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◀インスタグラム
　開設しました

学内でできる異文化体験

皆さんの留学を

全力で応援します！

外国語に触れたい！話してみたい！
みなさんのそんな想いを叶えます！
上手に話せなくても大丈夫です。
SA*やGlobal Loungeスタッフがみなさんを
サポートします。

留学のサポートを始め、学内にいながら
国際交流ができる場も提供しています。
留学について聞いてみたいことや
相談したいことがある方は、
ぜひ留学相談にお申し込みください。
予約方法詳細は下記QRコードから
アクセスしてご確認ください。

*SA…Global Lounge に常駐している本学学生スタッフ

新しい留学スタイル

オンライン留学

世界のグローバル化に伴い、“留学が珍しくない時代”
ひと口に“留学”と言っても、「何を」「どこで」「どのよう
に」学ぶかという目的によって選択肢は様々。

日本で生活しながら、パソコンやタブレット、スマートフォ
ンを用いて実際に現地の学校で行われる対面式授業を
受けることができる“オンライン留学”という新しい留学
スタイルに今、注目が集まっています。

新しい留学スタイル

オンライン留学
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海外留学に興味がある 新しい環境で
自分を試してみたいと思う 度胸はある方だ

オンライン留学 現地へ留学

コストを抑え日本に居ながらインター
ネット上で海外の教育を受けることがで
きる。興味のある専門的な分野にフォー
カスしたり、しっかりと目的や目標を持っ
ている自己管理に自信のある人におす
すめ！

語学力の他に、様々な経験を通して視
野を広げ国際感覚を身につけることがで
きる現地留学がおすすめ。詳しくは「海
外留学の手引き」で本学の様々な留学
プログラムを紹介しています！

留学生寮で留学生と一緒に暮らし、日常
の生活をサポートする RA（レジデント・
アシスタント）や、留学生向けのイベン
トの企画や学業のサポートをするバディ
制度を通して、学内で異文化交流をして
みよう！気軽に外国語を使い学べるグ
ローバルラウンジもおすすめ。

学内でできる国際交流

だけど
語学力はUPさせたい

語学習得やスキルUPの為の
時間の確保はバッチリだ

日本で語学力がUPできる
方法を探している！ 海外の教育を受けてみたい

まずは学内の外国人留学生と
交流してみたい

日本での学業と語学力UPを
両立させたい

海外の文化に
どっぷり浸かってみたい

START

　オンライン授業はクラスメイトが７か国それぞれの国から参加しており、時差を考慮
して夕方から夜にかけて行われます。オンライン授業の進め方は対面授業と基本的
に変わりませんが、授業が始まる前に、教科書と練習帳がメールやWeChatを通じて
送られてくるので、教科書をパソコンで開き、zoomをiPhoneで開いて授業を受講して
います。対面授業より宿題が少し多いように感じますが、早起きの必要が無く、身だし
なみを気にしなくても良いのでとても楽に感じます（笑）。オンライン授業は現地での留
学のように、クラスメイトと遊びに行くことは不可能ですが、とても和やかな雰囲気で授
業に参加できています。

　現在、日本にて交換留学のプログラムの継続をしています。アメリカと日本では時差
が14時間あるため、どの授業も深夜12時ほどから朝方５時頃まであります。
　朝方から昼までは睡眠。午後からオンライン授業の課題・試験勉強や、就職活動
に励んでいます。就職活動が午前中にある場合は、残念ながら一日強起きている必
要があります。
　なかなか、バランスの取りにくい日々 ですが、そういう時だからこそポジティブに意識
して生活しています。
　ちなみに、土・日・月は深夜のオンライン授業がお休みなので、アメリカにいる友人と
電話したり、ゲームをしてQuarantine（外出自粛）期間を楽しく乗り切っています。

新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、留学先から緊急帰国し
日本で現地の授業をオンラインで受講している学生の１日の過ごし方をご紹介します

あなたにぴったりな留学スタイルを見つけよう
インターネット環境さえあればどこに居ても学べる
渡航費や現地滞在費用を抑えることができる

日本での学業と留学の目的を両立できる
実際の留学生活の前の予行演習になる

世界各国から参加するクラスメイトや現地の講師と
日本に居ながらリアルタイムの授業に参加できる

手軽さが故にタイムマネジメントスキルが必要になる
留学先と時差がある場合、授業の時間帯が深夜や早朝になることも
五感を使った留学体験ができない

?

　スキルアップ留学では、日本に居ながら海外の資格講座をオンラインで
受講して、現地の資格を得ることができるコースや、海外の大学や大学院の
オンライン授業を受講して学位の取得を目指すプログラムがあります。
　一方、オンライン語学留学では、現地に留学した場合とほぼ同じく、世界
中から集まったクラスメイトと一緒に、月曜日～金曜日の毎日同じ時間にリア
ルタイムで授業を受けるスタイルが主流。宿題も毎日出るので、予習・復習も
必要になります。

 海外へ渡航する従来の“留学”をしなくても、語学だけならば十分に学べる時代
になりました。留学で自分自身が成し遂げたい夢や希望を具体的にイメージする
ことが留学への第一歩となりますね。

留学の目的を明
確に！ 

あなたにぴったりな留学スタイルを見つけよう

鯖戸 梨央さん
交流文化学部交流文化学科
異文化コミュニケーション 4年
（アーカンソー州立大学）

記野 由佳梨さん
交流文化学部交流文化学科

チャイニーズ・エクスパート ３年
（北京師範大学）

オンライン授業受講中の過ごし方

　　　　　　オンライン留学には、
主に

　
などのキャリアアップを目的とするスキルアップ留学と、
語学力を向上させることを目的とした語学留学があります。

「興味のある分野を英語で勉強してみたい！」
　「海外の資格を習得したい！」

メリット

デメリット

オ
ン
ラ
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学
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オンライン留学の

留学の目的として海外生活の実体験に重きを置く人には不向き

例えば

YES
NO
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交換留学体験レポート

留学を決めたワケ
 大学1年次の冬にオーストラリア研修
に参加し、一緒に参加していた交換留
学を控えた先輩の行動力や英語能力に
インスピレーションを受けて、先輩のよう
になってみせる！と思ったのが今回の留
学を決意したきっかけです。
 本学で学ぶ異文化コミュニケーション
学についてインプットだけではなくアウト
プットの必要性を感じた為、コミュニケーション学の本場アメリカで授業
を通して日本では学べないことを学びたいと思い留学しました。

留学を振り返って
 海外だからこそできた、自分がマイノリティとしてクラスに参加する初め
ての経験を通し、異文化の脅威も体験できて有意義な留学となりまし
た。特に宗教の違いで世界の見方や価値観が大きく異なることが衝撃
的でした。はじめは、常にアウトグループにいるかのように感じていたの
ですが、自分自身も他文化を受け入れる決意ができていないことを認識
し、自分からもっとアメリカ人の友人が行っている行動を一緒にしてみ
たり、相手のことを知ろうとする姿勢を見せるなど工夫して文化の違い
による壁を打破しました。今では、アメリカ人の友人が一生の友だと言
える仲となりました。また、他のinternationalの学生とも理解をしながら
キャンパスライフを共にして、いい面だけでなく現実の部分をたくさん見
ました。彼ら一人一人の本当の面を知ることができたのも、約1年間の
留学なくしては経験できなかったことなので本当に良かったと思います。

留学を考えている人へ
　海外に興味があるけど、少し怖いとか留学はハードルが高いとか、不
安を感じるとかいろいろ悩みや不安はあると思います。
　しかし、実際は、行動した者勝ちです。留学は壁にたくさんぶつかって
磨かれて、自分に足りないものに気づいて改良を重ねていくことで、語
学面だけでなく人間として成長ができるようになると思っています。非日
常の世界でまずは自分に足りないものは一体何なのか発見してみてく
ださい！
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留学中のスケジュール

3コマ授業

カフェテリアで友人と昼食

部屋で仮眠・復習

Observation

友人とジムで
スポーツを楽しむ

授業の課題や予習に
取り組む

夕食

就寝

大学のOrganizationにて
国際交流活動

鯖戸 梨央さん
交流文化学部交流文化学科　異文化コミュニケーション 4年

アーカンソー州立大学
2019年8月～2020年5月留学期間

Schedule
留学を決めたワケ
　愛知淑徳大学が開講している
中国語の授業は数多くあり十分に
自分の中国語スキルを高めること
が可能ですが、実際に現地で中国
の文化に触れながら学びたいと
思ったため中国留学を決意しまし
た。また、いくつかの留学方法があ
る中で、1度に派遣される学生数が
少ない交換留学に魅力を感じ、私
は交換留学を選択しました。

留学を振り返って
　私は交換留学に行って本当によかったと感じています。
新型コロナウイルスの影響で第二学期は中国に戻ること
ができず、現地での生活は予定よりも短く4ヶ月間でした。し
かし、現地での留学生活は、常に新しいことの発見ばかり
で、とても楽しかったです。その発見や経験が自分の成長に
繋がったのではないかと思っています。また、この交換留学
に参加することで、滅多にないオンライン授業を世界各国
にいるクラスメイトと一緒に受講することができたことも、自
分にとってとても良い経験になったと感じています。

留学を考えている人へ
　もし留学を迷っているのであれば、是非挑戦して欲しいと
思います。1人で海外へ出て生活することは、自分の人生
の中でとても大きな経験になりますし、その経験が自分を変
えるきっかけになると思います。また、留学中は一日一日を
大切に過ごして欲しいです。私は第二学期にやろうと思っ
ていたことがあったために現地でやり残したことがいくつか
あり、少し悔しさが残っています。今回の新型コロナウイル
スの様に、留学中はいつ何が起こるか分かりません。です
ので、悔いの残らないように一日一日を大切に過ごして欲し
いですし、早めに行動することをお勧めしたいです。
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留学中のスケジュール
起床

２コマ授業

授業

学内の食堂で昼食
毎日いろいろな食堂に
チャレンジして楽しみました

記野 由佳梨さん
交流文化学部交流文化学科　チャイニーズ・エクスパート ３年

北京師範大学
2019年９月～2020年6月

アメリカ 中　国

留学期間

Schedule

学食で一番好きな麻辣烫

午後の授業がない日はバ
スやタクシーを利用して北
京市内を観光したりショッピ
ングしたりカフェで過ごした
りしました

帰宅後は宿題や授業の予
習を行い、夜はなるべく早く
就寝するようにしていました
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ソウル大学校や弘益大学校と並んで造形や
デザイン学科が有名な大学です。キャンパス
はソウル北部の北漢山国立公園に隣接して
おり、自然豊かな落ち着いた環境で学ぶこと
ができます。

現ファーストレディー“メラニア夫人”も在籍し
たことで知られている、スロベニアで最初に
設立された大学です。約56,000人の学生
数は、世界で最も大きい大学の一つです。

2019年11月20日（水）、星が丘キャンパスにて「第14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伝統的なイベントになっており、学生たちにとって大きな目標になっています。学生
たちを審査するのは、中華人民共和国駐名古屋総領事館の領事ほか3名で、今年も10名の学生が出場者として
選ばれ、中国へ留学に行ったときに感じたことや経験談をスピーチしました。審査時間の間には、先輩たちによる
留学体験談や就職活動について、中国語を学ぶ学生たちは熱心に聞き入っていました。また、中国語の寸劇「中
国語授業が始まるよ！」では、中国や中国語の問題をクイズ形式で出題し、会場中が明るく楽しい雰囲気に包まれ
ました。審査の結果、中華人民共和国駐名古屋総領事賞1名、最優秀賞1名、優秀賞2名選ばれました。受賞し
た学生たちは喜びをかみしめ、笑顔で賞状を受け取っていました。
今後、中国語の能力はこれまで以上に求められる時
代になります。本学で中国語を習得した学生たちは、
その能力を活かし、グローバルな活躍をしていくことで
しょう。そして、このスピーチコンテストがそんな学生た
ちのモチベーションを向上させるひとつのきっかけと
なるはずです。　

新規交流協定校のご紹介
新たに2大学と交流協定を締結しました。

韓国　

国民大学校
スロベニア

リュブリャナ大学

出典: 国民大学校 Facebook 出典: リュブリャナ大学 Facebook

Kookmin University University of Ljubljana

オーストリア・ハンガリー・クロアチア・イタリア
と国境を接する中央ヨーロッパに位置し、国
土は日本の四国とほぼ同じ。公用語はスロベ
ニア語で、人口は約207万人と名古屋市の
人口よりやや少ない。EU諸国の中では比較
的治安が良く、親日家が多いと言われてい
る。豊かな自然と様々な時代の建築様式が
混在する美しい国として知られている。

Farewell Party ＠アクティブラーニングスタジオ

全学中国語教育運営委員会主催

第14回 中国語スピーチコンテストが
開催されました！

スロベニアってこんな国… 

審査結
果

小森 萌々華 
交流文化学部３年（出場時２年）　　

中国的移动支付
（中国移動式決済）

中華人民共和国駐名古屋総領事賞

水野 綾奈 
交流文化学部３年（出場時２年）

百闻不如一见
（百聞は一見に如かず）

最優秀賞

佐賀野 由衣 
交流文化学部３年（出場時２年）

比化妆更重要的事情
（化粧よりもっと大事なこと）

優秀賞

大脇 万里恵 
交流文化学部４年（出場時３年）

一位热情的店员
（優しい店員さん）

優秀賞

1月23日（木）に留学生Farewell Partyを開催しました。
主に2020年1月帰国の留学生と日本人*バディが集まり、
日本滞在中の思い出話やそれぞれの今後のプランについ
て話すなど、終始賑やかな時間を過ごしていました。バディ
の代表者数名が事前に用意した“日本らしい”プレゼントを
受け取り、最後に記念撮影を行いました。今回帰国した留
学生の多くが半期のみの滞在でしたが、パーティー終了後
もお互いの別れを惜しむ姿が印象的でした。

Farewell Party ＠アクティブラーニングスタジオ

●英 語 圏 30大学
●中国語圏 7大学
●韓国語圏 5大学

■イギリス ３校
■アイルランド １校
■オーストリア ２校
■ドイツ ５校
■フランス １校
■ベルギー ２校
■チェコ ２校
■スロベニア １校
■デンマーク １校
■スウェーデン １校
■フィンランド １校

■中国 ４校
■台湾 ３校
■香港 １校
■韓国 ５校

■オーストラリア ２校

■アメリカ ６校
■カナダ １校

*バディ…留学生のサポートを行う日本人学生

交換留学 交流協定校

2019年度実績による17か国の地域42
大学

17か国の地域
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