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椙山女学園大学ショートプログラム2018
学長　後藤 宗理

まず、「国際化ビジョン」の１つの大きなイベントであるショー
トプログラムについて取り上げます。学長1年目の体験の中で、最
も印象に残った出来事の一つだったからです。猛暑の中、交換留学
協定校のうち３大学から24名の学生が椙山女学園大学へやってきま
した。具体的には、ニューヨーク市立大学リーマン校から13名、台
湾の亜洲大学から７名、タイのスィーパトゥム大学から４名でした。
日本語や日本文化を学んでいる人たちが、10日間日本の文化や名古
屋の雰囲気を体験しました。私は「この暑さは、名古屋の人たちが
皆さんを心から歓迎している証拠です。私たちも体験したことのな
い暑さの中で、健康に気を付けて楽しい思い出を作ってください。」と歓迎のことばを述べました。晴天
に恵まれ、名古屋近郊をはじめ京都などにも本学の学生と出かけて、日本文化を学び交流を深めました。
修了式では、修了証書を一人ひとりに渡し、「来年9月にはぜひ長期プログラムの留学生として再会したい」
旨のあいさつをしました。
つぎに9月に交換留学生を、これまでで最多の12名受け入れました。タスマニア大学から1名、上海師

範大学から4名、亜洲大学から3名、培材大学校から3名、順天郷大学校から1名です。留学生は日本語が
とても上手ですが、どうやって学んだのかを聞いたところ、皆、アニメが教材になっており、日本に興味
を持つきっかけだったようです。
一方、本学からも交換留学生として多くの学生が協定校へ留学しています。また学部ごとに海外研修プ

ログラムが用意されており、夏休みを中心に世界各地に出かけています。このプログラムは、国際交流セ
ンターが直接かかわっているわけではないのですが、椙山女学園大学を受験生に知ってもらうための重要
な成果です。
これからも国際交流センターの教職員と学生スタッフの努力で、よい循環の仕組みが継続できるとよい

と思っています。



交換留学生のレポート

亜洲大学での留学生活について
橋本 佳代子（文化情報学部３年生）

交換留学生として約一年間台湾の亜洲大学に通いました。亜洲大学は台湾の台中市に位置し、そこで私は中国語と英語を学習し
ました。
中国語のクラスはレベル別に分かれており、自分に合った授業を履修するため、前期は中国語を英語で学び、後期は中国語を中

国語で学びました。また、ネイティブの先生による英語のプレゼンテーションや読み書き、エッセイの書き方も学習しました。更
にはパソコンの授業や芸術を一般学生と同様に受講したため、学年や学科を問わず様々な学生と交流しながら学習をすることがで
きました。
現地の学生とは中国語で、外国人学生とは英語で会話をします。寮は四人部屋で、国が違うと生活習慣も異なるため、ごみの処

理の仕方、生活音問題など、苦労する面もありました。しかし、インドネシア人のルームメイトとはよくお互いの国のことや最近
の出来事について深夜まで語ったり、私が落ち込んでいると親身になって話を聞いてくれたり、いつも妹のように可愛がってくれ
ました。寮には沢山の国の人がおり、モンゴル語、インドネシア語、スペイン語、韓国語、フィンランド語で挨拶をします。この
ように沢山の人との関りの中で、意思が通じない不安や自信の無さに、苦しい時もありました。しかし、友人が「最近還好 ？（最
近調子はどう？）」とか、心配性な私に「不用擔心，不用害怕。（心配しなくて大丈夫、怖がる必要ないよ）」悩みを聞いた後「Your 
English is really good, don’t be afraid. Everything will be all right, sister.」こんな風に声をかけてくれ、いつも助けられて
いました。
亜洲大学への留学生活を経て、日本の

大学で専門分野を学ぶだけでなく、二か
国語を実践的な環境で学習できたことで、
海外の方たちとのコミュニケーションス
キルをアップすることができました。ま
た、語学の学習と共に、色々な国の方た
ちの考え方、想い、優しさを、身体いっ
ぱいに受けることができ、かけがえのな
い経験ができました。

日本での留学生活について
金
キム

　多
ダイ ン

忍（順天郷大学校）

元々日本の文化に興味がありましたが、韓国から日本へ留学することを決めたのは去年の冬休み、初めて日本を旅行した時です。
その時、旅行をした場所は大阪で、韓国と全然違う言語を使いながらも似ている風景、食べるものや流行しているものなど、違っ
た文化にもっと興味を持ちました。
最初、交換留学生として日本に来た時、多分私の日本語能力は十分ではありませんでした。もちろん今も上手だとは思っていま

せんが、日本に来て3ヶ月、日本に来たばかりの頃よりはるかに上達した日本語能力を維持するため、頑張ろうと努力しています。

韓国とは違う文化の中で、十分でない日本語能力をあきらめることなく頑張ることができているのは、椙山女学園大学のサポー
トのおかげだと思います。留学に興味がある日本人の学生と一緒に活動するSAICと、スタディメイトは日本人の学生と仲良しにな
れる機会を与えてくれました。また留学生カフェで留学生の国や大学を紹介するなど、他国の紹介を聞き、参加してくれた学生達
と話すことはとても楽しかったです。

日本語の授業については、個人の能力によって違うクラスを受けています。宿題は多いですが
頑張って受けていると、ある瞬間、増えている自分の日本語能力に驚きます。今私は全然読めな
かった日本語の小説が読めるようになってびっくりしています。

実は留学に来る前に、日本での留学生活について心配をしていました。言語もマナーも住むと
ころも韓国と違いますし、人間関係も新しく作らないといけないので、こういうものは適応力が
優れる人でも大きなプレッシャーになると思いました。でも、今の私は元気に留学生活を満喫し
ています。今から残された時間、日本語の勉強だけではなく私の世界を広げてくれる機会になる
ようにしたいです。
初めての留学生活が生涯の思い出になると思っています。



センターニュース・ダイジェスト

留学生教育コーディネーターの設立について
協定校の拡充に伴い、受入する留学生の人数も年々増え、多様化しています。留学生がより安心し

て留学できる環境を整えるために「留学生教育コーディネーター」を設けました。
これにより留学生の日本語学習から留学生活までトータルでサポートすることが可能になりました。

留学生教育コーディネーターの主な役割は以下の通りです。

１．国際交流科目〈日本語〉の授業デザインとその運営や、留学生の学習相談に対応する。

２．日本文化体験、学外研修の企画、運営、実施に係る業務を行う。

３．日本の生活に必要な手続の指導や、生活全般の相談に対してアドバイスを行う。

４．留学生をサポートする日本人学生のサークルや各種ボランティアへの指導・アドバイスを行う。

この他、短期受入プログラムの企画・運営を担当するなど、役割は多岐に渡ります。宗林由佳（そ
うりん　ゆか）留学生教育コーディネーターは、これまでの
日本語教員としての豊富な経験を活かし、留学生のサポート
にあたっています。「留学生とともに泣いて笑って…の日々を
送っていますが、留学生活一年後の成長した姿を見るのが楽
しみです。帰国した留学生がまた椙山を訪ねて来てくれると
きが一番嬉しいですね。」という宗林コーディネーター。国際
交流センターはいつも留学生と日本人学生の笑い声が聞こえ
てきます。

ケベック大学モントリオール校訪問
2018年12月4日から10日にかけて、塚田守国際交流センター長とスティーブン・Ｅ・クアシャ国

際交流委員がカナダのケベック大学モントリオール校を訪問しました。本学との学生交換協定締結を
目指して具体的な協議を行うことが目的です。以前本学で教鞭をとっていたスザンヌ・ボン氏が現在
同校に勤務されていることから、本学との学生交換交流を提案されたことがきっかけでした。現在本
学の学生交換協定校の中にはカナダの大学がなく、学生交換プログラムの拡充のために同校との協議
を開始しました。
アメリカの大学でよく見られる郊外型のキャンパスとは異なり、モントリオール市内にある都市型

のキャンパスです。周りには、各国のレストランなどが多くあり、博物館や美術館なども充実しており、
ヨーロッパ風の街並みを感じさせるものです。地下鉄の駅も近くにあり、どこにでも行ける便利なと
ころに位置しています。また、寒い冬には、地下街が充実しているので、地下街を通っていけば、外
に出ることなくキャンパスに着くことができます。
モントリオールの公用語はフランス語で、実際に市内でもフランス語による表記で溢れていますが、

フランス語と英語のバイリンガル率は57％と言われていま
す。ケベック大学モントリオール校では英語に注力しており、
本学とのプログラムではフランス語・英語の語学学習ととも
に英語で開講されている学部授業を履修できる内容となりま
す。また、日本に興味を持つ学生も多く、1年次には150名
ほどが日本関係の授業を履修しています。予定では2019年
9月より双方の大学より学生が派遣されます。今後活発な交
流が実現することを期待しております。



7月31日（火）から8月9日（木）までの10日間、短期留学生の受入プログラム「椙山女学園大学ショートプログラム」
を実施しました。
本学の学生交換協定校であるアメリカのニューヨーク市立大学リーマン校から13名、台湾の亜洲大学から7名、タイの

スィーパトゥム大学から4名、合計過去最多となる２４名の学生が参加しました。
参加学生は、日本語の学習だけでなく、国宝犬山城下町の散策やミツカンミュージアム訪問、京都への研修などを通じて、

日本文化にも触れることができました。また、本学のクラブ・サークル所属の学生たちの協力により、茶道や合気道、料理
などを体験することができました。さらに、日本人学生ボランティアが授業や学外体験などプログラム全般で関わっており、
学生同士で活発な交流が図られました。
farewell partyでは、学生たちがスライドショーで日本での思い出を振り返ったり、滞在中に体験した盆踊りを披露する

など、充実した楽しい時間を過ごし、大満足の様子でした。

「留学生カフェ」は、留学生と日本人学生が交流する場を設けて異文化理解を深めることを目的に初めて企画されたもので
す。毎回テーマを決めて開催しますが、堅苦しいものではなく、学生同士がお菓子を食べながら楽しく交流できるような雰
囲気作りに心がけています。
11/13に開催した第１回目の留学生カフェには、受入交換留学生12名と日本人学生22名が参加しました。テーマは留学

生の母校紹介でした。留学生がそれぞれ在籍する大学について紹介するプレゼンテーションを行い、活発な質疑応答となり
ました。参加した日本人学生は、日本では見られないような海外の大学の設備に驚く一方で、「こんな大学で勉強してみたい」
と声があがるなど、留学生の存在を通して海外の大学を身近に感じることができたようです。また留学生にとっても、日本
語でのプレゼンテーションは学習の成果を披露する良い機会になりました。
留学生カフェは一年間で8回実施する予定です。留学生と日本人学生との交流の架け橋となるよう、今後さらに内容を充

実させたいと思います。

留学生カフェの開催 

2018椙山女学園大学ショートプログラムについて 



CenterNews Digest

受入交換留学生のための行事も活発に実施中！
＜2018年度受入交換留学生について＞
2018年9月に椙山女学園大学交換留学生12名を受入れしました。留学生を受入れするようになってから最多人数

になります。
・タスマニア大学　ハワード・イザベルさん
・上海師範大学　ジョ・ブンケツさん、ユウ　コウエンさん、リ・カンギさん、リュウ・ネイセンさん
・亜洲大学　セキ・カ・リンさん、チョウ・ギョク・キさん、ラ・ホウ・イさん
・培材大学校　キム・チャンヒさん、キム・プルンさん、パク・ジヘさん
・順天郷大学校　キム・ダインさん
なお、順天郷大学校については、今回から留学生の受

入れが始まりました。

学生の個性も様々で文化も多様であることから、当初
は多少緊張した様子も見られました。しかし今ではすっ
かり打ち解けて、日本語を使って会話がはずむところも
見られます。日本人学生との活発な交流が行われており、
留学生達の日本語は日々上達しています。帰国までにど
れくらい日本語能力を高めることができるのか、今から
楽しみです。

＜瀬戸焼見学&体験（2018.10.19）＞
日本文化体験の一環として、受入交換留学生12名と、スタディ

メイト6名の計18名で瀬戸市にある「オンリーワン陶芸教室」で、
陶芸体験を行いました。何を制作し、色はどうするか、皆とても
悩みましたが、作品が出来上がるまでの工程についての説明と丁
寧な指導のもと、留学生と日本人学生は真剣なまなざしで作品制
作に取り組むことができました。苦心して作り上げた、世界で一
つだけの作品に、参加した学生は大満足でした。

＜三味線と着物着付け体験（2018.12.7）＞
椙山女学園大学同窓会華房小真先生のお招きを受け、「文化のみち二葉館」で三味線と着物の着付け体験をさせてい

ただきました。まず、三味線の持ち方から弦の押さえ方、はじき方などを学び、さっそく「さくらさくら」の実践練習へ。
楽譜を見ながら何度か練習していくうちに、立派な演奏となりました。グループで前に出て演奏するときには華房先
生も驚くほどの上達ぶりでした。
三味線体験のあと、一人ずつ着物を着付けていただきました。留学生の身長や雰囲気に合わせ柄や色を選んでくだ

さり、あっという間に艶やかな姿に。最初はぎこちない歩き方で館内を巡っていましたが、様々なポーズで写真を撮っ
ているうちに、しぐさも歩き方も
女性らしくなりました。
憧れの着物を着て、伝統芸能の

三味線の手ほどきを受けた留学生
は、大正ロマンの雰囲気の漂うな
かに身をおいて、夢のような時間
を過ごしました。



受入交換留学生OGの寄稿

椙山女学園大学が私に与えてくれた終生の友だち、そして学ぶことへの情熱
キャンディス・バネット

2004年、私はタスマニア大学の代表として椙山女学園大学の交換留学制度に参加しました。14年を経た今年
の4月、私は再び椙山女学園大学を訪れ、幸せだった学園生活の思い出に浸りました。
椙山女学園大学で学んだ経験により、私の人生は確かに変わりました。オーストラリア、タスマニアの小さな
町からやってきた私は当時18歳、家族のもとを離れて暮らしたことはありませんでした。当初、日本での生活に
少しショックを受けました。タスマニアでの生活とはあまりにかけ離れており、私の日本語力にも限界がありま
した。幸いなことに、椙山女学園大学からたくさんの支援をいただきました。国際交流センターのスタッフと先
生方が私の日常生活を助けてくれました。また、日本人学生によるチューター制度により日本人の友だちを得る
機会ができ、その多くとは今も友だちでいます。留学中、椙山女学園大学の友人と、柴田さん、堀田さんや宗林
先生などスタッフのみなさんからいただいた助力と親切には感謝の気持ちでいっぱいです。
それに、中国やオーストラリアなど世界中の国からやってきた交換留学生とも友だちになれてほんとうにラッ
キーでした。2008年、私は椙山女学園大学で知り合った中国人の友だちに会うために上海を訪れました。タス
マニアから来たサラとも、とても親密で永く続く絆を結びました。この制度を通して私たちは親友であり続け、
そしてモロッコやフランス、スペイン、バヌアツなど多くの国々を一緒に訪れました。
ホストファミリーのプログラムは、椙山女学園大学における留学生活を飾るハイライトといってよいでしょう。
信じられないほどラッキーなことに、私を迎え入れてくれたホストファミリーは温かくて優しくて、今はほんと
うの家族のように思っています。両親となった雅之さんと衣里さんは親身になって私をサポートしてくれました
ので、私は二人に何でも話すことができましたし、ホストファミリーでの兄弟姉妹たちとも強い絆で結ばれました。
会話は日本語だけで、私の日本語力もアップしました。兄弟たちの運動会や学校での行事を見に行ったり、一緒
に日本のゲームをしたりして、日本の日常生活についてたくさん学びました。私たちの交流はその後も続きまし
たが、昨年は、なんとホストファミリーの妹（現在21歳）がオーストラリアで学び働くことになり、私と一緒に
暮らすことになったのです。14年前、私が彼女と同じ年頃だったときに彼女の家族からお世話をしていただいた
のと同様にしてその好意と心遣いにお返しをすることができたのは、ほんとうに素晴らしいことでした。その間、
ホストファミリーのみなさんもタスマニアの私の家族に会いにきてくれ、オーストラリアでみなさんをホストと
してもてなし謝意を表することができたのは、私の両親にとってたいへん意義のあることでした。私は、ホストファ
ミリーとの絆をとても大切に思っており、ホストファミリーとの生活の機会を与えてくれた椙山女学園大学に感
謝しています。交換留学制度の中で、ほかにはなく特別なことといえば、新しい日本人の友だちと家族ができて
いくことでしょう。
椙山女学園大学で私の日本語力は日ごとに伸び、興味深い場所への旅行や歌舞伎、書道、日本舞踊など椙山女
学園大学が提供するすばらしい文化コースを通して日本文化を深く理解することができました。私は、確固たる
独立した一人の人間となり、日本での経験を活かした職業に就くことにしました。オーストラリアに戻った私は、
タスマニア大学で教育学士号を取得しました。卒業後、静岡県焼津市で1年間英語の教師を務めました。日本滞
在中は、頻繁に名古屋の友人たちに会いに行きました。友人たちの支援のネットワークが途切れずにあるのは素
晴らしいことです。オーストラリアに戻ると、私は中学校の日本語教師になりました。この間も私は日本語の勉
強を続け、タスマニア大学、三重大学の両校の大学院で学びました。中学校の生徒を、修学旅行で日本に連れて
くることもできました。私は、学校で新しい日本語教育プログラムを開発し、外国語教師のトップとしてたくさ
んのリーダーとしての経験を積み、これらの経験が、私を今の小学校副校長という職務に導いてくれました。ま
だ32歳に過ぎない私が、これほど豊かで面白い人生を送り多くの教育に関する機会を得たということは、なんと
幸運なことでしょうか。椙山女学園大学での経験を通して、私は信頼と自立を獲得し、どんな状況でもしっかり
とコミュニケーションをとる能力を身に付けました。日本で得たスキルと経験が、充実し成功に満ちたキャリア
の源であることは間違いありませ
ん。
椙山女学園大学が私にしてくれ
たことすべてに感謝し続けるで
しょう。日本で学ぼうとしている
人なら誰にでも、この交換留学制
度をお奨めしたいと思います。あ
りがとうございました。



エッセイ

この2月、私は塚田教授（国際交流センター長）とともにニューヨークを訪れるという
素晴らしい機会に恵まれました。目的は、リーマン校との交換留学制度の協定を更新する
ことでした。ブロンクスにあるリーマン校は、マンハッタンのグランド・セントラル駅か
ら電車でおよそ30分のところにあります。椙山女学園大学の交換留学生はマンハッタンの
寮に寄宿していますので、その留学生たちと同じ通学路をたどってみたいと考えました。
多くの通勤者は市内に向かって移動しますので、マンハッタン中心から遠ざかる方向と

なるリーマン校への電車移動はとても楽でした。
キャンパスは、駅から徒歩で10分という至便な
距離にあり、歴史を持つ建物と新しい建物とが混
在しています。午後に、20人の学生を相手に椙
山女学園大学における海外留学についてスライド
ショー形式でプレゼンテーションを行い、その後
いくつかの質問に答えました。翌日の夜は、椙山
女学園大学に交換留学生として留学した経験のあ
るリーマン校の卒業生4人、日本語教育の責任者
の方、それにかつてリーマン校に留学し、今は
ニューヨーク市の大学院で学ぶ椙山女学園大学の
卒業生と、美味しいディナーを堪能しました。
幸いなことに、私たちのスライドショーによるプレゼンテーションはリーマン校に快く

受け入れられたようでした。8月に、リーマン校の12人の学生が新しく当校の夏季ショー
トプログラムに参加することが決まりました。リーマン校との交流関係を保つことができ
たことは私たちにとって大きな喜びでした。
このディナーで、学生たちのニューヨーク市での経験談を聞き、また夏季ショートプロ

グラムの修了式に立ち会い、私は外国語を学びその国の文化を理解することが現代人にとっ
てとても重要であるという思いを強くしました。世の中は、私たちを分断しようと目論む

政治的言辞に溢れています。しかし、私は、交換
留学制度をより充実させることこそ障壁を取り除
き、私たちみながより平和的に共存するための理
想的な方法であると信じています。これからもずっ
とこの交換留学制度に関わり続けたいと願ってい
ます。

スティーブン・E・クアシャ（現代マネジメント学部准教授）

国際化の促進に伴うニューヨーク市立大学リーマン校との協定更新



ようこそ国際交流センターへ

第10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、マレーシア科学大学およびケベック大学モントリオール校との間で学生交換協定を締結
することが決定しました。これで2019年度には学生交換協定校は8か国9大学に拡大する見込みで
す。また、留学生教育コーディネーターの設立や留学生カフェの開催など、学内での新たな取り組
みが始まり、留学生がより安心して留学生活を送ることができる環境整備がなされつつあります。
椙山女学園大学国際化ビジョンにしたがい、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をしてまいります。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。  （2019.2.12Y.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

国際交流センターでは派遣留学生および受入交換留学生のサポートや、各種留学相談などを
日々行っています。
今回国際交流センタースタッフのカーペンター亜紀さんの主な仕事について紹介いたします。

【派遣留学生のサポート】
派遣留学が決定した学生に対して、留学するために必要な申請手続や準備についてサポートを行います。
また留学中の学生からの質問・相談にも対応しています。
カーペンターさん「派遣留学生の中には海外留学経験のない学生もいます。また、各留学先への申請方法も様々で、複雑なものも
あります。学生と一緒に確認しながら手続を進めるよう心がけています。留学中の学生に対しては、トラブル発生時に速やかに対応
することはもちろん、普段から元気や安心感を与えるような声掛けを心がけています。」

【受入交換留学生のサポート】
受入交換留学生の、大学や居住している学生寮、その他生活を送るうえで必要な手続および注意事項について、確実に実行できる
ようサポートします。また、留学生からの質問にも日々対応しています。
カーペンターさん「留学生には理解しにくい手続などもありますので、丁寧で分かりやすい説明を心がけています。必要な手続や伝
達事項については、口頭で伝えるほかに国際交流センターの掲示板に掲載し、学生が毎日確認できるようにしています。一方通行に
ならないよう、留学生からのどんな些細な質問や疑問にも、きちんと耳を傾け対応するようにしています。」

【各種留学相談のサポート】
学生からの留学相談に対して、本人の希望や目的および語学力等を確認したうえで、適切なアドバイスをするよう心がけています。
カーペンターさん「留学相談に来る学生の中には、漠然としたイメージのまま相談に来るケースも少なくありません。本人が留学を
通して何を実現したいのかをきちんと確認したうえで、過去の事例を参考にアドバイスを行うようにしています。」

★カーペンターさんからのメッセージ
「派遣学生や受入留学生が留学後に成長した
姿をみると、とてもうれしく思います。また自
らの海外経験を生かして留学相談も行ってい
ます。国際交流センターは留学生と日本人学
生の交流の場にもなっていますので、お気軽
にお立ち寄りください。」

（受入交換留学生との交流）

カーペンター亜紀さん

（派遣学生からの相談対応）
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