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2016年度留学生送別会・歓迎会に
参加して

学長補佐　後藤宗理

2015年7月に制定された「椙山女学園大学の国際化ビジョン」は

塚田守国際交流センター長の下、協定校も増えてきました。そして

本学と協定校との学生の実質的な交流も順調に実行されています。

私は学長補佐に就任したのをきっかけに、国際交流センターの行

事に参加する機会を得ました。4月の歓迎会は参加できませんでした

ので、7月30日の送別会から参加しました。その場で塚田センター

長から、「留学生たちが本学へ来た時の状態を知っていると、半年間

あるいは1年間の留学生活で日本語がかなり上達し、話題も豊富になっているので、比較するとおもしろ

いですよ」というお話を伺いました。ご指導いただいている日本語教育の先生方からも、一人ひとりにつ

いて、その成長ぶりや興味関心に関するエピソードが語られました。10月6日には後期から来た留学生

の歓迎会がありました。3名がそれぞれ自己紹介をおこない、スピーチでは日本の文化や各地への旅行を

楽しみにしていることや、友人をつくって交流を深めたいという気持ちがよく伝わってきました。

私自身は、留学とは無縁の教員生活を送ってきたのですが、以前勤務していた大学の研究室へバングラ

デシュ人留学生の奥さんが訪ねて来たことがありました。この人は育児中で時間があり、母国で教育学部

を卒業したので、発達心理学か育児に関する勉強をしたいとのことでした。窓口の職員は私の講義を受講

するように勧めたようでした。1年受講したのち、帰国することになったのですが、悩みは女児の食事の

嗜好でした。日本の生活にすっかり慣れ、しかも集合住宅の階下の老夫婦が孫のように可愛がってくれた

ので、母国の食事ではなく「ふりかけごはん」ばかり食べているということでした。

小文を書きながらこの女児のエピソードを思い出しました。留学生のみなさんが「なごやめし」を母国

で広めてくれることを願っています。

派遣交換留学生の現地レポート

日中韓のポップカルチャー、世界へ
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お互いを分かり合う大切さを学んだ韓国
川口 祐希菜（文化情報学部4年生）

私は今回椙山女学園大学から韓国への派遣交換留学第1期生として培材大学校に留学しました。すでに派遣の実績がある中国や
オーストラリアなどよりも情報が少なく心配でたまりませんでした。しかし韓国到着後には、空港に培材大学校の学生がピックアッ
プに来てくれて、寮に着いてからも一緒に手続をしてくれるなど、親切な対応のおかげで不安が和らぎました。
韓国語の授業は最終級の4級から入ったため少し難しかったですが、周りの学生達も同じくらいのレベルだったのでお互いのわか
らない韓国語を教え合ったりもしました。後期からは、韓国語での会話しかできない状況にいたのでとても勉強になったと思います。
ほかに学部の授業も受講しましたが、周りに頼ることの出来ない環境の中で努力し、韓国語能力を向上させることができたと思
います。授業では韓国人だけでなく、他国の人ともお互いの文化について話し合う時間があり、異文化に触れ合うことができました。
寮には中国人や韓国人、アメリカ人などもいたのでみんなが快適に過ごせるようにルールがたくさんありました。寮ではボラン
ティア活動として、預かっていた宅配物の受渡し、夜の点呼の際の放送、2週間に1回ある掃除検査員を行いました。忙しくはなり
ましたが、このボランティア活動のおかげで韓国語も上達しました。ルームメイトとなった日本人学生はもちろん韓国人学生とも
すぐに打ち解けて、交流を深めることができました。寮では国籍関係なく、人との関わり方や共同生活をするにあたっての思いや
りなどについて学ぶことができました。
今回の韓国交換留学を通じて韓国語能力だけではなく、人との関わり方について学ぶことができたと思います。また同じアジア

ですが考え方や人の行動
の受け止め方、生活面す
べてが違い、お互いの文
化を理解することの重要
さも知ることができまし
た。親元・母国を離れて
自分自身を自立させるこ
とができ、とても良い機
会になりました。

チャレンジ精神がもたらした自信と絆
藤井 比奈多（教育学部4年生）

キャンベラ大学への交換留学を終えて1年が過ぎ、教育実習や卒論に取り組む毎日を過ごしています。留学前は、教育学部生は教
職課程を取りながら一年の交換留学に行くことは大変だと言われましたが、将来教員になるにあたり海外の教育学を学びたい、幅
広い視野を持った人になりたいと思い留学を決めました。実際にオーストラリアは多国籍社会で、色々な社会的・文化的背景を持っ
た人々と触れ合って期待以上の経験ができ、有意義で充実した一年になりました。
初めて受ける海外の講義は学ぶものが多くありました。語学学校と学部に共通して感じた事は、自分を表現する大切さです。講

義を受ける他に討論の時間が多く、周りの学生は自分の意見をしっかり持ち表現しようとします。積極的に自分自身を表出し、ま
た同時に周りの学生の意見も吸収し自分の物にしようしていました。私は自分の意見を堂々と述べる事が苦手で始めは圧倒されま
したが、自分の意見を言うことでクラスメイトも理解してくれ、授業に参加している実感が湧きました。言語向上と共に積極性も
成長させることができたと思います。
勉強面以外でも積極的に様々なことに挑戦しようと思い、日本に興味を持っている現地の大学生に週1度日本語を教える授業をす

る機会を得ました。初めは英語で日本語を教える難しさに戸惑いましたが、皆の熱心な学習意欲に私も背中を押されやりがいを感
じました。これほど多くの人が日本の言語や文化に興味を持っていることに感心し、改めて日本の魅力に気づくことができました。
また、幼稚園ボランティアをしました。そこでは、先生の指導法や子どもたちの生活の様子、そして日本との違いなど、オースト
ラリアの教育現場を実際に肌で感じて学ぶことができました。自分から積極的に動いたことでそれが周囲に受け入れられ、認めら
れることを実感しました。
この留学生活を頑張ることができたの

も、ルームシェアをしたオーストラリア人
の仲間や、一緒に料理をしたり勉強を頑
張った掛け替えのない沢山の友人のおかげ
です。交換留学で新しい学びを通して、語
学力以外にも人間的に大きく成長できまし
た。

日中韓のポップカルチャー、世界へ
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タイ派遣交換留学はじまる （2016.08 ～）

センターニュース・ダイジェスト

受入交換留学制度のリニューアルについて受入交換留学制度のリニューアルについて

国際交流センター長
塚田　　守　

本学では、これまで受入交換留学生のためのプログラムについて、一部学部開講科目を履修
できるものの、基本的には日本語を10か月学修するカリキュラムとして実施してきました。今
まで交換留学生からの不満は聞かれておりませんが、日本語を中心に学修するカリキュラムは
プログラムとして見た場合は一般的には「日本語学校（専門学校）」と見做され、魅力に欠ける
のではないかと考えられます。
また、国際交流活動が行われて2015年度で20年になりますが、交換留学生の派遣人数の平
均は5.4名、受入れ留学生は5.0名です。小規模の国際交流として一定の成果を上げております
が、2015年に制定された国際化ビジョンの「4. 海外大学等との連携の推進：交換留学の協定
校を10大学以上に増加させます。また、交換留学を始めとする留学生の受入れを常時10名以
上とします」に従い、今後は10名以上の留学生を受け入れる方向でセンター事業を展開する方
針です。現在は4月受入れを基本としていますが、一般的な海外の大学の学年暦との不整合が
あり、留学生の受入れには効果的ではありません。よって、留学生の受入れ開始月を9月に統
一し、1学期（9月～1月）、2学期（4月～7月）に改編します。
9月から1月の第1学期は、日本語の授業を集中的に行います。学生の日本語能力により、「中
級」と「上中級」に分け、5名程度で授業を行うプログラムとします。また日本社会・文化へ
の導入の期間として、受入交換留学生に対して、さまざまな社会・文化的活動を提供します。
4月から7月の第2学期は日本語科目を4科目に限定し、学部で開講されている科目の履修を
基本とします。なお、4科目の日本語科目は、学部授業の履修を支援する役割を果たすものと
なります。学部科目を履修することで、日本人学生や教職員との幅広い交流を実現することが
できます。
以上の改編により「国際交流センター」のプログラムを単なる「日本語学校」的な位置づけ
ではなく、学びの自由度が高い魅力的なプログラムとし、これまで以上に活発な国際交流を実
現したいと思います。

認定留学生のエッセイ

受入支援留学生が見た椙山

上海師範大学交換講演が開催されました （2016.06.15）

培材大学校関係者が来訪されました （2016.04.18）
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タイ派遣交換留学はじまるタイ派遣交換留学はじまる （2016.08 ～） （2016.08 ～）

受入交換留学制度のリニューアルについて

2016年8月から5ヶ月間、タイ　スィーパトゥム大学に交換留学生の第
一期生となる2名の学生を派遣しました。
派遣交換留学生は、スィーパトゥム大学インターナショナルカレッジに入学

し、英語で行われる授業を受講しました。
そして、英語での学習はもちろん、タイの学生と交流しながらタイ語を習

得しようと務めました。また日本企業の駐在員も多いため、こうした社会人
の方々と積極的に交流し、現地の情報や海外生活に関する事などについて
お話を伺いました。
2名の留学生は5ヶ月の全課程を修了し、無事に帰国しました。
この経験を通して将来タイで働きたいと考えている学生もいて、実のある
派遣交換留学をスタートすることができました。

4月18日（月）、培材大学校のソン・キョンホン国際交流処長、中村智子国際交流処教授、イ・ユファ国際交流処職員が
本学を視察し、情報交換をすることを目的に来訪されました。会談は、和やかな雰囲気の中で行われ、両大学の国際交流拡
充に向け、今後の関係を一層強化する良い機会となりました。
培材大学校と本学との

間では、平成26年度に協
定を締結し、平成27年
度から相互に学生を留学
生として受け入れる交換
留学制度を開始しました。
今年度は、本学より3名
の学生を派遣し、培材大
学校から４名の留学生を
受け入れています。

6月15日（水）、海外提携校である上海師範大学の女子文化学院より王元学院院長補佐、副教授と全亜蘭副教授が交換講
演会の実施のため来訪されました。
今回で8回目となる講演会では、「上海師範大学女子文化学院の運営と実践」と題して、上海の女子教育について講演を行

いました。上海師範大学の女子文化学院は、上海師範大学と上海市婦女連合会の共同で2000年5月に創立された女子教育
専門の学校で、上海市で
唯一の女性のための4年
制大学です。王准教授は、
学院の紹介をはじめ、大
学で行われている社会実
践教育などを紹介し、参
加した学生や交換留学生、
教職員らが理解を深めま
した。

認定留学生のエッセイ

受入支援留学生が見た椙山

上海師範大学交換講演が開催されました上海師範大学交換講演が開催されました （2016.06.15） （2016.06.15）

培材大学校関係者が来訪されました培材大学校関係者が来訪されました （2016.04.18） （2016.04.18）
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タイ派遣交換留学はじまる （2016.08 ～）

派遣・受入交換留学生のための恒例行事も活発に実施中！
受入交換留学生歓迎式（2016.04.21 ／ 10.06）
2016年度椙山女学園大学受入交換留学生5名（上海師範大学2名、培材大学校3名）の歓迎式を4月21日に開催しました。
歓迎式では、塚田守国際交流センター長、森棟公夫学長による挨拶に続き、留学生が慣れない日本語に苦労しながらも自己紹

介を行いました。留学生たちは、「中国語で訳された日本の小説を読むことが好きで、憧れだった日本に留学できてうれしい」、「い
ろいろな場所に出かけ観光学を学びたい」「日本人らしい日本語を話せるようにがんばりたい」と抱負を語りました。
続く歓迎パーティーには、過去に、留学経験のある学生や留学ボランティアの学生も参加。留学生と食事をしながら、日本に

来てみた感想やこれから行ってみたいところなどを話しながら、親睦を深めていました。
また、10月6日には、後期から来日した受入交換留学生3名（タスマニア大学1名、ニューヨーク市立大学リーマン校1名、

培材大学校1名）の歓迎式を開催しました。

クリスマスアレンジメント作りに参加しました（2016.11.25）
椙山女学園大学学生相談室が、学生間の交流の活性化を目的に実施したグループ活動「クリスマスアレンジメント作り」に交

換留学生も挑戦しました。
容器の中のオアシス（生花用吸水スポンジ）に、色とりどりの花や草木をバランス良く差し込み、オーナメントや、パールを通

したきらきらと輝くワイヤーなどを飾りつけしました。細かい作業に苦労しましたが、世界にひとつだけのクリスマスアレンジメ
ントを完成させました。作品作りとともに、普段接点のない日本人学生や教職員と交流できたことは貴重な経験となりました。

伊勢研修に参加しました（2016.12.11）
留学生は歴史的建造物や芸術、祭りなどの行事や風習など日本的な物事に関心が高く、年2回研修旅行を行っています。今回

は伊勢への研修旅行を実施しました。
伊勢神宮は当日も大変な人出でしたが、その中でも厳かな境内のたたずまいに見入っていました。手水の作法は、事前にレク

チャーを受けていたこともあり、日本人のように上手にこなしていました。
このほかにも門前町（おかげ横丁）ではお正月が近いことからミニ門松作りを体験しました。良い新年を迎えられるよう、そ

れぞれが一生懸命に取り組みました。
また、夫婦岩見学では、初めて日本の海を見る者が多く、寒空の中いつまでも自然の景観を楽しんでいました。日本古来の伝

統文化や自然の美しさを体験する良い機会になりました。

受入交換留学制度のリニューアルについて

認定留学生のエッセイ

受入支援留学生が見た椙山

上海師範大学交換講演が開催されました （2016.06.15）

培材大学校関係者が来訪されました （2016.04.18）
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また、夫婦岩見学では、初めて日本の海を見る者が多く、寒空の中いつまでも自然の景観を楽しんでいました。日本古来の伝

統文化や自然の美しさを体験する良い機会になりました。

自らが描き、実現した認定留学
神頭　菜摘（国際コミュニケーション学部4年生）

私は認定留学でニュージーランドのオークランドへ8か月間行ってきました。留学先をニュージーランドに決めた理由
は、比較的親日的だということや費用面、環境が自分に合っているなと思ったからです。留学するにあたって一番苦労し
たことは、学校選びなどの渡航前の準備です。留学の期間を決めるところから始まり、留学会社や学校、滞在方法など一
から両親には頼らず自分で決めていきました。今思えば、自ら全てを準備することで自信を持って留学に臨むことができ
良かったと思いますが、とても悩ましかったのを覚えています。また、ニュージーランドに到着してからも慣れない英語
での生活や勉強、友達作りに非常に苦労しました。結果的にはどの経験も必要なもので、8か月間の滞在を終えて日本へ
帰国する際には、最高のホストファミリーや友達、満足したIELTSの結果を日本に持って帰ることができました。ホスト
ファミリーや友人たちとは日本へ帰ってからもまめに連絡を取り合い、本当にいい関係を築くことができました。中でも、
一番の思い出はホストファミリーとの生活です。私はマザーのみの家に滞在をしていました。マザーは初日から温かく迎
えてくれ、日々の生活はもちろん勉強も積極的に応援してくれました。また、休日には海へ散歩に出かけたり、クリスマ
スなどの際にはプレゼント交換をし
たりなど本当の家族のように接してく
れ、現地の生活を満喫することができ
ました。認定留学は他の留学プログラ
ムとは違い、与えられたものをこなす
というのではなく自分自身で動くこと
が多いと思います。しかし、その分自
分の力になる経験や家族や周りの人た
ちの大切さに気付くことができるとて
も良い制度です。

マリア　コロコバ（ニューヨーク市立大学リーマン校）

私は、今回初めて留学をしましたが、日本は初めての留学先として最高の場所だと思います。椙山女学園大学に来たの
はわずか2ヶ月前のことですが、すでに日本語の上達を感じています。私は、日本語を習得すること、そしてそれ以外に、
自立して成長していくこと、旅行などを通して日本の文化を吸収すること、自分自身に挑戦することを目標に向っていき
たいと思います。
現時点で、私の日本語力は教室での勉強からだけではなく、学内や学外の日本人との関わりからの影響を受けていると
思います。学校では英語で行われる授業2科目と、日本語の授業を8科目受けています。日本語の授業は、文法、語彙、
日本文化、ライフスタイルを含んでいます。スタディメイトとの交流もあります。学外では、店員さんや電車の車掌さん、
スポーツジムの人達など、知らない人たちとコミュニケーションするよう努力しています。最近では、道で知らない人と
すれ違う時、たとえじゃまをしていなかったとしても「すみません」「ごめんなさい」と言うのにも慣れてきました。
私は、学校主催の研修旅行の機会に恵まれている事も嬉しく思っています。10
月には、栄の近くに歌舞伎を観にいきました。日本の伝統的な陶芸の歴史を学びに、
瀬戸にも行き、瀬戸焼を作る体験もしました。ホームステイもしました。11月に
は郡上八幡にも行きました。また、私は運よく大阪に友達がいるので、その友達と
大阪や奈良、京都にも行きました。
学校ではオプションとして、日本企業でのインターンシップもあります。インター
ンシップでは、日本で働くとはどういうものかという事を学ぶことと同時に、敬語
を実践的に使う機会にもなります。
春学期からはじまる授業の前には、日本人学生と一緒に学部での授業を受けるた
めの、交換留学生向けの授業も行われます。
私は、ここに来られて本当に良かったです。日本に来ることは私の夢でした。残
りの留学生活も楽しみです！

認定留学生のエッセイ

受入交換留学生が見た椙山
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派遣交換留学生の現地レポート

長澤唯史（国際コミュニケーション学部教授）

2013年の3月、北京師範大学で行われた「日中科幻対話」というイベントに招かれた。「科幻」と
はSF（Science Fiction）のことで、私はSF研究史に関する講演を行い、さらに「日中SF交流パネル
ディスカッション」での討議に参加した。北京周辺の若手の研究者、学生、作家、翻訳家など50名を
超える聴衆との交流は極めて刺激的かつ楽しいものだった。そこで出会った何人かとは、翌年の夏にロ
ンドンで開催された世界SF大会（Worldcon）で再会することになる。
この中国の若者たちはみな、日本のポップカルチャー・コンテンツ（主にマンガ、アニメ）に強い関

心を持っていた。書店はもちろん、北京市内の至るところにある雑誌スタンドでも、やはりマンガやア
ニメの単行本や専門誌、同人誌などが並んでいる。アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュー
ジーランドなど英語圏のいずれの国でも、日本のマンガ（もちろん翻訳版）がかなりのスペースを取っ
て書店に並んでいるし、日本からの留学生と聞くとまず話題に上るのはアニメだ。
一方、日本の若者の間では、最近またK-POPの人気が再燃している。2003年にドラマ『冬のソナタ』

とともに始まった韓流ブームは、2005年の東方神起のデビュー以降、若者の間でのK-POP人気に飛
び火した。東方神起やBIGBANGなどの男性アイドルグループが活躍した第一期を経て、2010年の少
女時代、KARAなどの女性アイドルグループがテレビやヒットチャートを席巻した第二期で、K-POP
は日本に完全に定着したと言っていい。一時は日韓の政治的緊張が高まった影響で、K-POPアイドル
がテレビで見られなくなっていたが、SHIneeをはじめとする男性グループの人気が再燃し、防弾少年
団のような新たな方向性、さらにはCODE-Vのような日本メインの活動を行うグループも登場し、現在
は第三期K-POPブームと言ってよい活況を呈している。
映画については、中国がアジア映画界の牽引役となりつつある状況はもはや明らかだ。2000年の『グ

リーン・デスティニー』の大ヒット以来、アン・リー監督はハリウッドでも高く評価され、同作に出演
したチャン・ツィーもスティーブン・スピルバーグ政策の『SAYURI』で主演を務めた。中国映画界へ
の国際的な注目や評価は、すでに日本映画へのそれを凌駕している。
日本のアニメ、マンガ、韓国のドラマとポップミュージック、そして中国の映画については、フレデ

リック・マルテル『メインストリーム――文化とメディアの世界戦争』（岩波書店、2012）でもアメ
リカに対抗できるソフトパワーとして注目されている。今後も東アジアの国々が相互に刺激しあいなが
ら、それぞれの文化やコンテンツを世界に向けて発信していくことをさらに期待したい。

日中韓のポップカルチャー、世界へ日中韓のポップカルチャー、世界へ
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第8号をお送りいたします。執筆・編集にご協力いただきました皆さまに厚くお礼申し上げます。今
年度、受入れ交換留学制度のリニューアルを決め、タイ派遣交換留学を始動できました。そして、
交換留学先だけでなく、3年目になる「椙山女学園大学ショートプログラム」に参加する受入れ留学
生も順調に増えています。また、今号は、受入れ留学生とも派遣留学生とも関わることの多い国際
交流センタースタッフの目線で紙面を構成し、学生ボランティア団体SAICをご紹介しました。本学
の国際交流のさらなる充実に向けて、今後も積極的に活動してまいります。センター報へのご意見、
ご感想などお寄せいただければ幸いです。  （2017.2.13 K.T）

■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

私たちSAIC、Sugiyama Association of Inter-cultural Communicationは、2011年6月に椙山女学園大学の同好会とし
て発足しました。現在、部員は22名となり、留学生の皆さんと交流する活動を通して、自分たちの視野を広げることを目的としてい
ます。お昼休みには国際交流センターに集まり、お昼ご飯を一緒に食べながら最近流行っている食べ物の話をしたり、旅行の話をし
たりしています。また、週に1回の、活動日を決めて、自分たちのできるトピック、大学生活や日本の祭り、学生のファッション、伝
統芸能、映画等、好きなトピックを選んで、発表しています。留学生にも同じように発表してもらい、お互いの国の生活や習慣を教
えてもらっています。
■コメント
リ　ヨウ（2015年度　上海師範大学留学生）
SAICの活動で、より自然な日本語で発表することができるようになりました。また日本人と交流しながら、皆さんと仲良
くなって、一緒に旅行へも行けましたから、留学生活はとても楽しかったです！
コウ　エイシュウ（2014年度　上海師範大学留学生）
SAICのメンバーたちと一緒にお互いの文化を紹介したり、ご飯を食べたり、遊びに行ったりしました！最後はすごく仲良くなって、
今でもfacebookやInstaで連絡しています。「本当に何でも言える日本人友達ができた！」という達成感があります！嬉しいです！
テイニー　ケイリー（2014年度　タスマニア大学留学生）
留学の間、SAICと一緒に色々な活動、体験、旅行などをしました。しかし、SAICは留学生と一緒に楽しむサークルだけではな
いです。SAICと留学生が色々な文化情報を交換しました。SAICからの情報はもちろん勉強になって、自分の国をSAICに紹介す
ることもいい勉強になりました。SAICと一緒にした活動のおかげで「文化」というものを前よりもずっと意識するようになりました。
感謝します！
中野萌（2015年度SAIC部長　文化情報学部4年）
私はSAICに参加したことで様々なことを経験し、学ぶことがたくさんありました。様々な国の留学生と交流することでその国の
文化や習慣を共有でき、また新しい発見が多くありました。特にSAICの活動の中の自分の国の文化の紹介では多くのことに驚き、
初めて知る文化が面白かったです。また、留学生と一緒に多くのことも経験してきました。最後の活動日には、持ち寄りパーティー
を開き、留学生の出身国の料理を食べさせてもらったり、日本人学生もそれぞれ料理の腕を披露したりしました。
また、留学生の学外研修にも参加することができ、留学生皆と犬山で鵜飼を見学したり、瀬戸焼体験などをしたことはいい思い
出になっています。留学生と共に過ごした経験はとても楽しく、自分自身を振り返るチャンスにもなりました。日本人でありながら
初めて体験するものだったり、留学生から気付かされたりすることもありました。1つ1つの経験がとても貴重なものになっていま
す。私はSAICに入ったことで様々な出会いがあり、一緒に学ぶことができました。留学生はみんな勉強熱心で努力家です。それ
を見て私も頑張らなきゃと思ったこともあり
ました。留学生との交流は楽しさとともに刺
激を与えてくれます。SAICは私にとって文
化交流の楽しさと知らない世界を知る刺激
を与えてくれる場所でした。3月で私も卒業
しますが、留学生たちとの交流はずっと続
いていく宝物です。

派遣交換留学生の現地レポート

日中韓のポップカルチャー、世界へ
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