
受入留学生が見た椙山海外出張のエピソード 平成 24 年度の活動について

椙山女学園大学国際交流センター報椙山女学園大学国際交流センター報 創刊号
2012.3

「国際交流センター報 創刊号」に寄せて
椙山女学園大学学長 野淵龍雄

この度、「椙山女学園大学国際交流センター報」が

刊行される運びとなったことは、誠に喜ばしく、本学

の国際化・グローバル化の推進に大いに寄与するも

のと期待します。

これまで、本学の国際交流事業といえば、本学と外

国（中国・オーストラリア）の大学間で締結した協定

に基づく交換留学制度が中心でした。しかし、平成

22年度に「国際化・グローバル化推進ワーキンググ

ループ」が設置され、国際交流の多様化、私費外国人

留学生の積極的受入とその将来的な数値目標（10年

後、その数40名）、本学から外国の大学へ留学する

学生数の増加、国際交流センターの運営体制の強化

及び同センターによる学内の国際交流関係事業の

一元化などを内容とする答申が出されたこと、続いてその後立ち上がった実行ワーキンググ

ループから短期及び中・長期的行動計画が示されたことなどにより、本学の国際交流事業は、

交換留学制度の枠を超え、漸次、拡充・充実化の方向に向かいつつあると思います。本機関紙の

刊行が、この方向性の具現化に向け、日々の国際交流事業を先導する希望の旗手となることを

願う所以であります。

いずれにせよ、国際交流センター、国際交流委員会委員並びに関係の諸先生方と事務職員の

皆様には、これまで以上にご負担をおかけすることになりますが、どうかよろしくお願い申し

上げる次第です。

国際交流こぼれ話
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留学準備セミナーを実施しました！留学準備セミナーを実施しました！
今年の交換留学説明会は、留学準備セミナーを加

え、昨年よりバージョンアップ！第1部は、株式会社
グローバルタッチ代表取締役の権元鎬氏をお招き
し「留学で就活に強くなる」をテーマに講演をして
いただきました。講演会では、グローバル化が進む
企業の現状、留学経験者の就活の様子、留学中に出
来る就職活動、留学経験をどのように就活に生かす
事ができるかといった内容を、具体的な例を挙げて
教えて頂きました。第2部では、交換留学制度の紹
介、第3部では、派遣交換留学生OGによる協定大学
についての紹介がありました。

オーストラリア派遣選抜試験、中国派遣選抜試験の結果、
合計5名の椙大生を2月より協定校へ派遣します。

◆オーストラリア
タスマニア大学 佐藤紘子さん （国際コミュニケーション学部）
タスマニア大学 松原綾佳さん （国際コミュニケーション学部）
キャンベラ大学 菅沼真由さん （国際コミュニケーション学部）

◆中国
上海師範大学 宇野みづきさん （文化情報学部）
上海師範大学 鬼頭杏奈さん （教育学部）

ワイン好きの必携品「バキュバン」 文化情報学部　樋口謙一郎

旅行の達人は荷物を軽くするというが、私は海外出張中も日用品を持ち歩くのが好きだ。パソコンや
筆記用具などは使い慣れているものがよいし、ある出張では自転車用のチェーンロックを持っていて
（用途は秘密。気になる方は著者に聞いてください！）、同行の先生に驚かれた。
その私が最近出張に欠かさず持参するのが、「バキュバン」というワイン保存用の栓とポンプである。
私的な海外旅行なら、行く先々のバーやパブでその土地の美味しいビールやワインをしこたま飲む

こともできるが、出張で羽目を外すわけにはいかない。そこで最近では酒屋で買ったワインをホテルの
部屋でいただくことが多くなった。
私がよく出張する韓国では、チリとの自由貿易協定（FTA）のおかげで美味しいワインを安く楽しめ

るようになった。また、カナダ英語研修を引率する際には、現地の良質なワインをロブスターのパテとと
もに…といった具合である。
そうはいっても１日にボトル１本も空けるわけにいかない。そこで役立つのが、このバキュバンである。

栓を抜いたワインは空気に触れて酸化、つまり味の劣化が始まる。バキュバンは、ボトルに栓をしてポンプ
で空気を抜いてワインの鮮度を保つもので、「就寝前の一杯」がいつでも美味しいというわけだ。
このバキュバン、フランス製でワインのプロにも愛用されているが、軽いし、価格も1500円程度と手頃

だ。ワイン好きなら、海外旅行ならずとも持っていたい逸品である。

Columnコラム

派遣交換留学生の現地レポート
協定校訪問 日本文化体験学習を実施しています！

平成 24年度派遣交換留学生が決定しました！平成 24年度派遣交換留学生が決定しました！

カルチャー・イン・トラベル
海外滞在のサバイバルスキル海外滞在のサバイバルスキル
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留学準備セミナーを実施しました！

■中国 上海師範大学訪問 （2011.6.10～ 13）
長谷川淳基・国際交流センター長、季増民・文化情報学部教授（国際交流委員）、福冨竜也・国際交流センター職員の3名が上海師範大学

への表敬訪問を行いました。4月に就任した長谷川センター長の挨拶をはじめ、今後の両校の親善交流の発展を確認しました。

■オーストラリア タスマニア大学＆キャンベラ大学訪問 （2011.9.10～ 17）
木村隆・国際コミュニケーション学部教授（国際交流委員）、ロバート・

ジー・現代マネジメント学部准教授（同）、那須雅代・国際交流センター職員
の3名が、オーストラリアの協定校であるタスマニア大学とキャンベラ大
学を訪問し、東日本大震災の影響、日本語学科学生に向けた交換留学プロ
グラムの広報活動、教職員との意見交換を行いました。訪問中には、椙山女
学園大学の受入交換留学生OGと再会し、留学生活の思い出話に花を咲か
せました。ここ数年の本学の近況も報告し、受入交換留学生OGの皆さん
は、現地で本学の“PR大使”として今後も交流してくださいます。また、本
学から派遣している派遣交換留学生達と面談することができ、現地の大学
生と一緒に受講する学部の授業では、課題に追われる毎日で、夜遅くまで
図書館で勉強したりして頑張っている様子が見られました。また、週末に
クラブ活動やルームメイトと一緒に過ごしたりして、様々なアクティビ
ティーにもチャレンジしている様子は、とても頼もしく見えました。

■第３回椙山女学園大学/上海師範大学 交換講演 （2011.12.2 ～ 4）
交換協定に基づき、平成21年より両大学で毎年交互に講演を開催しています。12月2日に人間関係学部の三井悦子教授が上海師範大学に

て第3回目の交換講演を行いました。テーマは、「日本の女子大学生の身体意識について」でした。上海師範大学の女子文化学院の学生が多数
参加し、対話形式で行われました。三井教授は椙山女学園大学の授業風景を映像で紹介し、出席者からは日本と中国の違いや影響などについ
て多数の意見や質問が寄せられるなど、白熱した講演会となりました。次回は、上海師範大学から本学に講師を招いて講演を行う予定です。

派遣交換留学生の現地レポート
協定校訪問協定校訪問 日本文化体験学習を実施しています！

平成 24年度派遣交換留学生が決定しました！

カルチャー・イン・トラベル
海外滞在のサバイバルスキル
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◆11月19日 茶道盆
ぼん て まえ

点前講習会

表千家教授の杉岡真弓先生による「お
もてなしの心」に参加しました。お菓子や
お茶の頂き方など細かい作法を通じて、
茶道のおもてなしの心に触れる事ができ
貴重な体験となりました。

◆10月4日 歌舞伎鑑賞

御園座 夜の部 「双
ふたつちょうちょうくるわにっき

蝶々曲輪日記」、
「棒しばり」、「助

すけろくゆかりのえどざくら

六由縁江戸桜」を鑑賞。
交換留学生達は、歌舞伎の華やかな衣装
や舞台に終始魅了されていました。

◆6月11日～12日 ホームビジット

長久手市国際交流協会を通じてホス
トファミリーを紹介して頂き、普段は寮
生活の交換留学生もこの週末は日本の家
庭で家族団

だんらん

欒の楽しい時間を過ごしまし
た。

◆11月12日 名古屋友
ゆうぜんぞめ

禅染体験

渡辺染工場の渡辺芳治先生のご指導
で型友禅にチャレンジしました。作業に
は細かい技術が必要で悪戦苦闘しながら
も色鮮やかな図柄を楽しみながら作品を
完成させました。

◆10月14日 瀬戸赤津焼体験

瀬戸市赤津町の伝統工芸赤津焼窯
かまもと

元
の喜多窯霞仙にて、電動ロクロを使い本
格的な陶芸体験をしました。湯

ゆ の

呑みから
どんぶりまで個性が光る作品の数々が出
来上がりました。

◆6月1日 犬山城・博物館明治村見学

犬山城では、犬山通訳ボランティア
（IGG）滝澤公二さんと髙木佐知子さん、
博物館明治村では、明治村学芸員の中野
裕子先生の解説で充実した時間を過ごす
ことができました。

◆11月8日 能・仕舞謡体験

喜多流能楽師の長田驍師・郷師を講
師としてお招きし、２回の講義で謡

うたい

と
仕
し

舞
まい

を指導して頂き、最終日の８日は、
能
のうしょうぞく

装束を着て舞いを披露しました。

◆ 7月2日 着付け体験
（自分で浴

ゆかた

衣を着る事が出来るように！）

花柳流師範の若林葵先生より基本的
な帯の結び方はもちろん、身近な小物を
使って帯の結び方やヘアセットを自分流
にアレンジする方法を教えていただきま
した。

◆5月21日～22日 京都研修

事前にグループごとに下調べをして
しおりを作成。当日は京都外国語大学の
学生通訳サークルが清水寺と金閣寺を英
語・中国語で案内して下さり、学生交流も
深めることができました。

CenterNews Digest

留学準備セミナーを実施しました！

国際交流センターでは、受入交換留学生に、キャンパス内では味わえない日本文化を体験してもらうため、毎年学外研修を
実施しています。今年は 5月の京都研修から始まり、犬山城明治村見学、ホームビジット、着付け体験、瀬戸・赤津焼体験、
能体験など、充実した内容となりました。

派遣交換留学生の現地レポート
協定校訪問 日本文化体験学習を実施しています！日本文化体験学習を実施しています！

平成 24年度派遣交換留学生が決定しました！

カルチャー・イン・トラベル
海外滞在のサバイバルスキル
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留学準備セミナーを実施しました！
■留学で得られたこと

オーストラリア キャンベラ大学での留学経験を振り返り、「楽しかった」の一言では言い表せないほど濃く、人として成長できた
10カ月であったと私は感じます。着いたばかりの慣れない海外生活は、ストレスでもあり、新鮮で興味深いものでもありました。しか
し、短期留学の場合ホームステイをすることが多い中、交換留学で寮生活ができたことは私にとって大きかったと思います。国籍の異
なるハウスメイトと異なる文化やライフスタイルを知り合うということは、非常におもしろく、また難しいものでしたが、励まし合え
る仲間が同じ屋根の下にいることは心強かったです。料理、洗濯、掃除など、全ての家事を自分で行うことで今まで家族に頼ってきた
自分を自立させ、周囲のことを思いやる心、忍耐力、協調性が求められる寮生活は私にとってかかせない学習の場であり、癒

いや

しの場で
もありました。語学学校、学部での勉強を通し、語学力やレポートの書き方など、アカデミックな面はもちろん、それ以上に「生きる力」
が身に付くことが長期留学の利点ではないかと思います。英語は日本でも勉強しようと思えばいくらでもできますが、他文化を自分
の目で見て感じることは日本ではできない貴重な経験です。

■大学とキャンパスについての紹介
大学の図書館は、日本とは異なり常に深夜まで開いており、学生にとって勉強しやすい環境が整っています。他に、カフェやアジアン

レストラン、コンビニ、書店、銀行、郵便局、美容院（床屋？）、そしてHealth Centreなど便利な施設が揃っており、寮生活をしている学生
にとって非常に住みやすいキャンパスでした。また、自然もいっぱいでカンガルーやうさぎもキャンパス内で見られました。

■これから交換留学を希望する学生へのメッセージ
交換留学の利点は、短期留学と異なり語学学校だけではなく学部に入り、よりアカデミックな勉強ができることだと思います。また

長期間滞在することにより、楽しい経験だけではなく、アサインメント、語学力の差、人間関係、異文化理解の難しさなど、辛い経験も
するかもしれません。しかし、だからこそ生きる力が身に付き、「留学して遊んできた」とは言えない濃い10カ月間を過ごせるのだと
思います。周りには支えてくれる親、先生、そして友達がたくさんいますが、充実し、納得できる10カ月を過ごせるかは自分次第です。
みなさんが、長いようで短い10カ月間を後悔することなく謳

おう

歌
か

できるよう応援しています！

島崎藤村の外国見聞記――童話『ふるさと』 生活科学部 冨田和子

外国に暮らして、ふるさとや日本のよいところを再発見するということはよく聞かれることです。『若
菜集』『破戒』『夜明け前』などの作品で、近代日本浪漫主義の代表詩人、日本自然主義文学の代表作家と評
される島崎藤村もその一人でした。
藤村は、大正初年頃、41歳の時、学童期にあった子供達を日本に残し、一人、フランスに出かけました。

当時は、現代のような直行便の飛行機はなく、船旅でした。神戸から出港し、東南アジアからスエズ運河
を通って、フランスに滞在し、ロンドンから南アフリカのケープタウンに寄り、喜

 き ぼうほう

望峰をまわって日本へ
という旅程でした。フランスではパリとその郊外の田

いな か

舎に3年程滞在しました。特に、パリ郊外の田舎の
生活は気にいったようで、第一次世界大戦に遭遇しなければ、もう少し長くいたかもしれません。
帰国後、執筆した外国見聞記が、これまでの詩や小説ではなく、『幼きものに』という童話集でした。そ

の中には、出会った人々、もちろん子供も含めて、との心に残った交流を、独自の語り口で描きだしています。
その後、新しく手にいれた〈童話〉という表現方法で、『ふるさと』『をさなものがたり』『力持』などの童話集を発表していくこと

になります。そして、この童話執筆の熱意は最
さい ご 

期まで衰えなかったし、後世に詩や小説が残らなくても「童話は残るかと思う」と期
待していたといいます。
もし機会があったら、藤村の童話『幼きものに』を読んでみてください。

Columnコラム
――旅と本と私

派遣交換留学生の現地レポート派遣交換留学生の現地レポート
協定校訪問 日本文化体験学習を実施しています！ オーストラリア キャンベラ大学（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 杉浦亜衣）

平成 24年度派遣交換留学生が決定しました！

カルチャー・イン・トラベルカルチャー・イン・トラベル
海外滞在のサバイバルスキル

公園までピクニックに行った時の写真 オーストラリア人の友達のお誕生日会 お別れ会
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受入留学生が見た椙山受入留学生が見た椙山海外出張のエピソード 平成 24 年度の活動について

椙山女学園大学国際交流センター報

国際交流こぼれ話

「留学生から見た椙山」
人間関係学部 人間関係学科 4年 潘慶青（ハン・ケイセイ）

椙山に入学したのはもう4年前のことでした。椙山のことを初めて知っ
たきっかけは日本語学校の先生からの推薦です。私の出身地中国では女
子総合学園が珍しいので、椙山に興味を持つようになりました。椙山の入
学パンフレットや、インターネット、周りの日本人友たちの口コミなどか
ら、いろいろな方法で椙山に関する情報を収集しました。そして、椙山は
「お嬢様たちが通う大学だ」、「名古屋地方では就職率が高い」という良い
イメージが与えられていることが分かります。椙山は地方の皆さんから
高い評価を得ているようです。その客観的な条件が椙山を選んだ一つの
理由であるかもしれませんが、私が椙山に入学したいと決めた本当の理
由は椙山の「人間になろう」という教育理念と自分の目的が一致したから
です。もっと高い知性と豊かな情操を兼ね備えた人間になりたいと思っ
て椙山の一員になりました。

椙山が留学生を受け入れるのは数年前からだそうです。もう卒業した留学生の先輩たちと現在在学の留学生たちを合わせても全
部で二十人もいません。ほかの大学にいる留学生の数と比べると、椙山の留学生の人数は圧倒的に少ないです。しかし、留学生に対す
る待遇と支援制度について、椙山はほかの学校にない優しさという人間性があると思います。椙山は留学生のために、留学生を対象に
した特別な奨学金制度が作られています。それは、入学した新入生の留学生たちは成績表がないにもかかわらず、椙山から奨学金をも
らえる待遇です。留学生たちの異国での生活の困難さを理解し、日常生活を支援したいという優しい気持ちが椙山から伝わってきま
す。それだけではなく、留学生のために、日本語の授業が設置され、留学生の勉強生活をサポートとしています。日本人学生との交流の
チャンスを増やすために、椙山はチューターを募集し、学校以外の勉強や生活各面も支援しています。そのほかに、日本の風俗と文化
を体験させてもらうために、毎年修学旅行が行われています。毎年の旅行は私たちにとって椙山生活中の一つの楽しみでした。
椙山のおかけで、楽しい、充実な留学生活が過ごしました。椙山では知識を学んだだけではなく、人間としての人間性を身に付けま

した。それは相手を思う優しい気持ちと感謝の気持ちです。椙山から留学生に対する優しい思いから習った人間性を生かし、これか
ら社会に貢献したいと思います。最後に、いままで支援してくれた椙山の先生や、教員、学生たちに感謝の気持ちを伝えたいです。皆
さん、ありがとうございます。

椙
上海師範大学 交換留学生 江唯（コウ・イ）

2011 年 4 月 9 日、私は日本に来た。3.11 の東日本大震災の影響で、出発
日を何度も見合せたが、やっと来ることができて、本当に嬉

うれ

しかった。「これから
一年間か」と飛行機が日本に着陸したとき、心の中でつぶやいた。留学経験があ
る友達から、いつも「留学は大変ですよ、さびしいし、友達もいないし」と言わ
れていた。でも、私が椙山に留学してから全然そう感じなかった。なぜなら、椙
山はいろいろイベントを企画してくれたからだ。まずは、いろいろな文化体験だ。
たとえば、御園座での歌舞伎鑑賞、茶道体験、瀬戸焼体験、そして能体験。よく
日本人の友達から「江さんは、日本人よりも日本文化に触れ合う機会が多いね」
と褒めてくれた。そして、普通の日本人の生活を知るために、椙山は home visit
も企画してくれた。私の Host family は典型的な日本家族だった。お母さんは専
業主婦で、お父さんはサラリーマンだ。二人の娘さんもいる。お父さんがいない
ときに、私はお母さんと二人の娘さんといっしょに温泉へ行って、家でたこ焼き
を作って、そして、トランプをやって、お父さんの帰りを待った。本当に家族み
たいだった。最後に、交換留学生にとって、一番重要なのはもちろん勉強だ。椙
山は自由に学部の授業を選ばせてくれた。わたしはほとんど国際コミュニケーショ

ン学部の授業を選んだ。授業では、日本人の学生と一緒に一つの課題について、討論したり、発表をしたりした。意見や考え方
が違う時はもちろんあったが、日本人の学生と話しているうちに、私はだんだん国際コミュニケーションの意味が分かるように
なった。そんな経験もきっと将来自分の力になるのに違いない。私と椙山の一年間、生活でつらいと思った時ももちろんあったが、
それより自分も知らなかった自分と触れ合った時は生活の 90％を占めたのだ。この一年間の経験は私の人生にとってかけがい
のない宝物だ。椙山のみなさんありがとう～！
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“君の瞳に乾杯！”――シンガポールでの異文化体験――
文化情報学部 ウィリアム・ペトルシャック

異文化体験の基本として現地の食事に挑戦することが

挙げられる。私は必ず実行に移し、訪れた国々では地元

の食事を味わうことを楽しみにしてきた。しかし時には

この異文化食体験が思いもよらぬ驚きや可
お か

笑しい結末を

もたらしてくれることもある。

最近仕事で訪れたシンガポールでも多様性に富む食文

化を出来る限り堪能しようと決めていた。週末時間がで

きたので、ペラナカンと呼ばれるマレー系と中国系の混

血の人々が多く住む東部に出かけた。この地域には有名

なペラナカン料理があり出発前からシンガポールを訪れ

たら必ずこのユニークな文化混合料理を食べるべきだと聞かされていた。

初めてのペラナカン料理を注文すべくガイドブックが推奨する小さなレストランに赴い

た。その国を知りたければ「郷
ごう

に入れば」と、最も代表的な一品を試したくなったのは言

うまでも無い。その一品とは「魚の頭カレー」らしい。奇妙な名前ではあったが単に魚の

頭を出汁に使ったカレースープであろうと勝手に想像し注文をし、あとは新しい異文化食

体験を楽しみに待つだけであった。

驚いたことにテーブルに現れたのは日本の鍋料理で使いそうな大きな土鍋で、その中に

は35cmもあろう大きな魚が一部カレースープに浸りながらその巨大な頭を突き出し大

きな黒い目を開きこちらのほうを見つめているではないか！私はたじろきながら一体どう

やってこの怪物を楽しく美味しく味わうことができるのか不安になった。レストランスタッ

フはこのガイジンのディレンマを楽しんでいる様子で全く助け船を出してくれる気配も無

く、私はたった一人でこの「獲物」と格闘せざるをえなかったのだ。

結局は「魚の頭」との戦いはそれ程

激しいものではなかった。実際、頭に

はたっぷり身がついていたしペラナカ

ン式のカレーはインドや日本のカレー

よりも酸味が強くとても美味しかった。

しかしテーブルに「珍客」が登場し、

その瞳を見つめながらカレーを食べた

この体験を私は一生忘れることは無い

であろう。

海外出張のエピソード海外出張のエピソード 平成 24 年度の活動について

椙山女学園大学国際交流センター報

国際交流こぼれ話国際交流こぼれ話
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受入留学生が見た椙山海外出張のエピソード 平成 24 年度の活動について平成 24 年度の活動について

椙山女学園大学国際交流センター報

　A Window Open to the Worldは、国際交流センターの活動および教員・学生の国際交流活
動を広く紹介することを目的として創刊されました。皆様の御感想をお待ちしております。
　創刊号には多くの原稿をお寄せいただきました。今回掲載できなかったものは、次号以降で
掲載させていただきたいと存じます。タイトな編集スケジュールにもかかわらず、記事を快く
御執筆くださった皆様、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。（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

　学内の国際交流に関する記事の投稿や話題提供をお待ちしております。国際交流
センターへの提言、国際共同研究や学生交流の紹介、在外研究の報告やエピソード
など、600字程度で御寄稿ください。写真も御提供いただければ幸甚です。

国際交流こぼれ話

国際交流センター長 長谷川淳基

平成24年度の国際交流センターの活動については、1. 従来の協定大学との関係の

維持と発展、2. 新規協定先の開拓を実施していきます。後者の新規協定先の開拓につ

いては、文部科学省の現状把握を踏まえ、従来にも増して東アジアの大学との提携を考

える必要があります。文部科学省の2010年の統計によると、日本が受け入れている

141,774人の留学生のうち92.4 パーセント（130,955人）がアジアからの留学生

です。アメリカ、カナダ、オーストラリア地域から日本に来ている留学生は合計で2.3

パーセント、3,210人にとどまっています。

前者の1. に関連することですが、椙山女学園大学としては、いうなれば「手作り」の、

きめの細かい留学生支援を行うことが必要です。日本国内には「留学生交流拠点」大学や、

長年にわたり国際交流を大学の柱として取り組んできた大学があります。そうした大学と並んで椙山女学園大学が「国

際化・グローバル化」を展開しようとするとき、椙山女学園大学がなすべきこと、なしうることの一つは、毎年受け入

れている留学生により親身に接すること、充実した世話をすることです。留学生としての日本滞在中はもとより、留学

を終了した学生たちについても、本学と留学終了学生との友好的な関係が維持できるような制度も必要と考えています。

椙山女学園大学の「国際化・グローバル化」は教職員と学生の一人ひとりが、一層の「国際化・グローバル化」の意

識を持つことで、確実に前進していきます。
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