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我が国を離れて、何かを知る
学長補佐　江崎 秀男

現代は大変便利な時代です。テクノロジーの発展によって、人々

の生活は日を増すごとに便利になっています。1990年代のインター

ネットや携帯電話の普及とともに、いつでも、どこからでも様々な

情報を容易に入手できる時代になっています。また情報通信ネット

ワークの出現とともに、欲しい物を容易に手に入れることが可能と

なりました。つまり日本を離れて海外に行かなくても、その地の風

景や人の暮らしを見ることができるのです。しかしネット上で見る

映像では、その地ならではの郷愁を感じる風景を知ることは難しい

と思われます。また人の暮らしも一面的には知ることは出来ますが、

人の温もりを感じるには、やはりその地に赴く必要があると思われます。

平成28年の日本人の海外旅行者数は1,712万人であり（法務省入国管理局「日本人出国者数」）、多く

の人々が海外に出かけています。海外の芸術、文化、歴史に出会い、またその地の人々と接するなかで、

何かを感じ取る幸せや喜びは心に高揚感を生み出してくれます。これが旅行の魅力であると思われます。

見知らぬ世界を旅することへの憧れは、私にとっても同様なものでした。私は大学院修了後、１ヶ月間

のヨーロッパへの一人旅に出かけました。ユーレイルパス（ヨーロッパ鉄道均一周遊券）を使っての鉄道

の旅であり、細かな旅行日程も決めない自由気ままな放浪の旅でした。パリからデンマークへ、その後ド

イツ、オーストリア、スイス、イタリア、フランスの国々を周遊しました。ドイツのハンブルグ駅では、

第2次世界大戦で海兵隊として活躍した人と出会い、駅構内のパブでソーセージとビールをご馳走して頂

きながら、大学1年次で学習した片言のドイツ語でワインとドイツの家庭料理について話をすることがで

きました。他の国々においても、色々なハプニングにも遭遇しましたが、これがその国の文化や習慣の違

いを知る機会になるとともに、人の心の優しさを実感することができました。

日本を離れて海外に旅行することやその地で長期間生活することは、その国の異文化を知ることにつな

がり、日本の文化を再確認するとともに、世界への視野を広げることになります。学生時代がチャンスで

す。是非、海外へ出かけ、日本では見つけることの出来ない何かを学び取ってください。



派遣留学生の現地レポート

意思疎通の大切さ
洞田琴未（文化情報学部３年生）

私は、上海師範大学での一年間の交換留学を通して学んだことがたくさんあります。中国語は、もちろん、生活面においても成
長できたと感じます。大学二年の時、一か月間の中国研修プログラムに参加しました。一か月間学び終えた後、もっと中国語を使っ
てコミュニケーションを取りたい、中国の生活をもっと体験してみたいという思いで一年間の留学を決意しました。
留学生活中、楽しかった思い出もありますが、辛かった思い出もあります。中国に来てまず感じたことは、聞き取りが難しいと
いうことです。現地で聞く生の中国語は、日本で聞いていたCDとは違い、早口で最初は混乱しました。しかし、中国の映画や音楽
を聴き、徐々に慣れ、聞き取ることができるようになりました。
上海師範大学は、韓国人、インドネシア人の留学生がとても多いです。逆に日本人は少ないので、私はこの環境が大変良かったです。

授業中、他の国の学生は積極的に質問や発言をします。それと全く逆で、最初私は大人しく勉強していました。ですが、授業中に
グル―プで話し合う機会、クラスメイトの前で発表する機会が多くあり、私は自分の意見を持ち、積極的に参加し、成長すること
ができたと感じます。
大学内の中国人と触れ合う機会にも参加し、中国人との交流や伝統的な文化についても知り得ることができました。
日本では、当たり前に生活していることが、中国では、当たり前ではありません。何度もトラブルに遭遇した時に、やっと中国
の生活事情が理解できた感じがしました。同時に、日本の親切さにも気づくことができました。中国では、しっかり自分の意見を
持ち、意思表現がとても重要です。そうでなければ、相手の意見に流されてしまいます。
この留学生活で自分の意見を伝えるこ
との重要さを学びました。もちろん中国
語で伝えることは、簡単なことではあり
ませんが、意思疎通できた時の喜びを感
じ、また、できなかった時の悔しさをバ
ネに更に勉学に励みました。自分自身に
とって、とても有意義な一年間を過ごす
ことができ良かったです。

私を大きく成長させた認定留学
衣斐 桃果（国際コミュニケーション学部３年生）

私は認定留学制度でアメリカのニューヨークのコロンビア大学で８ヶ月間留学をしました。留学先をニューヨークにした理由は
日本人が少ない都市だと言われており、語学に専念出来ると考えたのと、世界でファッションの仕事に就くという夢のために、世
界のファッションの中心と言われる環境で流行を感じたかったからです。
実際に語学学校でもクラスに日本人は1人しかおらず、日本語を使うことはありませんでした。そのため、今では話す力がとても

身についたと実感しています。また、週末などにはファッションショーにも出向き、実際にファッションが生まれる過程を自分の
目で見て勉強することができました。
その反面、生活面ではかなり苦労することがありました。最も大変だったのは生活環境の違いに慣れることでした。渡航前から

ニューヨークは他の都市に比べても治安の問題や色々な国から来た人々が集まり形成されているダイバーシティであることから、
日本と大きく異なる文化を持つことは勉強していましたが、地下鉄に乗った際、アジア人を理由に差別を受けたり、英語力の問題
で話を聞いてもらえなかったりした時は、自分が経験する初めてのことでもあり、悔しくてよく泣いていました。
しかし、この不安で大変な生活を乗り越えることができたのは一緒に頑張る友達がいたからだと思います。私は８ヶ月全てを寮

で過ごしましたが、そこでは多くの外国人の友達が出来ました。また、その友達も私と同じ経験をしており、お互いに相談をして
助け合うこともよくありました。その友達とは今で連絡を取り合い、お互いの国に行くような仲です。このような関係を築くこと
ができたのも留学ならではと感じています。
私は留学を終えて語学力だけでなく、精神面でも大き

く成長できたと感じています。授業で習う世界と自分で
経験する世界は全く異なります。認定留学は一緒に留学
へ行く友人もいません。その為もちろん不安もあります
が、その分自分で行動し決断していくということが出来
るようになる点で、私は認定留学制度を利用して本当に
良かったと感じています。



センターニュース・ダイジェスト

新たに２大学と協定を締結しました

本学は台湾の亜洲大学（Asia University）と2月24日(金)に学術・教育交流協定を、続い

て5月19日（金）に学生交換協定を締結しました。中国語を学習するプログラムに加えて、英

語で授業を受けることができるInternational Collegeがあり、中国語と英語を学ぶことがで

きる新しいタイプの協定大学です。この協定に基づき9月より同大学からは初となる３名の交

換留学生を受け入れしました。留学生はすぐに本学での留学生活に順応し、無事に5ヶ月間の

プログラムを修了しました。また本学からは２月より４名の学生を派遣しました。

このほか8月に同大学で実施されたサマープログラムに本学から２名の学生が参加しました。

２週間ほどのプログラムでした

が、非常に実りのある体験で

あったようで、参加学生のうち

の１名が、さらに学びを深める

ため、交換留学生として再び同

大学に行くことになりました。

今後も活発な交流が期待され

ます。

また、本学は韓国の順天郷大学校（Soonchunhyang University）と7月28日(金)に学術・

教育交流協定および学生交換協定を締結しました。韓国での交換協定の締結は、培材大学校に

続き、2大学目です。同大学は、ソウルから

高速鉄道で一時間ほどの牙山市にあり、医

科大学を前身とする私立の総合大学で、韓

国人学生と交換留学生が同じ寮に居住し、

学生同士が互いの言葉を学び合う「Global 

Village」など国際交流が盛んな大学です。

　学生交換協定に基づき、3月から本学は１

名の学生を派遣します。また平成30年の9

月には同大学の学生を受け入れする予定

です。

これで本学と学生交換協定を締結している大学は、６ヶ国７大学になりました。近年注力し

ているアジア地区での交換留学をさらに推進するとともに、アメリカやオーストラリアなど英

語を母国語とする国についても協定大学を拡充したいと思います。



就職に役に立つ留学活用セミナー 
7月7日（金）に人材コンサルティング企業「株式会社エストレリータ」

の代表取締役社長の鈴木信之氏を講師に「就職に役に立つ留学活用セ
ミナー」を開催しました。これは留学を迷っている学生を後押しするた
めに企画したものです。また留学経験をうまく活かせていない学生も
対象としました。学部も学年も様々な４６名の学生が参加し、熱のこもっ
た講演に真剣な眼差しで聞き入っていました。
参加した学生は「今まで日本だけの小さな規模で世界をみてきた。

世界中でも役に立つ人材になりたい」「留学は英語を勉強する為だけで
なく、これからの生き方を学べると感じた」など感想を述べており、就
職という枠組みを超えて、留学を通して自身を大きく成長させたいとい
う強い意志が感じられました。

5月26日（金）に平成30年度に派遣する交換留学と認定留学の
説明会を行いました。
この説明会は毎年実施していますが、今回はより一層、学生それ

ぞれのニーズに適った説明会とするため、全体説明ののち英語圏と
アジア圏と会場を分けて説明会を実施しました。
説明には派遣交換留学生を終えたOGおよび新規協定校については

担当教員がプレゼンテーションを行いました。今回９１名もの学生
が参加しましたが、会場を分けたことでたくさんの質問にも対応す
ることができ、知りたい情報をじっくりと聞くことができたと好評
でした。

3月24日（金）に上海師範大学との交換講演の第9回目を上海師範大学奉賢キャンパスにて実施しました。講演会には外
語女子学院の学生約50名、上海師範大学教職員数名が参加しました。
今回は本学の国際コミュニケーション学部影山穂波教授が講師として招聘され、「Current Status and Issue of 
Japanese Women」のタイトルで日本の女性の現状と直面している問題ついて講演を行い、活発な質疑応答が行われました。
今後も交換講演会および上海師範大学訪問を継続的に行い、双方の信頼関係の強化に努めたいと思います。

上海師範大学交換講演会 

交換留学・認定留学説明会 



CenterNews Digest

受入交換留学生のための恒例行事も活発に実施中！
＜2017年度受入交換留学生について＞
2017年度の受入交換留学生について、４月にニューヨーク市立大学リーマン校から２名の学生を受け入れました。本学に留

学を決めた理由は「椙山女学園大学にだけ日本語学習のプログラムがあるので、留学を決めました」とのことでしたが、 その言
葉のとおり、授業の以外でも教職員や日本人学生にも積極的に質問し、日本語が上達するよう一生懸命取り組んでいました。9
月には上海師範大学から3名の学生を、そして5月に協定を締結したばかりの台湾の亜洲大学から3名の学生を受け入れました。
日本に短期滞在の経験がある学生や日本語能力試験でN1を有している学生もいますが、それに奢ることなくコツコツと日本語
の学習に取り組んでいました。亜洲大学の留学生は初めての受け入れになりますが、日本人学生や他の留学生および教職員とも
すぐに打ち解けて、積極的に交流しているのが印象的でした。
上海師範大学の学生は2018年7月まで留学を継続し、2018年度は日本人学生と同じ授業を中心に履修することになります。

そのため日本語能力の向上とともに、これまで以上に多くの日本人学生と交流することでしょう。

＜京都・奈良研修＞
6月3～4日に日本文化体験として一泊二日の京都研修を実施しました。
金閣寺などの有名な寺社仏閣の見学のほかに、トロッコ列車に乗車しての景勝地見学や和菓子作り、友禅染などの体験を行い

ました。見学先はどこも多くの観光客で賑わっており、また盛り沢山のスケジュールということもあって帰りは疲れた様子を見
せたものの、存分に楽しんだようでした。
12月9～10日には後期に受け入れをした留学生のために、一泊二日の京都・奈良研修を実施しました。東大寺の大仏を見学し、

そのスケールの大きさに見入っていました。またそれ以上に鹿との触れ合いが印象に残ったようです。
どちらも宿泊を伴う研修旅行ということで、より多くの時間をサポート役の日本人学生と過ごすことになります。就寝時間後

もついつい夜遅くまで話し込んでしまったという学生もいました。単なる見学旅行ではなく、留学生同士や日本人学生との絆を
より深めた研修となりました。



交換留学生の日本体験記
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（亜洲大学）
留学は初めてですが、日本に来ることはもう四回目となります。今回は、日本語の勉強はともかく、日本と台湾の大学

の違い、学生の考え方、そして若者たちともっと近い関係でコミュニケーションができることに興味を持って、日本へ来
ました。
日本人といえば、丁寧な言葉遣いと静かなイメージを持ちがちで、ネットで見た日本の若者の対話から、そのイメージ

が何となくステレオタイプであるとは思っていましたが、それでも実際に椙山女学園大学に来て、ものすごくびっくりし
ました。学生たちは思った以上に活発で親切であるだけでなく、積極的な人ばかりでした。皆一人一人行きたい国があり、
願望を叶えるために語学を学び、アルバイトをしています。国際的な視野で考えているとも言っていました。
私の専門は観光と関連があるので、日本の観光産業については町を見て歩くことだけでもとても勉強になりました。閑

散とした商店街でも祭りが行われるとそこは賑やかになります。おみやげも、ケーキやお餅といったただの炭水化物であっ
ても、文化と歴史の物語を入れれば、お客の買い物欲を刺激して止められなくしてしまいます。日本は自分の文化を大事
にして、更に新しいアイデアを詰め込んで、価値を上げることが上手だと思います。
大学の授業の他に交流センターの行事がたくさん入っています。歌舞伎鑑賞、瀬戸焼

体験、茶道講習会など文化に関する活動が入っていて、日本ならではの伝統文化に深い
感銘を受け、特に落語のような伝統的なものに目がない私は、大変感動しました。そし
てスタディメイトとの時間は、日本語の勉強になるだけでなく、若い世代が使っている
言葉や授業で分からないことも教えてもらい、本当に感謝してやみません。
留学する前に最初は自分の能力不足で恥ずかしくて行けないという言い訳を呟きまし

たが、「何とかなる！」と台湾の皆さんが応援してくれて、この旅が始まりました。もち
ろん日本語は学べば学ぶほど難しいと悩み続けていますが、今回は勉強になる様々な経
験を通して、やっぱり椙山女学園大学に来てよかったと思います。

佐々木結衣（文化情報学部１年生）

私は留学に行く前、大学生になったら留学してみたいという思いがあったのと、何かやりたいことや目標が見つかれば
いいなという思いから、亜洲大学のサマープログラムに参加しようと決めました。行く前は不安ももちろんありましたが、
私は楽しみな気持ちの方が強かったです。
今回３週間という短い期間でしたが、台湾の亜洲大学のサマープログラムに参加できて本当に良かったと思っています。

私が亜洲大学を留学先に選んだ理由は、英語と中国語の2か国語を学ぶことができる環境にあると聞いたからです。実際
に先生やほかの国の人たちとは英語でコミュニケーションをとり、中国語の授業では英語で解説を聞きながら中国語を学
びました。
今回の留学で1番うれしかったことは外国人の友達ができたことです。
授業の終わりにみんなでご飯を食べに行ったり、寮で互いの文化について教えあったり、それぞれの国の料理を食べ比

べたりしました。日本にいたら絶対にできない経験をすることができ、なにより外国人の友達ができたことがなかったの
で、はじめて外国人の友達ができてとてもうれしかったです。
このサマースクールを終えて、英語や中国語を流ちょうにしゃべれるようになりたいと思うようになりました。もっと

亜洲大学に留学できたら話せるようになるだろうなあとも感じ、長期間留学したいという
気持ちが強くなりました。亜洲大学は椙山女学園大学と交換留学の協定を結んでおり、先
生方のサポートもあることから、2月から亜洲大学に交換留学生として1年間の留学に行
くことを決めました。
つらいことや苦しいこともたくさんあると思いますが、行くからにはきちんと言語を身

につけ有意義な時間を過ごしたいです。
また台湾の人は親切な人が多く、物価も安くて

とても住みやすいです。
そして食べ物はとてもおいしく、日本のものも

たくさん売られていて、とても日本と似ている国で
す。もしどこかに留学してみたいと思っている人が
いたら、亜洲大学に留学することをお勧めします。

受入交換留学生のエッセイ

亜洲大学サマープログラムに参加して



エッセイ

山田真紀（教育学部教授）

教育学部では、毎年8月に4週間のシドニー研修を行っています。（授業名は「海外教育研修Ⅰ（事前
指導）」「海外教育研修Ⅱ（実地研修）」）。
この研修では、学生はホームステイをしながら、シドニー大学での語学研修、現地の公立幼稚園・保

育園・小学校での実習（以下、「現地実習」と表記）、継承語学校である日本語学校での模擬授業、日豪
比較研究と発表会（英語）というプログラムを体験します。これ以外にも、市内観光とブルーマウンテ
ン観光の2回の遠足と、滞在するシドニー大学サンクタソフィアカレッジに招かれてのフォーマルディ
ナーなどの楽しい企画もあります。
そのなかで、教育学部のシドニー研修として特記すべきは「現地実習」です。現地実習では、4つの

保育園、1つの幼稚園、4つの小学校に分かれて6日間のインターンシップをします。学生たちは子ども
達の早くて聞き取りにくい英語に苦戦しながらも、2～3日で信頼関係を築き上げていきます。幼稚園・
保育園では、園庭で一緒に遊んだり、折り紙コーナーで教えたり。小学校では、休み時間に一緒に遊ん
だり、授業中に子ども達が集中して学習に取り組めるように、先生の補助をしたり。この経験により、オー
ストラリアと日本の保育や学校教育の方法の違い、文化の違いを知る良い機会となり、自分たちが「当
たり前」だと思ってきた日本の保育や学校教育を相対化する視点を得ることになっています。
受け入れてくださる幼稚園・保育園・小学校で、椙山女学園大学の学生は高い評価を受け、「来年も

体験に来てくださいね」と温かいお言葉をいただいています。10年前に幼稚園１園と小学校1校から始
まった現地実習。普通は英語レベルが十分でない外国人大学生が、公立幼稚園や小学校に受け入れてい
ただき、1週間も実習をすることなど難しいことです。しかし、シドニー日本クラブ（日本人定住者の会：
JCS）のみなさのご支援と、「日本の椙山の学生さんはとてもいい。子ども達にとってもよい異文化体
験となる」と口コミで近隣の保育園や小学校で評判となり、多くの保育園や小学校で学生を受け入れて
くださるようになりました。
過去10年間に参加した学生の数は、保育・初等教育専修62名、初等中等教育専修94名、他学部1

名の計157名です。ここ数年は各学年の1割強の学生が参加している計算になります。「近隣の大学の
教育学部にも合格したけれど、椙山女学園大学の教育学
部にはシドニー研修があるから入学した」という学生も
たくさんいます。椙山女学園大学の教育学部の重要な行
事として、これからも続けていきたいと思っています。

教育学部のシドニー研修のご紹介
～国際感覚豊かな保育士と教員の養成のために～



スタディメイト

第9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
年度は、台湾の亜州大学と韓国の順天郷大学校の2大学と新たに学生交換協定を締結することができ、
現在、椙山女学園大学の学生交換協定校は6か国7大学に拡大しました。また、協定校とは学術・教
育交流協定を締結し、交換講演会を実施するなど、学術や教育の分野でも積極的に交流し、信頼関
係を強固なものにしています。交換留学だけでなく、認定留学も増え、今年度は14名の学生が認定
留学制度を利用して海外の大学で学んでいます。国際交流センターは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いきます。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。  （2018.2.10 M.Y）

■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

椙山女学園大学では、交換留学生の学習や生活をサポートするための日本人学生のボランティア「スタディメイト」の制度があり
ます。今回、交換留学生とスタディメイトの両方にインタビューを行いました。

留学生：ビレナ　カーラさん（ニューヨーク市立大学リーマン校）
スタディメイト：宮下友香さん（国際コミュニケーション学部４年生）

はじめに、宮下さんにお聞きします。どうしてスタディメイトに申し込みをしようと思ったのですか？
【宮下】日本語を勉強している留学生と関わりたい、サポートしたいというのがきっかけです。また、お互いの文化について知る

ことで自分にもプラスになるためです。
主にどういったサポートを行っていましたか？
【宮下】日本語の学習サポートや履修科目のサポートです。またランゲージエクスチェンジをしてお互いの語学力の向上にも取り

組みました。日本での生活における相談などを受けることもありましたが、主におしゃべりをして楽しい時間を過ごしまし
た。

それではカーラさんにお聞きします。スタディメイトとの思い出について教えてください。
【カーラ】前期は、会話がまだまだ初級だったので宮下さんにたくさん助けてもらいました。

図書館で絵本を読んだりして、単語をたくさん教えてもらいました。
宮下さんは私の日本語能力を理解してくれていて、きちんと話を聞いてくれるし、わかりやすい日本語で話をしてくれ
ます。とても信頼できる友達、親友です。

宮下さんにお聞きします。スタディメイトをやる前と今との心境などの変化やプラスになったことはありますか？
【宮下】いままで5名のスタディメイトを経験した中で、学生ひとりひとりが持っている個性や文化背景を知ることができ、異文化

理解について学ぶことができました。また、日本語を教えるボランティアをしていますが、スタディメイトの活動を通し
てわかりやすい日本語での会話を心がけるようになりました。

最後にお互いにメッセージをお願いします。
【宮下】カーラさんを初めて空港で出迎えたとき、教科書を手に持っていました。この留学生はすごく勉強をする努力家だと思

いました。夏休み明けの半年後、やはり彼女の日本語が上手くなっていて驚きました。後期にスタディメイトになれてよかっ
たです。

【カーラ】アメリカから初めて日本に来て、
日本人の考え方も違うし不安で
したが、宮下さんは私の気持ち
も、完璧ではない日本語も理解
してくれているからすごく感謝し
ています。イベントなどに誘っ
てくれたり、いつもそばにいて
くれました。ありがとう。
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