジネス学部所属

［中国］

リ

セイセイ

李 青青さん
ビジネス学部所属

［中国］

チョウ セツ

張 雪さん
ビジネス学部所属

［中国］

ザン

張 ウトゥムさん

［韓国］

チョン チャンヒ

千 昌熙さん

［韓国］
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留学生に
聞いて 私の留学生活
みよう 金 唯顯さん ［韓国］

会話室に行こう！

〜中国語会話練習「聊天室」編〜

2015年４月に文学部国文学科に入学した韓国からの留学生、
金 唯顯さんに愛知淑徳大学での勉強や日本での生活についてインタ
ビューしました。国際交流センターからの質問に対して、とても気
さくに、流ちょうな日本語で答えてくれました。
ユヒョン

Ⓠ

ユヒョン

金 唯顯さんの出身地はどこですか？
韓国の釜山出身です。

Ⓠ

日本のどんなところが好きですか？

日本語が好きです。日本語のイントネー
ションに一目ぼれしたというか、自分に
あっていると思います。

Ⓠ

愛知淑徳大学に入学しようと思った理
由は何ですか？
第１の理由は、留学生向けの奨学金が
あったことと、大学寮の家賃が安いこと
に惹かれました。

Ⓠ

大学では何を専攻していますか？

Ⓠ

留学生活で大変に思うことは何です
か？
日本の留学生活で大変に思うことは全
くありません。韓国では大学在学中に兵
役に２年間行かなくてはいけないという圧迫
感があり、それに比べるとマシです。

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。
一緒に中国語を勉強してみませんか？ 中国に興味を持っていたり、気軽に中国語で会話
したい方はぜひ会話室に来てください！

Ⓠ

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。

留学の先輩からのメッセージ

2015年度夏季派遣交換留学生の皆さん

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ます。第２
回目の「留学の先輩」は、ビジネス学部の石坂綾
子先生です。石坂先生は、大学３年生の夏に約１
か月間、ゲーテ・インスティテュートというドイ
ツ政府が設立した文化交流機関に留学されまし
た。さらに、大学院在学中には、博士課程１年生
の10月から約１年間、ドイツ連邦銀行に、研究の
ために留学されています。

Ⓠ

Ⓠ

2015年度前期に長久手キャンパスの韓
国語会話室『カチバン』の担当をしてい
ましたね。どんな事柄について日本人学生と
会話をしましたか？
カチバンに参加してくれた学生たちは
韓国のアイドルに興味があり、自分はそ
うでなかったので準備が少し大変でした（笑）
。

藤田さん

左から櫛田さん、井上さん

2015年度夏季派遣交換留学先一覧
氏名

ビジネス学部

留学先大学

留学期間

ウエスト・バージニア大学（米国）

１年

土井 星奈さん
（文学部英文学科３年）

グラーツ大学（オーストリア）

１年

藤田 なつみさん
（交流文化学部交流文化学科３年）

北京師範大学（中国）

１年

井上 真理子さん
（交流文化学部交流文化学科３年）

南京師範大学（中国）

１セメスター

櫛田 礼加さん
（交流文化学部交流文化学科３年）

南京師範大学（中国）

１セメスター

坪井 美幸さん

（文学部英文学科３年）

短期研修参加者レポート その1

カクン

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。
語学の基礎は単語で、日本も中国も漢字を使っていますが、発音が全然違います。単語を
暗記する時は発音も一緒に覚えてみましょう。文章を読む時は声を出した方が効率がいいと
思います。

これから日本に留学しようと考えてい
る留学生に対して、何かアドバイスはあ
りますか？
日本に来る前に、日本語をちゃんと勉強
してくると良いと思います。来日後は勉
強だけでなく、人間関係においても日本語がで
きないと大変ですから。

左から土井さん、坪井さん

コ

私は、中国の江西省出身の顧 佳君です。
留学生として2014年９月に日本へ来て、今は愛知淑徳大学交流文
化学部３年生です。日本のアニメやドラマに興味を持ち、日本語を
勉強し始めました。
聊天室ではいつもどのようなことを話していますか。
来てくれた学生によって多少違いますが、会話の中でよく使う言葉、中華料理、中国のド
ラマ、中国で流行っていることを話しています。

国文学です。日本の方と話し合う時、私
が外国人であることに気づかないほど
の日本語能力を身につけたいです。
大学の授業や日本での生活について率
直な感想を聞かせてください。
日本のお世辞は諸刃の剣のような所が
あると思います。例えば、お世辞を言う
ことで相手を励ましたり、より良い仲になるな
ど多くの利点はあると思いますが、それが本当
かうそか分かりにくいのが難点だと思います。
そして、大学の授業には何とかついて行ってい
ますが、漢字がまだ苦手です。なので、今は漢
字検定の勉強に励んでいます。

カクン

2015年度前期担当

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中国語会話室「聊天室」
にお邪魔してお話をうかがいました。

2015年４月に入学（文学部国文学科１年生）
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石坂 綾子 先生

【石坂先生の留学期間】
Goethe Institut（ゲーテ インスティテュー
ト）〈当時大学3年生〉
Deutsche Bundesbank
（ドイツ連邦銀行）
〈当
時、大学院博士課程1〜2年生〉
ドイツ語の勉強を始めたきっかけは何ですか。
先祖にドイツ留学をしていた者がいて、子
どもの頃からドイツが身近でした。高校生の頃
には、父が仕事でドイツに渡り、私も訪ねまし
た。その時に、素敵なところだとすっかり気に
入り、大学入学後は迷わず第二外国語でドイツ
語を選択しました。

最初に参加された夏季研修はどんなも
のだったのですか。
ゲーテ・インスティテュートの集中コース
で、みっちり語学を勉強しました。教科書にと
らわれず、
「読む」
、
「書く」
、
「話す」の３つを総
合的に伸ばす、面白い授業でした。日本で受け
ていた語学の授業とは全然違うと思いました。
詩や歌も習い、ドイツの文化にもたくさん触れ
ました。

楽しそうですが、慣れるまで大変そうで
すね。
つらい、大変だと思う間もなく、あっという
間でした。ようやく慣れた頃に帰国しなければ
ならないのが残念でしたね。

専門の勉強もあって、語学の勉強もあっ
て、大変でしたね。

次の、銀行に留学というのは珍しいです
ね。インターンなどですか？
あくまで留学です。研究テーマが、ドイツの
金融政策や金融システムに関わることでしたの
で。ドイツ連邦銀行は中央銀行、日本では日銀
にあたります。ありがたいことに、大学院修士
課程の時に、そこで研究指導をして下さるドイ
ツ人の先生を紹介していただいたのです。

学校とは全然違う環境の中で勉強され
たのですね。
周りはもちろん社会人ですので、最初はと
ても緊張していました。時間にも厳しかったで
す。大学の授業のように「ちょっと遅れてもい
いかな」なんてことは絶対に許されません。

銀行での雰囲気はいかがでしたか。
中央銀行ですので当然警備は厳しかったの
ですが、緑豊かで、庭にはウサギが跳ね回って
いました（笑）
。皆さん優しく声をかけて親切に
教えてくれましたし、文化サークルにも誘って

1 英語

クラスの人と会話するのに、韓国語と英語中心でした。
新村は日本語が通じず、英語の大切さを知りました。

池田 朱里さん（右）

そうですね、でも、できなくはありません。
夜、部屋でぼーっとしている、その少しの時
間にもドイツ語を聞くことができます。今は特
に、情報も教材もとても手や耳に入りやすい環
境ですから、皆さんもぜひ時間を有効に使って
下さい！

有意義な留学生活を送るためのコツを
教えて下さい。
受け身ではなく自分から積極的に行動しな
いと、いつの間にかポツーン……となってしま
います。勇気を出して現地の人と接して下さい
ね。たくさんの人が助けてくれますから、心配
しなくても大丈夫です！内向きにならず、どん
どん飛び込んでいって下さいね。
お話を聞き、失敗を恐れず積極的に挑戦しな
ければ、と強く思いました。石坂先生、お忙し
い中、たくさんのアドバイスをありがとうござ
いました！

活躍する卒業生

2015年度韓国・梨花女子大学校短期語学研修に参加した池田朱里さんに、異国の地で気付き、
感じたことを紹介してもらいました。

梨花女子大学校はとにかく坂と階段が多かっ
たです。良い運動ができました。

そのときは寮などに入られたのでしょ
うか。
ドイツ人家族の住宅の一部屋を借りて住ん
でいました。本当に、周りはドイツ人ばかりと
いう生活でした。普段の生活は自由でしたが、
ホストファミリーと一緒に色々なイベントもし
ました。クリスマスには巨大なもみの木を買い
に行きました（笑）
。

梨花女子大学校

2 坂が多い

くれました。ドイツには、まじめで勤勉な人が
たくさんいました。自然や生き物に優しい国だ
と思いました。

安田 なぎ子さん
2008年３月 文化創造学部
多元文化専攻 卒業

このコーナーでは、在学中に海外留学・研修に参加した
卒業生を紹介しています。
今回ご紹介するのは、安田なぎ子さんです。安田さんは
大学３年生の春休み、
「米国 NPO インターンシッププログ
ラム」に参加し、米国の小学校でボランティア活動をしま
した。卒業後は青年海外協力隊としてジャマイカに派遣さ
れ、現地の養護学校で２年間のボランティア活動に従事し
ました。2015年７月まで５年間、本学コミュニティ・コラ
ボレーションセンター（CCC）でお仕事をされていました。

3 教育熱心

健康医療科学部スポーツ・
健康医療学科2年

ホームステイ先の方が教育熱心で、家
じゅう本がたくさんで、韓国の図書館にも
連れて行ってもらいました。

4 DMZ（非武装地帯）

韓国と北朝鮮との国境付近です。
何十年もの間手付かずのままの自
然が残っています。目で見えるほ
ど近いけど、遠い２国だと思いま
した。

韓国での生活に慣れるまでは、不安で日本に帰りたいと思うこともありましたが、１週
間もすると生活に慣れ、不安よりも楽しいという気持ちでいっぱいで、３週間が本当に
あっという間でした。
梨花女子大学校での授業は個人のレベルに合ったクラスで行われ、その他に韓国人学生
との共同授業もありました。そこで驚いたのは彼女たちの日本語力です。日本に住んでい
るかと思う程の流暢な日本語に、私も見習ってもっと韓国語を頑張ろうと思いました。
短い間でしたが、たくさんの人と関わり、楽しい思い出ができ、大学生活初めての夏休
みを充実させることができました。

短期研修参加者レポート その2

グアム大学

2015年8月22日から約１か月間、グアム大学の語学研修
に参加した中島さんに研修の様子を聞きました。
現地での授業、現地学生の様子はどうでしたか？
非常に英語力のつく授業でした。日本語を使うことがで
きないため、何としてでも英語で伝えなければならない、
そのような状況に置かれることで、英語力が格段にレベル
アップしました。担当した先生がたは、ユーモアに溢れる
先生達でした。私たち全員のレベルにあった授業内容にし
てくれるため、とても楽しむことができました！
グアム大学では多くの人が自由に生活をしています。話し
かけてみると、みんな年代も、勉強をするに至った理由も
環境も様々ですが、全員に共通していることは、明確な目
標をもって学んでいることです。

観光名所の恋人岬。学校のプログラムにあったナ
イトマーケットまで時間があったので、様々な観
光地へ立ち寄りました。

中島 直広さん
ビジネス学部ビジネス学科３年

グアム観光でおすすめ場所は？
チャモロビレッジです。ここでは観光客も現地人も、食
事をしたり、広場に集まり音楽に合わせてダンスをしたり、
会話を楽しんだりすることができます。老若男女、また言
葉の壁を越え、この広場に集まり、交流することによって
人と人との関係が構築され絆が深まっていくことが感じら
れました。

語学学習相談のご案内
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
等でお知らせします。
英語語学学習相談担当、河口和子先生からのメッ
セージです。

河口 和子先生
（英語語学学習相談担当）
現地学生との会話の授業。毎回グループ編成が変わります。

チャモロ・ビレッジ付近に
ある海岸でみたサンセッ
ト。雄大な自然を感じるこ
とができます。

自炊生活なのでスーパーでの買い物は
欠かせません。
授業はチームを組んで課題を発表するものがいくつかありました。

Q
A

「米国 NPO インターンシッププログラ
ム」に参加したきっかけは何ですか。

研修に参加して

英語の需要が益々高まる中
で、学生の皆さんの多くが英語
能力の向上を望んでいると思
います。英語学習に取り組む中で、時には様々
な問題や悩みに直面するかもしれません。そのよ
うな時は英語語学学習相談を活用してください。
皆さんの英語の授業を担当している教員が一人
ずつ個別に対応するので、状況を良く理解して適
切なアドバイスを伝えることができると思います。
これまでも効果的な学習方法や資格試験に関す
る多くの相談が寄せられました。皆さんもぜひ気
軽に相談しにきてください。

自分にできることは何かを見つけた
いと思い、このプログラムに参加しま
した。また、アメリカという国を、留学と
いう形ではなくボランティアという視点か
ら見てみたいという思いもありました。

Q

ジャマイカへ行こうと思われたの
も、同プログラムに参加された影響で
しょうか。

A

アメリカでも、帰国後も、自分にでき
ることは何かを常に問い続けていま
した。アメリカでできたこと、できなかっ
たことを次に繋げたいと思い、青年海外協
力隊に応募しました。

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

米国の小学校でのインターンシップ
の様子はどうでしたか。

ただただ目の前の子どもたちと向き
合う日々でした。出国前に半年間の
研修を受けていたからこそ、現地で一つひ
とつの行動を大切にすることができたかと
思います。また、日本の小学校でもボラン
ティア経験があったので、日米の小学校を
比較し、お互いのよいところを取り入れて
いくことができました。子どもたちや先生
方から学ばせていただくことばかりの一ヶ
月でしたね。
大変だった思い出、楽しかった思い出
をお聞かせください。

「あなたには何ができますか？」と問
われた時に、自信をもって「これがで
きます！」と言えることが何もなかったこ
とが大きな困難でした。そんな中で、子ど
もたちに折り紙を教えてあげたり、日本の
昔話をお話してあげたり、些細なことばか
りですが、子どもたちが喜んでくれること
に大きなやりがいを感じました。

海外での経験は、現在の生活にどのよ
うな形で生きていますか。

言葉も文化も価値観も違う海外での
生活は、辛いこと、嬉しいこと、悲し
いこと、楽しいことがいつも以上に強く深
く感じられます。国籍にかかわらず、人々
それぞれが大切にしている文化や価値観に
敬意を持って接することで、お互いに尊重
し合える関係が作れると素敵だと思い、今
でも心掛けています。
在学生のみなさんへ、メッセージをお
願いします。

「違いをともに生きる」ということを
実感できる機会が、愛知淑徳大学に
は溢れています。ぜひみなさんなりの一歩
を、この素敵な大学で見つけてほしいで
す。先生方や職員の方々は、みなさんの一
歩を心から応援してくれますよ。
●編集後記
「ありがとう」は、私の大好きな言葉です。でも、中国で
使ったところ、
「友だちなのに、なぜ？」と寂しそうに言わ
れたことがあります。お礼の言葉自体がない地域もあるそ
うです。嬉しい気持ちは態度で示すのだとか。
「お礼すら言われなかった！」とき、実はそれは「仲良し」
の証かも。感謝を伝えているつもりが、失礼になっている
こともあるのかも。言葉や文化は、思っている以上にさま
ざまです。お互いが前向きに考え、理解し合いたいですね。
（ま）

