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世界を旅する人・内省する人
学長補佐　北岡 崇

心と世界は同じ広さを持つと、講義で私は何度か語ったことがある。
似たようなこと、たとえば世界の内部のすべての事物は私の思想であ
るとか、思考の広がりこそが思考するその人にとっての世界の広がり
だとか、わけがわからないと言えばわけがわからないとも言えるが、
当然だと言えば当然とも言えることを、何度か語ったことがある。これ
らは私の思考にとっての基本テーゼであると同時に、ささやかな私の体
験によって裏付けられてきた真実でもあり、私の考える論理からの必然
の帰結でもあるからだ。実際に、広く見知らぬ世界を旅するように自分
自身の心の中に深く降りていった人、自分の心を広く旅するように世界
を漂流した人も、少なくはない。
その人の話はとても興味深かった。その人の話は、ピカレスク・ロ

マンや冒険小説の主人公の話のように面白かった。その人は、まずはインドに、ついでオーストラリア、ア
メリカ合衆国、カナダへと旅を進めたということだ。その際、心の底なき底に降りてゆきたいという思いに
導かれたのか、他者という異質の存在への共感を試みたかったのか、常に何冊もの詩集を携えていたそうだ。
ちょうどその時期私は、世界とか心とか呼ばれる、測りがたく大きな深さ広さ奥行きを持った巨大な疑問符
のような存在に比すれば、異次元的に小さなもろもろの問題（小さくとも重要な問題は常に無数にある！）
に関わっていただけに、その人の話にはとても心惹かれた。
特に記憶に残った話は、外国語の修得の秘訣とも人の成長の不思議とも言えそうな話で、詩を読む心ある

いは共感する力と見知らぬ世界を旅することとが人の成長にとって表裏一体、分かちがたく結びついている
と確信させる話であった。その人は、必要に迫られて本人の言う下手な外国語で常に懸命に意を伝えようと
努めたそうだが、聞き手も理解しようと一生懸命に努力してくれたそうだ。これが嬉しくもやはりまた申し
訳なく、この申し訳なく思う思いが語学力の向上に大いに貢献したそうである。他者とのかかわりにおける
困惑、感謝、努力、ねぎらい、喜び、配慮、こうした異文化体験と言うよりはむしろもがきこそが、その人
とその表現力を強め成長させたという趣旨の話である。
国際交流の醍醐味は、見知らぬ世界に身をおくことで内省が深まり共感する力など内的な力が強化され、

そのことを実感することにあるのではないか。その人は、以前ははるか彼方に広がっているように思えた世
界が、依然として多くの秘密を抱えたその姿のままに、今では自分の心にちょうど見合う広さの存在と感じ
られるようになったと語っていた。世界は心と同じ広さを持つのかもしれないとも。

派遣交換留学生の現地レポート

海外研修におけるトータルポートフォリオシステムの活用
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交換留学の経験を通して
国際コミュニケーション学部国際言語コミュニケーション学科　3年　鈴木奈々見

私にとって英語を使って生活すること、また他国で長期間暮らすと言うことは今までになかったので、最初は慣れない生活に戸
惑ってばかりでした。約10か月はとても長いと思うこともありましたが、今振り返ってみるとあっという間だったなと思います。
私の留学先のオーストラリアの首都キャンベラは、オーストラリア人だけではなく、他国から来た人が多く住んでいました。

その人たちとも、英語で話していたのですが、それは英語と言うグローバルな言語が存在するからこそ叶うことだったと思うと、
英語をやっていて良かったなと強く感じました。また、キャンベラの人たちは、初めて会った人同士でも、自己紹介をしあって
すぐに仲良くなれるので、いつの間にか大切な友達がたくさんできていました。
オーストラリアには、日本に興味を持つ人が予想以上に多く、日本について紹介する機会が授業や日常会話で数々ありました。

旅行などで来日経験のある人も多くおり、そのことについて聞くと嬉々と話してくれたのが印象的でした。日本を俯瞰的にみる
ことができ、日本の強みと弱みを知ると同時に、自分はやはり日本人なのだなと思うこともありました。
日本の大学生とオーストラリアの大学生の決定的な違いは、授業に対する姿勢です。現地の学生は大学に「学び」に来ている

という態度が強く見られました。テスト前は勿論ですが、毎日遅くまで図書館のコモンスペースで勉強している学生がいて、そ
の姿にとても刺激を受けました。また、授業の課題のプレゼンテーションを作るときに、平日の空き時間だけでは足りないので、
休日にグループのメンバーで集まって意見を出し合ったことも今では良い思い出です。
私が留学生活で得たのは語学力だけではなく、様々な新しいものに挑んだことでチャレンジ精神と行動力が身についたと思い

ます。新しいことに挑むのは勇気もいるし、怖さもある反面で、その中に飛び込んでいけばきっと良いことがあると思いました。

中国留学を終えて
文化情報学部文化情報学科　3年　加藤希和

私は、上海師範大学への1年の交換留学を通して自分自身本当に成長できたと感じています。
上海への留学を決意したのは大学2年生になってからでした。私が中国語を勉強したいと思ったのは、始まりはただ「英語以外

の外国語をできるようになりたい。」というもので、大学に入学したばかりの頃は、漠然と大学生の間に留学してみたいなと思って
いただけでした。しかしその後交換留学制度を知り、大学での授業の他にも自分で少しずつ勉強を進め、それがしっかりとした気
持ちへと変わっていきました。
あまり海外へ行った経験がない私にとって、上海はとても大きく、驚きと発見でいっぱいでした。まず、CDで聞いていた中国語

と現地の人が話す生の中国語のギャップ。街の雰囲気、それからいろいろな国の人たちと一緒に受ける授業。すべてが新鮮で大変
ではあるけれどとても充実したものでした。肝心な中国語の上達ですが、自分に合った勉強法を見つけるということが重要だと気
付かされました。留学前半の頃、漢字は日本にもあるため読み書きは日本人にとって勉強しやすいと思います。わかる単語も多い
です。しかしそれが聞き取りになると全く聞こえてこないのです。そこで耳を鍛えるためのドラマ等をとにかく多く見る学習法に
切り替えるようにしました。そこから口語独特の表現も学べたし、なによりよく耳に入ってくるようになりました。
「留学」というと「語学の上達」を主に考えがちでしたが、実際に行ってみると「語学以外の得られたもの」も本当に多くあります。
「語学」だけなのであれば日本にいても勉強することはできると思います。しかし「留学」として実際にその場へ行き、そこで暮ら
すことで、さまざまな人や生活習慣をみて、体感して、というこの経験は、日本にいる限りどうしても得ることができないものだ
と思います。私自身、とても視野が広がったと感じるし、さまざまなトラブルに遭遇し、それを自分の力で解決したという経験が
とても自信につながりました。そういう面でも、学生のうちに留学をするというのは、自分自身の成長のためにも必ずプラスにな
ると思います。

海外研修におけるトータルポートフォリオシステムの活用

語学学校のときの同じクラスのメンバー。
遠足で旧国会議事堂に行きました。

2013年は、キャンベラ建都100周年の
記念すべき年でした。

同じ寮の子達が、私の誕生日をお祝いしてくれました。
とてもうれしかったです。

キャンパス内の写真 外灘での夜景 前期のクラスメート達とテストが終わってから集まって遊びました
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センターニュース・ダイジェスト

IELTS受験対策講座  IELTS受験対策講座  （2013.09.17 ～ 09.21）（2013.09.17 ～ 09.21）

IELTSでは、『聞く、読む、書く、話す』という4つの技能の試験が行われます。
英語の真のコミュニケーション能力を測ることができる試験として注目されており、
世界中で約140万人が受験する英語能力試験です。国際交流センターでは、将来留
学等を考える学生向けに、ネイティブ講師としてUK PLUS代表取締役ジョン・スノー
氏をお招きし、「留学準備講座（IELTS受験対策）」を開講しました。10名の受講者
が集まり、講座終了後のアンケートには『大変よかった』との回答が寄せられ、好評
のうちに終了しました。平成26年度も引き続き開講する予定です。

平成26年度から交換留学が始まるニューヨーク市立大学リーマン校に塚田守国際交流センター長とロバート・ジー国際交流委員
が訪問しました。交流を始めるに当たって考えられる問題点をクリアするため、現地視察を行いました。ニューヨーク市立大学リー
マン校の関係者5名と協議を行い、最終的に合意を得ることができました。また、ニューヨーク市立大学リーマン校には専用の学生
寮がないため、民間寮の周辺環境についても調査を行いました。

タスマニア大学交換交流15周年記念事業 （2013.11.29）

ニューヨーク市立大学リーマン校訪問 ニューヨーク市立大学リーマン校訪問 （2013.10.20 ～ 10.24）（2013.10.20 ～ 10.24）

塚田守国際交流センター長を講演者、季増民国際交流委員を通訳として、毎年交互に開催されている両大学の交換講演が、開催
されました。講演は「日本の大学生の就職活動－比較の視点から」と題して行われ、30名ほどの参加がありました。また郊外の奉
賢キャンパスでは、小林正典学生課長により、次年度の受入交換留学生のためのプレゼンテーションが開催されました。交換講演
もプレゼンテーションも非常に有意義なものとなりました。

上海師範大学協定校訪問 上海師範大学協定校訪問 （2013.10.31 ～ 11.02）（2013.10.31 ～ 11.02）

受入交換留学生が見た椙山

平成26年度　受入交換留学生 平成26年度　受入交換留学生 
タスマニア大学 上海師範大学 上海師範大学 上海師範大学

TIERNEY CAYLEE
テイーリー　ケイリーさん

洪　穎舟
ホン　インシュウさん

譚　琳星
タン　リンシンさん

楊　宝欣
ヨウ　ホウシンさん

受入交換留学生修了式 （2014.01.25）
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IELTS受験対策講座  （2013.09.17 ～ 09.21） タスマニア大学交換交流15周年記念事業 タスマニア大学交換交流15周年記念事業 （2013.11.29）（2013.11.29）

ニューヨーク市立大学リーマン校訪問 （2013.10.20 ～ 10.24）

平成25年11月29日（金）、本学とオーストラリアのタスマニア大学との学生交換協定が今年で15周年を迎えることを記念し、講
演会および懇親会を開催しました。この記念事業には、タスマニア大学の教職員をはじめ、双方の交換留学生OGや本学教職員らが参
加しました。
講演会では、タスマニア大学人文学部アジア言語・研究プログラム長であるバーバラ・ハートリー氏による「留学体験― 一生の一

番いい思い出」と題する講演が行われました。タスマニア大学における日本の研究の現状や将来のビジョンをはじめ、タスマニア大
学に留学した際の学びやサポートの体制について説明していただきました。また、「留学経験は、国際的な人的ネットワークができ、
豊かな人生を送るために必要な責任感や独立心も自然と身に付けることができる」と留学の価値についても熱弁されました。その後、
タスマニア大学に留学した本学の卒業生と本学に留学したタスマニア大学の卒業生による留学経験談の発表もありました。懇親会で
はスカイプを利用し、タスマニア大学の教員や学生と通信を行いました。そして、これまでの15年間に感謝の気持ちを表するととも
に、今後の交流の発展を約束しました。

上海師範大学協定校訪問 （2013.10.31 ～ 11.02） 春期の海外研修プログラムに参加する学生、交換留学生、今後留学を検討している学生を対象に、危機管理セミナーを開催しました。
海外の添乗経験が豊富な女性講師を講演者としてお招きし、海外における危機管理についてのお話をしていただきました。ご講演

の内容は、その経験を踏まえた女性目線での内容であったため、具体的でわかりやすかったと好評でした。

平成26年1月25日（土）、星が丘キャンパスにて、平成25年度の受入交換留学生の修了式を開催しました。留学生一人ひとりに
修了証書を手渡した森棟公夫学長は、受入交換留学生の修了報告書を紹介し、祝辞を述べられました。また、宗林由佳日本語担当教
員は、留学生たちの1年間の学習ぶりを振り返り、時折エピソードを交えながら、暖かな眼差しで語りかけていました。その後、留学
生全員がそれぞれ1年間学んだ日本語でスピーチ。国際交流事業や授業などで体験した各種学外行事、日本企業でのインターンシップ
など、本学における留学生活について流暢に語り、最後は関係者への感謝の気持ちで締めくくりました。

受入交換留学生が見た椙山

平成26年度　受入交換留学生 
受入交換留学生修了式受入交換留学生修了式 （2014.01.25） （2014.01.25）
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クローズアップ！交換留学生対象「日本文化体験」
瀬戸焼体験（2013.10.18）
地元愛知の地場産業、瀬戸市で生産される陶磁器「瀬戸焼」のうち、瀬戸市東方にある赤津地区で焼かれる焼き物「赤津焼」

作りを体験しました。
日本六古窯の一つとして、1300年の焼き物の歴史を持つ瀬戸、その東部の山間にある赤津地区は江戸時代、尾張徳川家の御

用窯が置かれた地として知られ、茶陶を中心に地元の素材と伝統に技術を生かした焼き物作りが受け継がれて来ました。中でも
名古屋城のお庭焼きとして生まれた御深井（おふけ）をはじめとする赤津焼伝統の七釉で彩られた作品は、昭和52年に「赤津焼」
の呼称で通産省認定の「伝統的工芸品」として指定を受け、現在も約40軒の窯元がその技術を絶やすことなく時代に合った新
しい焼き物作りに励んでいます。近年は陶芸ファンも足を運ぶことが多くなり、自然豊かな窯の里は陶都－瀬戸の奥座敷として
徐々に人気が高まって来ています。
本場の窯元での作陶体験を、伝統工芸赤津焼窯元喜多窯霞仙の十二代当主加藤裕重先生に教わりながら、当家敷地内で採取し

た赤津山土を使い、手びねり、またはロクロで作品を制作しました。慣れない電動ロクロの動きをすぐに身につけ、留学生たち
は素敵な作品を作り上げました。

日本事情ⅡA「能装束体験」（2013.12.07）
平成25年12月7日（土）、外国人留学生が交換留学生向け授業科目「日本事情ⅡA」において、能楽の仕舞（しまい）や地謡

（じうたい）を披露しました。
名古屋を中心とする東海地域は芸どころと呼ばれており、特に能楽は武家の式楽として各藩の公的行事として広く行われてお

ります。今回の体験では、日本中世文学・能楽を専攻する文化情報学部の飯塚恵理人教授が、能楽協会・名古屋支部の喜多流シ
テ方の先生方をお呼びして、外国人留学生に仕舞を稽古していただき、その成果を発表しました。
長田驍（おさだ たけし）先生と長田郷（おさだ あきら）先生の指導のもと、能の西王母（せいおうぼ）という中国の仙女の

装束を着付けしていただき、実際に舞台で使用されている能面を付けると、留学生たちも大変興奮していました。
飯塚教授は、母国に帰ってからも仕舞や地謡を披露してくださいと語りかけました。

ほかにも様々な体験学習を実施しています！

IELTS受験対策講座  （2013.09.17 ～ 09.21） タスマニア大学交換交流15周年記念事業 （2013.11.29）

ニューヨーク市立大学リーマン校訪問 （2013.10.20 ～ 10.24）

上海師範大学協定校訪問 （2013.10.31 ～ 11.02）

◆名古屋友禅染体験（2013.11.09）

名古屋の伝統工芸である名古屋友禅染
の体験を通じて、日本文化の一端に触れ
ることができました。留学生たちは事前
に選んだ型紙に、思い思いの色を重ねて
いき、最後は見事な作品が完成しました。

◆日本事情ⅠB「郡上八幡」（2013.11.02）

日本事情ⅠBの学外研修として、水と
踊りの城下町で知られる郡上八幡を、本
学学生とともに訪れました。郡上八幡の
地場産業でもある食品サンプル作りの体
験や、郡上踊りを通して、日本の祭りに
ついて理解を深めました。

◆日本事情ⅡA「歌舞伎鑑賞」（2013.10.15）

日本事情ⅡAの授業の一環として、日本
特殊陶業市民会館で開催された「錦秋名古
屋 顔見世」興行の『西郷と豚姫』『於染久
松色読販』の歌舞伎を鑑賞しました。留学
生たちは、同時解説イヤホンガイドを聞き
ながら、歌舞伎の世界を堪能していました。

受入交換留学生が見た椙山

平成26年度　受入交換留学生 
受入交換留学生修了式 （2014.01.25）
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IELTS受験対策講座  （2013.09.17 ～ 09.21） タスマニア大学交換交流15周年記念事業 （2013.11.29）

ニューヨーク市立大学リーマン校訪問 （2013.10.20 ～ 10.24）

上海師範大学協定校訪問 （2013.10.31 ～ 11.02）

上海師範大学　李　安 （リ　アンニ）

時の流れが速すぎて、椙山女学園大学での10か月の交換留学生活はあっという間に、終わってしまいました。この10か月を振
り返ってみれば、日本語だけではなく、日本社会や日本文化についてもたくさん勉強させていただいて、たくさんのいい思い出が
できました。
今年は、残念ながら、椙山に交換留学したのは私たち上海師範大学から来た三人しかいませんでした。しかし、そのおかげで、

私たち三人は先生方から、より丁寧な指導を受けることができました。文法、聴解、読解、会話、作文、様々な面で勉強させ
ていただき、私の日本語能力はすべての面で上達することができました。また、語学ボランティア研究会とSAIC（Sugiyama 
Association of Inter-cultural Communication）の部員達も、私たちと一緒に昼ご飯を食べながら日本語で喋ったり、一緒に
パーティーを開いたり、スタディメイトをやってくれたり、プライベートで遊んだりしてくれました。その二つのクラブのおかげで、
たくさん日本人の友達ができて、日本の若者の流行も知ることができました。
大学からは私たち留学生に様々な活動を用意していただきました。京都研修、着付け体験、名古屋友禅染体験、歌舞伎鑑賞など、

国ではなかなかできないことをたくさん体験させていただき、いい思い出になりました。
インターンシップにも参加させていただきました。大学に入ってから、ずっと職場に憧れていて、インターンシップに参加したかっ

たのです。そのため、日本でインターンシップに参加できると聞いた時、とても嬉しくて、迷わず応募しました。私のインターンシッ
プ先は尾張瀬戸市にある尾張東部放送でした。研修内容は、ラジオ番組の収録を手伝ったり、取材に行ったり、企画を考えたりす
るなど、様々なことがあり、人生で初めて体験したことは書ききれないほどたくさんありました。私の昔からの夢はマスコミ関係

の企業で働くことなので、今回実際にラジオ
局で働いてみたことで、自分の夢にもう一歩
近づいた気がします。ますます自分のやりた
いことを確認し、自分の目標を明確にできた
と思います。
別れは悲しいですが、私は椙山にいた10か

月間の思い出を大切にし、この10か月間で積
んだ経験を中国に持ち帰り、必ず今後の就職
や人生に活かして行きたいと思います。

受入交換留学生が見た椙山受入交換留学生が見た椙山

上海訪問で感じた留学生OGたちとのつながり
小林正典（学生課／国際交流センター）

学生課に異動になり、2年が過ぎようとしている。国際交流センターの業務担当は学生課が担っているため、例年11月に
行っている学生交換交流の協定校である上海師範大学への訪問は、2度経験することができた。訪問の目的は、次年度の上
海師範大学からの受入交換留学生募集のためのプレゼンテーションを行うためである。数ある日本の協定校の中から本学を
選んでもらえるように、できる限り平易な日本語を選び、いつもよりもスローな口調で、名古屋という街の紹介から本学の
ロケーション、他大学では実践できない多様な日本文化体験を盛り込んだ学習プログラム、そして学生寮などを、パワーポ
イントを使ってアピールするのだが、このプレゼンテーションのためのアテンドは、いつも前年度の受入交換留学生が行っ
てくれる。
勿論、彼女たちの授業に支障がない範囲で、ホテルへの出迎えから帰国時の空港での見送りまで、上海訪問時は本当にお

世話になる。特に2度目だった今年の訪問には、前年度の交換留学生2名が2日にわたりアテンドしてくれた。
昨年度、学生交換交流10周年を記念して結成された上海からの交換留学生OG会「椙ノ蘭」の懇親会も、この上海訪問に

合わせて開催するようOGに依頼して、レストランを予約してもらっている。この懇親会は例年続けられているイベントだが、
全交換留学生OG数の1/3程度が毎回参加し、今年度は第1期生の参加もあった。
会場で面識のないOGたちに話しかけて、本学のことを尋ねても「嫌な印象は全くない。良い思い出しかない。」という喜

ばしい回答ばかり。そう言えば、昨年の10周年記念イベントにも
上海からのOG参加者が、実に全体の1/3の9名もあったことを思
い出す。楽しそうに留学当時の思い出話を、流暢な日本語で話す
OGたちを見ていると、この笑顔こそが、小さくても脈々と積み重
ねられている、本学における国際交流事業の成果であり財産なのだ
と実感する。
4月にはまた異動で学生課を離れるため、その笑顔に会えなくな

ることにいささか寂しさを感じるが、こうしたOGとのつながりは、
これからも大事に守っていきたいと思っている。

平成26年度　受入交換留学生 

ホストファミリーのお子さんと 着付け体験京都で京扇子を作った

受入交換留学生修了式 （2014.01.25）
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亀井美穂子（文化情報学部准教授）

キャリア教育特別委員会ポートフォリオチームでは、学内の
授業にトータルポートフォリオシステムSUCCESSを導入し、
この活用を推進しています。
教育分野でいうポートフォリオとは、学習履歴を蓄積するこ

とで、例えば小学校で子どもたち一人一人が作品をバインダー
にはさんでおくなど、目に見える形で学習成果を残していくこ
とで自己の振り返りを促したり、何を学んできたかをほかの人
に説明したりすることができるというものです。
これを電子的に残すのがeポートフォリオで、近年、多くの

大学で導入されています。SUCCESSはeポートフォリオシステムMaharaをベースに本学向けに開発
されたもので、利用者はインターネット上に、自分のレポート課題や学習成果、写真などを蓄積して、
学習の振り返りをしたり、成果物を公開したりすることができます。現在では主に教職課程の学生を中
心に活用されていますが、その他の授業で利用されたり、学生が自主的かつ活発に使ったりといった状
況には至っていません。

このようななか、文化情報学部で開講されている「海外言語文化演
習B」（短期英語研修）では、2013年度、SUCCESSが活用され、
大きな成果がみられました。この授業は毎年8月に約1カ月かけて海
外の教育機関で行われ、学生は英語の集中訓練を受けるとともに、現
地での滞在・生活を通じて外国の文化を学ぶというものです。
研修中は、担当のペトルシャック教授と樋口謙一郎准教授が引率し、

学習および生活面での指導にあたられます。この研修の参加学生は「学
修・生活日誌」を毎日執筆して、定期的に担当教員に提出することに
なっていますが、本年度はこの日誌をSUCCESSで作成しました。
この日誌は、参加者自身の学習や生活の振り返りだけでなく、毎日

これを読む引率教員がトラブルなどを迅速に把握し、早期解決を図る
上でも役立ったとのことです。SUCCESSを活用して、授業担当者と各学生本人のみが見ることのでき
るブログを設置し、その日の行動、食べたもの、困ったこと、目標、努力したことなどを書き込んでい
くことにしました。またその準備として、ポートフォリオチームはテキストを作成し、学生にガイダン
スを行いました。
SUCCESSの活用経験がほとんどなかった教員・学生が、研修先で利用するとどうなるでしょう

か──。実際には、受講者20人全員が、研修中のほぼ毎日、時には写真を用いながら日誌を書き、
教員2名が交互にコメントを寄せていきました。学生は、教員のコメントを支えに英語で（！）日誌を
つけ、帰国後のレポート作成時に研修を振り返ることもできたそうです。教員も、日誌に返信する手間
は大きいものの、安心・安全な学修を支援できるメリットの方が大きいとのことでした。来年度も現地
の状況に応じて、SUCCESSを活用していきたいと仰ってくださったことは大変嬉しく思いました。
なお、2013年12月に本学の国際交流協定校であるタイ・スィーパトゥム大学で開催された学術会

議でも、亀井、樋口、ペトルシャックに鳥居隆司文化情報学部教授を加えた共同発表を行い、この取り
組みを紹介してきました。
今後も、留学生への対応や、国際交流を含む様々な授業・場面でSUCCESSが活用され、学生自身

が学生生活を振り返って、その意義を見出せるような支援のあり方を探っていきたいと思います。

海外研修におけるトータルポートフォリオシステムの活用海外研修におけるトータルポートフォリオシステムの活用

学生の研修日誌から（SUCCESSのブログ）
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A Window Open to the World 第5号をお送りします。執筆・編集に御協力いただきました皆
様に厚く御礼申し上げます。近年、国際交流センターの事業はますます活発になっており、こ
の2年で、スィーパトゥム大学（タイ）、ニューヨーク市立大学リーマン校（米国）、培材大学校（韓
国）が新たに本学の協定校に加わりました。本学の国際交流のさらなる多様化、実質化に向け
て、国際交流委員会では今後も積極的に活動していく所存です。このセンター報が有意義な情
報発信の場となるよう、紙面の一層の充実を図ってまいりたいと思います。御意見、御感想な
どお寄せいただければ幸いです。

 2014.3.25（K.H）

■ご意見・ご要望などはこちらへお寄せください。
　椙山女学園大学国際交流センター
　TEL：052-781-5674（直）　FAX：052-781-2038　E-mail：ciep@sugiyama-u.ac.jp

上海サマースクールプログラム（2013.07.28 ～ 08.24）
本学の海外協定校である中国の上海師範大学で、「上海サマースクールプログラム」が実施されています。この
プログラムは、上海市教育委員会が主催するもので、上海市にある大学と海外協定校の交流を促進することを目的
としたプログラムです。本大学の代表は、滞在期間中に上海市教育委員会からの奨学金が支給されるため、学費・
寮費・食費が免除されます。
平成25年度にこのプログラムに参加した学生の報告書を引用します。
『椙山での講義の中では、新しい単語やわからない単語をすぐ調べて覚えるという努力をしていました。だが、
プログラムに参加し、他大学の人と一緒に授業を受け、私より中国語を勉強している人が多く、レベルが高かった
です。学校では、中国語を専門に勉強している人はいないので、ほとんどの人が同じレベル。サマースクールで出会っ
た人たちの勉強法や中国語での授業は、自分にとって大変刺激になりました。また今回は、韓国人の人も一緒だっ
たので、コミュニケーションをとるには、中国語や英語が必要であり、もっと話せるようになりたいと思い、言い
たいことを調べることで語学力が身についてよかったと思いました。
上海サマースクールに参加し、語学力を身につけると、交流の幅が広がるということを実感しました。大学独自
のプログラムとは違い、韓国と日本のいろんな学校の人とも交流できてとても楽しかったし、いい経験ができまし
た。日本で勉強しているよりも、現地で実際に話すということは大変なことも多いが、言葉が通じると嬉しくて、
楽しくて、早く身に着けることができると思います。また、現地の人と話すことで、使い方や発音の仕方などの発
見もできます。私は、28日間という短い間でしたが、たくさんの人に出会えて、本当に様々な経験ができ、今ま
でにない、とても充実した生活を送ることができました。この28日間は一生の思い出になると思います。もし、
少しでも中国に興味を持っている人がいれば、このプログラムに参加することをお勧めします。』

派遣交換留学生の現地レポート

海外研修におけるトータルポートフォリオシステムの活用
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