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中

鈴木 紗英さん

交流文化学部 交流文化学科 2017年度卒
留学先：パラツキー大学（交換留学）
勤務先：株式会社デンソー

留学をする

1573年に設立され、チェコで2番目に古い歴史を持つ大学です。
チェコのオロモウツという都市に位置しています。質の高い教
育プログラムを提供しており、世界中から学生が集まっている
ほか、学生同士の交流も盛んです。
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理由

私は留学先でダイバーシティを学びました。私の勤める会社でも多様性を大切に
しているため、そこに共感できたことも就職先を決めた理由の一つです。
オロモウツの市民剣道クラブに所属し、スポーツを通
じて交流を広げ、深められたことです。

ワ

オロモウツの歴史建造物の中で周辺国の学生と共に学
び、ヨーロッパの文化を肌で感じることが出来る環境と
いうことです。
留学は今でも私にとってかけがえのない大切な財産と
なっています。経験の幅を一気に広げられるチャンスだ
と思ってぜひ挑戦してみてください。また、その経験が
就職してからも強みとなり心の支えとなります。

外国語大学としては、中国国内でも古い歴史を誇る大学で
す。各国からの留学生も多く、多国籍の学生と共に勉学に
励むことができます。交換留学のほか、複数学位取得プロ
グラムでは、2年間の留学が可能です。
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語学を学びたい人だけが留学すると
思っていませんか？
在学中に長期海外留学を経験した卒業生5名の方に、
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留学で得た経験、その後の就職活動や現在のお仕事についてうかがいました。
先輩のお話を通して、留学後の自分自身の姿を思い浮かべてみてください。

留学を経験すると
こんなことが身につきます！
中

国

立木 美帆さん

交流文化学部 交流文化学科 2018年度卒
留学先：北京師範大学（交換留学）
勤務先：トヨタ自動車株式会社

幅広い視野

北京師範大学はこんな大学

1

A

2

A

3
A
4
A
5
A
6
A

韓

国

佐藤 佳代さん

授業後に、クラスのみんなでカラオケ
やボーリングなどに出かけて親交を深め
たことです。

学校の教科書を音読し、文章を暗記すること。単語を何度も書き、インプットす
る。留学先大学では、沢山の人と会話をしてリスニングを養いました。
中国語スピーチコンテストの参加、全国大会入賞、HSK6級取得、学生部長表彰
を頂いたことです。
留学を考えている学生へ：困ったら先生や国際交流センターの人に相談してくだ
さい。しっかりサポートしてくださいます。留学生活は、長いようで本当にあっと
いう間です。1日1日を大切に、充実した日々を過ごしてください。
就職活動を控えている学生へ：息抜きをしながら、自分が良いと思う方法で取り組
んでください。そして、キャリアセンターを積極的に活用してください。応援して
います！！
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チーム別で釜山の文化を日本人へ紹介する授業がありました。私達のチームは地名の
由来に関して調査し発表を行ったのですが、韓国人にも知らない内容であったのか、ク
ラスの代表に選抜され、学校の発表会（様々な授業や作品等を紹介する）にも参加しま
した。その過程で、友人と釜山の地方や駅を歩き回ったことです。

アイルランド
アイルランド国立大学

後期クラスメート

オーストリア
グラーツ大学
FH Wien of WKW

交流文化学部 交流文化学科 2017年度卒
留学先：南京師範大学（交換留学）
勤務先：リゾートウェディングプランナー

100年以上の歴史を有する伝統校。キャンパスの建築様式も古
典的で、東洋で最も美しいキャンパスとの呼び名もあります。
毎年春には、国際交流センター主催の中国語の短期研修を実施
しています。
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日本語学科の中国人学生が大学に沢山いたため、中国語を教えてもらい、日
本語を教えるという相互学習をしていました。留学生とだけではなく、現地の
人と会話をすることは語学力を伸ばすにあたり非常に大切なことだと改めて感
じました。
B&B Orchestra に所属し、長久手キャンパスまで通っていました。大人数で
一つの音楽を作り上げるために部員と力を合わせ、日々努力していました。
留学を考えている学生へ：まず挑戦してみることが一番です！愛知淑徳大学
から今までに派遣された留学生も、海外に長期滞在したことがない学生がほと
んどです。心配よりも、これからの成長を期待してぜひ頑張ってください！
就職活動を控えている学生へ：就職活動では初めて自分と向き合うことにな
ると思います。今まで経験してきたことが特に大きなことではないとしても、
必ずどこかで努力をしていたと思います。その記憶を引き出し、自分自身と向
き合い、自分に合った企業を見つけてください。終わった頃には今までで一番
成長できたと思えるはずです！

国際交流センター主催 交換留学

チェコ
パラツキー大学
オストラヴァ大学
ベルギー
IHECS
VIVES University of
Applied Sciences

台湾
文藻外語大学
静宜大学
台南應用科技大学

オーストラリア
キャンベラ大学
CQ 大学
ウェスタンシドニー大学

韓国
大邱カトリック大学校
東亜大学校
梨花女子大学校
国立木浦大学校
中央大学校

アメリカ
ミシシッピ女子大学
ウエストバージニア大学
サザンニューハンプシャー大学
ノースカロライナ大学ウィルミントン校
フェリス州立大学
テネシー大学
アーカンソー州立大学

香港
香港恒生学院

中国
南京師範大学
北京師範大学
天津外国語大学
北京語言大学

夏休み

8月～９月

①英語海外セミナーⅡ（カナダ）

フレーザーバレー大学
バンクーバー郊外に位置し自然に囲まれたの
どかな田舎町で、豊かな大自然に囲まれてい
ます。
滞在先

ホームステイ

②韓国・朝鮮語海外セミナーⅠ（韓国）

梨花女子大学校
 生の街「新村」にあり、韓国のキャンパス
学
ライフを体験できます。
滞在先

カナダ
メディシンハット大学

現地ホテル

春休み

2月～3月

①中国語海外セミナーⅠ（中国）

前年度（2018年度）派遣協定校紹介 * 学生の派遣を行わない年もあります

南京師範大学
中国の古都南京で歴史や文化に触れ、中国社
会に対する理解を深めることができます。
滞在先

2018
冬季派遣交換留学生のご紹介
年度

最初の頃は、自分の語学力の低さもあり人見知りをしていましたが、ある日思い
切ってクラスメイトに話しかけてみました。話してみると楽しく、会話が弾み授業
後にも一緒に出かけるようになりました。仲良くなったクラスメイトが他の友達を
紹介してくれて、中国語を話す機会も増えていき、沢山の友達と話すうちに徐々に
人見知りを克服することができました。自分の行動次第で、自分自身の新たな一面
を発見することができたことが一番の思い出になりました。
後列
前列

伊藤 奏音さん
交流文化学部交流文化学科2年
中央大学校（韓国）

立 実里さん

長谷川 菜緒さん

趙 有記さん

筒井 友未名さん

交流文化学部交流文化学科3年
国立木浦大学校（韓国）

交流文化学部交流文化学科3年
東亜大学校（韓国）

交流文化学部交流文化学科3年
梨花女子大学校（韓国）

交流文化学部交流文化学科3年
天津外国語大学（中国）

岡嶋 亜衣さん
交流文化学部交流文化学科3年
天津外国語大学（中国）

三輪 雛子さん
交流文化学部交流文化学科3年
天津外国語大学（中国）

横井 愛美さん
交流文化学部交流文化学科3年
天津外国語大学（中国）

棚瀬 桃菜さん
交流文化学部交流文化学科3年
天津外国語大学（中国）

大学寮或いは現地ホテル

②英語海外セミナーⅢ（オーストラリア）

CQ 大学

ロックハンプトン校

野生のカンガルーを見ることができる、緑や
花に囲まれた自然豊かなキャンパスで学ぶこ
とができます。
滞在先

日本人の学生が少なく、ヨーロッパ圏から来る留学生が多く皆が結構英語でも話
しており、英語も同時に学べます。

留学は短くてもいいので、若いうちに体験すると、考え方や視点が大きく変わる
ことができると思うのでおすすめです！

私は比較的就職活動へ取り組むのが遅い方でしたが、自分自身のやりたい事
や自分が何を優先して会社を選ぶのかをしっかり考えると自然に答えが出てき
ます。そうすると、残りはその会社や企業に入るために全力で取り組むだけで
す。後悔のない就職活動にしてください♬

14か国・38大学

こんなにあります派遣協定校

留学をしたことによって、多角的な視点を持つことが出来たのと、色々挑戦する
気持ちを持つことができたことです。現在の仕事場でも、色んな見方を通してアプ
ローチをして、新しい事に何でも挑戦する気持ちで常に働けるようになりました。

現地で出会った留学生またはボランティアの方との会話です。
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A

語学堂で学んだことはその日中に単語帳へまとめ、復習をすることで次の日
に持ち越さない学習を行うことです。学科授業では常に電子辞書を持ち込み、
不明な単語は書き出し即座に調べました。

短期研修

スウェーデン
ストックホルム大学

ドイツ
ハンブルク大学
シュトゥットガルトメディア大学
ノイウルム応用科学大学

南京師範大学はこんな大学

4

A

学校の周りには安くて美味しい食堂がたくさん！！！！

イギリス
オックスフォードブルックス大学
バーミンガムシティ大学
ヨークセントジョン大学

A

北京旅行

中間テストでの演劇

英文学科だった為、当初から英語に携わる仕事を望んでいましたが、留学を通して様々
な国籍の友人や文化に触れ、国際的で多国籍の方と接する仕事がしたいと感じました。

派遣協定校

日比 望さん

日本語を学びたい中国人が多いため、中
国人の友人を作りやすいと思います。大学に
は日本人会というものがあり、心配事も相談
できる環境なので安心して渡航でき、交流イベ
ントも積極的に開催されているため多くの留学
生と関わることができると思います。

友人の誕生日会

韓国第二の都市である釜山の中心地に位置する私立の総合大学です。釜山市内
に3つのキャンパスを持ち、20,000人以上の学生が学んでいます。スポーツも
盛んで、オリンピック選手も輩出しています。釜山は日本から最も近い海外都
市で、一年を通して比較的過ごしやすい気候です。

前期クラスメート

国

韓国人とルームメイトになったことが
きっかけで、多くの韓国人の友人ができま
した。その中でも思い出に残っているの
が、韓国人4人、イギリス人1人と私の6人
で行った北京旅行です。共通語が中国語で
あるため、旅行の計画から全て中国語で会
話をしていました。語学学習者同士でお互
いに説明が難しいこともありましたが、今
までの人生の中でも非常に思い出深い旅
行になりました。留学ならではの経験だと
思います。

文学部 英文学科 2016年度卒
留学先：東亜大学校（交換留学）
勤務先：ANA エアポートサービス株式会社

東亜大学校はこんな大学

留学生に手厚いサポートが有ります。

中

主体性・積極性

海外留学の経験から、漠然と海外と繋がる仕事がしたいと思っていました。
様々な企業の説明会に足を運び、その中で物流業界を見つけました。企業自体
モノを持たずとも私たちの生活に欠かせない輸出入に携わることが私にとって
の海外と繋がる働き方であり、留学先で取得した資格が評価される企業であっ
たため入社を決めました。

語学を活かし、その国の文化や習慣の中で生活する。
本やインターネットには書いていない自分だけの体験ができる、それが留学です

留学経験を通して、グローバル企業で
語学を活かしたいと思っただけでなく、
世界中の人を笑顔にしたいと思ったから
です。

半年間所属した剣道部

5
A
6
A

国際感覚・異文化適応能力

1902年に創立され、中国政府の認可する重点大学の一つです。
中国初の師範大学として設立され、教師や教育学の分野で活躍
する人材を数多く輩出しています。キャンパスは都心に近く、
生活の環境も整っています。

交流文化学部 交流文化学科 2018年度卒
留学先：天津外国語大学（交換留学）
勤務先：東陽倉庫株式会社

天津外国語大学はこんな大学

“ 留学が珍しくない時代に、

パラツキー大学はこんな大学

国

五十川 晴香さん

各

チェコ

国際交流センター

ホームステイ

③米国 NPO インターンシッププログラム（アメリカ）

ワシントン D.C. 周辺の非営利組織
 の語学研修とは異なり、現地でインターン
他
シップ研修を行います。出発前の事前研修も
充実しており、より実践的な英語を身に着け
ることができます。
滞在先

ホームステイ
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留学の二刀流

インターンシップ

～短期研修に参加し、さらに交換留学へ挑戦した先輩のお話～

+

NPO インターンシッププログラム（2017年2月〜1か月間）
研修先：Capitol Hill Montessori at Logan

1

NPO インターンシッププログラムへ
参加しようと思ったきっかけ

NPO インターンシッププログラムの説
明会に参加した時に見た先輩方の写真が
とても素敵な笑顔であったため、私も同じ
ような経験をしてみたいと思ったからで
す。英語を学ぶのではなく、英語を通じて
インターンシップに参加するということ
に魅力を感じ、自分の英語力はどれ程なの
かを知りたいと思っていました。

2

事 前 研修などの内容
（語学学習・ボランティアについて）

インターンシップ研修
一日の流れや具体的な仕事内容

e
Schedul

校到着
8:30 学
8:50 授 業
11:30

4

1

NPO インターンシップを経験し、
改めて交換留学に挑戦しようと思った理由

学校：日本とアメリカの教育制度の違いを
知ることができました。集団行動が求めら
れる日本に対し、アメリカではわずか6-8歳
の児童でも自分の意見を持ち、はっきりと
言えるほど主体性を伸ばす教育だと感じま
した。
全体：自分から動くことの大切さを学びま
した。自ら話しかけることで相手からも興
味を持ってもらえるし、分からないことが
あったら理解できるまで聞き返すことで相
手との理解の相違を減らすことができまし
た。失敗を恐れるのではなく色んなことに
挑戦することで、想像以上にたくさんの経
験ができたと思います。

NPO 研修中、日常生活で英語の意思疎通
で困ったことはありませんでしたが、会話
を広げたいのに英語が出てこない、ホスト
ファミリーともっと沢山話したいと思うこ
とが多々ありました。英語はコミュニケー
ションツールの最大の武器だと分かり、帰
国後英語をもっと習得したいと思うように
なりました。自分で英語の勉強をしてその
成果を活かすということを目標に掲げたと
きに、外国の大学に行って現地の学生と一
緒に授業を受けられるという交換留学は、
自分のやりたいことに一番近いと感じたた
め応募を決めました。

2

おすすめの英語学習法！

工など

〜

〜

庭で遊ぶ

〜

12:15 昼休み 校
13:45
を読む
13:50 図書館で本
14:15

3

5

NPO インターンシップや交換留学を
目指している学生へのメッセージ

履修をしていた授業

言語学の授業中心に履修

授業についていくのは簡単ではありませ
んが、自分の専攻科目を外国語で学べるの
はとても楽しく、現地の学生を見るともっ
と頑張ろうと思えます。勉強以外にも友達
と出かけたり、異文化に触れることで得ら
れることは沢山あると思うので、少しでも
交換留学に興味があれば早めに対策をして
挑戦してみてください。

Introduction to English Linguistics :
英語言語学の基礎知識を広く身に着ける
Second Language Acquisition :
ゼミ形式で第二言語習得について学習
English for Academic Purposes :
英語のレポートの書き方を学習
Introduction to Systematic Musicology :
音楽が諸学問でどのように扱われているかを学習
German course :
ドイツ語初級コース

4

空き時間や、おやすみの日の過ごし方

Schedule

学校の空き時間は図書館で過ごすことが
多いです。学部ごとに図書館が存在するの
で英語学の文献も沢山あります。休日は街
の中心地に買い物に出かけたり、日本語を
学習している現地の学生と日本人のコミュ
ニティーに参加して一緒に勉強したり会話
を楽しんでいます。

8:00 起

バスで15分

10:00 図書館で自習
11:45 授 業
13:15 Introduction to Systematic Musicology
13:15 昼

食

友達とペア学習
14:00
（ドイツ語と日本語の勉強）
17:00 図書館で自習
18:00 バスで帰宅

〜

19:00 晩ごはん（自炊）寮 共同キッチン

〜

20:00 自由時間
21:00 お風呂

業

22:00 課題や復習
0:00 就 寝

に行く
終 了
館へ遊び
くの博物
その後近
宅
18:30 帰

16:00

バ ディイベント活動報告

第13回

～スポーツ大会、鍋＆たこ焼きパーティーをおこないました！～

全学中国語教育運営委員会主催

中国語スピーチコンテストが開催されました！
審査結果

2018年度後期にはスポーツ大会、鍋＆たこ焼きパーティーが開催
され、バディと留学生がスポーツと日本の料理を通して交流を深め
ました。
スポーツ大会では、バレーボール、バドミントン、ドッジボール
をおこない、一緒に戦ったり応援したりして盛り上がる中で、自然
と仲良くなっている様子がうかがえました。最後のドッジボールで
は全チームで戦い、大いに盛り上がって一日を終えました。
鍋＆たこ焼きパーティーでは、来日したばかりの春学期入学の新
しい別科生も参加し、お互いのことを聞きあったり、LINE 交換し
たり、すぐにとても仲良くなって盛り上がっている姿が印象的でし
た。留学生が竹串を器用に操り、くるくると転がしておいしそうな
たこ焼きを作ってくれました。

中華人民共和国駐名古屋総領事賞
足立 春佳 交流文化学部４年（出場時３年）
（災い転じて福となる）

バディって何？
留学生の学生生活を充実させるため、日本人学
生が学業や日常生活をサポートする制度です。
どうやったらバディになれるの？
バディになるためには登録用紙の提出が必要で
す。5月に募集説明会を開催予定ですのでバディ
になりたい方は、必ず参加してください。詳細は
後日 CampusSquare でお知らせします。

あなたのチャレンジ、私たちが応援します。
国際交流センター HP リニューアル OPEN しました。

国際交流センター

床

9:30 寮から大学へ出発

〜

留学にあたって勉強したのは4技能を伸
ばせる IELTS です。特にスピーキングとラ
イティングに力を入れていました。アウト
プットは一人で勉強するのは難しかったの
で、スピーキングは友人に聞いてもらって
フィードバックをもらい、ライティングは
何度も書いてネ
イティブの先生
に添削をお願い
しました。

・図
11:45 音楽・体育
0
:2
12
12:30 ランチ
13:30

14:15 授
15:40

文学部英文学科4年

University of Graz

インターンシップを通して学んだこと

仕事内容は基本的に授業補助です。こ
の学校は、モンテッソーリ教育を採用し
ており、レクチャー形式の授業ではなく、
児童は自由に本を読んだり絵を描いたり
していました。私は低学年クラスを担当
し、授業の時間を割いてもらって折り紙や
日本語のあいさつなどを教えていました。
昼休みには校庭で一緒に遊んだり、とに
かく児童と過ごす時間がとても長かった
です。ワークサイトの仕事が終わったら
博物館に出かけていました。家ではホス
トファミリーと食事や会話を楽しんでい
ました。

村上 綾さん

交 換 留 学（2018年9月〜2019年1月）

〜

週1回授業があり、ボランティアやアメ
リカの歴史、日本の文化についてディス
カッションしたり、プレゼンテーションや
ライティングの課題がありました。これ
らを通して研修のために知識を深めなが
ら、アウトプットの練習にもなり、とても
充実した事前研修だと思います。

3

交換留学

URL: https://www.aasa.ac.jp/institution/international/

2018年11月14日（水）、星が丘キャンパスにて「第13回 愛知淑
徳大学 中国語スピーチコンテスト」が開催されました。このス
ピーチコンテストは、中国語を学ぶ本学の学生にとって一つの
目標となっており、今年は17名の学生がエントリー。予選を通
過した10名は、中国語学習をはじめたきっかけ、中国での留学経
験談、日本で出会った中国人観光客とのエピソードなど、一人
ひとりがオリジナリティあふれる自作のスピーチを披露し、流
暢な中国語で自らの思いを伝えました。審査の結果、中華人民
共和国駐名古屋総領事賞は１名、最優秀賞１名、優秀賞は２名
が選ばれました。
スピーチ発表の後は、留学体験談や就職活動体験談、さらに
中国語を学んでいる学生による中国語の寸劇「再聚（再会）」も
披露がありました。ストーリーはオリジナルで、劇中に中国語
の歌も盛り込んだ、ミュージカル仕立てのもの。会場からは温
かい手拍子がおくられ、会場中が笑顔に包まれました。
スピーチコンテストに参加した学生はこの経験を自信に変え、
さらに中国語学習に励み、また聴講者として会場に集まった
学生たちにとっては、登壇者から刺激を受け、向学心を高める
きっかけになった有意義な時間となりました。

最優秀賞
足立 菜々花 交流文化学部４年（出場時３年）
（中国語を通しての出会い）

優秀賞
筒井 友未名 交流文化学部３年（出場時２年）
（ついてきて）

横井 愛美 交流文化学部３年（出場時２年）
（きっかけをくれた友人）

右記 QR コードからもアクセスできます
▼中国語寸劇「再聚（再会）
」

学内にもあります、
留学経験者の学生との交流会！
留学報告会＆留学トーク会

(2018年10月実施 ) ＠星が丘
留学経験者の学生による留学報告会と、留学経験者の学
生と直接お話ができる留学トーク会を開催しました。留学
報告会では、派遣先の大学での授業内容をはじめ、寮やホー
ムステイ先の様子や授業時間外の過ごし方についての発表
がありました。
留学トーク会では留学経験者の学生達が、留学中のこと
だけでなく語学力アップに向けた勉強方法などの様々な質
問に答えることで、学生同士が交流していました。
2019年度も学生同士が交流できる会を計画中です！
留学について疑問に思っていること、興味のある協定校
や勉強のお話等、先輩方の生の声を聞いてみませんか？

海外留学の手引き
国際交流センターでは、
「留学の手引き」と
いう冊子を発行しています。この冊子には、
留学に関する手続きや疑問、過去の留学経験
者の体験談、海外提携校一覧、交換留学制度
についてなどがわかりやすく記載されていま
す。
国際交流センターで配布していますので、
ぜひ一度手にとってみてください。

留学相談
留学相談の申し込みは
国際交流センター HP から
メールで事前予約をしてください

海外危機管理セミナーが
開催されました

国際交流プラザ

（5号館2階

国際交流センター横）

利用可能時間

月〜金

9：00～18：15

通常授業期間外

月〜金

9：00～16：45

国際交流センターでは年に２回（春休み前
と夏休み前）、交換留学や短期海外研修、私
費留学、海外旅行等で海外への渡航を予定し
ている全学生が参加できる「海外危機管理セ
ミナー」を開催しています。外部講師をお招
きして、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びま
す。また、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も
詳しく説明していただきます。安全で充実し
た留学生活を送るためには、各自の危機管理
が必要となります。

留学相談実施日時
（授業期間中

※ 長期休暇期間中は個別対応・応相談）

月・水・金
12：55～13：25
火・木
16：00～16：30／17：30～18：00
・留学をしてみたいけど、何から始めたら
いいの？
・私の語学力で留学できるの？
・どんな留学があるの？
・留学をするのに費用は
どれくらいかかるの？ など…
みなさんの疑問を一緒に解決します。

本学の交流協定校や留学についての資料、各種語学試験に
関する本などが置いてあり、自由に閲覧することができます。
貸出可能な教材もありますので、語学学習に役立ててくださ
い。また、パソコンが常設されており、様々な情報を検索で
きます。
授業で使用している語学学習教材がインストールされてい
るので、授業の予習・復習をすることも可能です。ぜひ授業
の合間に足を運んでみてください。

●編集後記
“韓国”
に興味を持ち始め、気づいたら今年で10年目となりました。最初はドラマが面白い、俳優さんがハ
ンサムという理由だけで観ていましたが、いつの間にかハングルを読めるようになって、書けるようになっ
て、少しだけ韓国語を話せるようになりました。10代の頃のような記憶力はありませんが、自分のペースで
好きなことに取り組めていると感じています。学生の皆さんの中には、すでに好きなことや打ち込めること
があるという方もいると思いますし、まだ探し中という方もいると思います。
“少し興味がある”がきっか
けとなって新たな自分を発見できるかもしれません。興味を持っているものの中に留学があるという方、国
際交流センターでお待ちしています。(M.K)

