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コロナ禍でみえてきた、
新たなグローバル化の可能性

学長補佐 長澤 唯史

２０２０年の初頭から世界中で、新型コロナウイルスが猛威を振るっ
ています。この百年に一度といえる大規模感染はまだまだ終息の兆
しをみせていません。またこのパンデミックによって人々の暮らしや
社会が大きく変わり、未来が見通しにくくなっているのも、人々の不
安を増大させています。
そして何より、このコロナ禍で、グローバル社会のあり方が問い

直されています。人的交流や国際的な物流が滞り、国際的な協力体制に大きな支障が出ています。
本学における国際交流プログラムにも例外ではありません。本年度の交流プログラムは一部を除い
て全学でほぼ中止、夏以降留学に出発するはずだった学生たちも、国際的な学会やプロジェクトに
参加予定だった教員も、予定変更を余儀なくされています。オンラインでの講義や研究会等で代替
されてはいるものの、やはりその土地の空気を吸い、匂いを嗅ぎ、人と触れ合う体験が失われてし
まうことは、大きな損失です。
一方、２０１９年度の１年生対象に行われたALCS学修行動比較調査の結果分析から、想像以上

に本学の学生が、国際交流や留学に関心を持っていることも明らかになりました。そうなると逆にオ
ンラインによる交流が、これまではカリキュラム上の制約から留学に踏み切れなかった学生に、新た
な国際体験の道を拓いてくれるかもしれません。
来年度以降の留学・国際交流プログラムについては、まだまだ明確な見通しは立っていません。

ですが今後は、この状況で明らかになったグローバル社会のあり方に合わせた、本学の新たな国際
交流のあり方を検討すべきでしょう。たとえば新たに協定を締結したフィリピン大学との学生交換の
プログラムの整備など、アジアとの交流もさらに推し進めることも検討できるのではないでしょうか。
禍福は糾える縄の如し。あるいは人間万事塞翁が馬。このピンチをチャンスに変えて、椙山女学

園大学の新たなグローバル化を模索していきたいものです。　　　　　　　（2020年11月11日）

交換留学生のレポート

ニューヨークでの留学生活
森島 芙衣（現代マネジメント学科4年）

私は、現代マネジメント学部初の交換留学生として約１年間、アメリカ・ニューヨークのニュー
ヨーク市立大学リーマン校に通いました。大学で経営学を学ぶうちに、留学して海外で経営
学を学びたいと思うようになったのがきっかけです。学部には交換留学の前例がありませんで
したし、私自身、英語も得意とは言えませんでした。それでも留学したいと思い、大学1年
生から２年間、留学することを目指して毎日勉強していました。学部に留学を目指す友達が
いなかったので、大学の先生や学外で仲間を見つけて一緒に勉強したり、大学の先生に指導
していだたきました。不安やストレスから何度も挫折しそうになりましたが、2年かけて交換
留学を手にすることができました。
現地での生活で一番大変だったのは、大学の授業です。特に、「国際経済学」の授業はとても苦労しました。授業内容もですし、

課題も多くあったからです。授業は、日常会話の様なものではなく学術的な内容が含まれるので、聞き取るのも理解するのも大変
でした。そのため、週に2回ある授業の前に授業範囲を調べ、内容を予習することで、授業内で先生が話すことを理解できるように、
工夫しました。最も印象的だった出来事は、大学の休暇を利用して行った１週間のアメリカ横断の一人旅です。国内を飛行機で移
動して旅をすることではなく、アメリカの大地を自分の目で見てみたいという思いがあり、列車での旅を決めました。寝台列車に
乗車し、景色を見たり本を読んだり、近くの方と話したりして非日常的で特別な時間を過ごすことができました。
私は留学生活を通して、自分の意思を持ち、それを伝えることの大切さを知りました。また、自分の持っているスキルとして外

国語を話せるようになることの大切さを学びました。英語は自分自身の学びの幅を広げる
ツールに過ぎないということを理解しました。この学びがあったからこそ留学生活で様々な
ことに挑戦し、毎日を有意義に過ごすことができたと思っています。学部の後輩に留学した
いと少しでも思っている人がいるなら諦めずに目指して欲しいですし、留学生として、他学
部や現地の方と同じように海外で学ぶことができると私が体現できていれば嬉しいと思いま
す。今後さらに、友達の輪を広げ、多様な文化や学びなど日本で生活しているだけでは得
ることのできない知識や体験をしていきたいです。

私が日本に関心を持ったのは中学生の頃でした。そのきっかけになったのは、「光GENJI」と漫画『シ
ティーハンター』でした。私の日本への関心は一時的なものではなく、高校では第2外国語として日
本語を選択し、大学では専攻とは別に日本語や日本の文化に関する講義も受けました。
大学2年が終わった時点で休学をし、兵役のために入隊しました。兵役中も一人で日本語の勉強を

続けましたが、ある日、一緒に勤務していた幹部から「君はなぜ日本語を勉強しているの？」と聞か
れました。ただ関心があるからと答えるのもあまり目的意識がないと思われそうでしたので、「交換留
学に挑戦したいからです」と答えました。とっさに出た言葉でしたが、その後本当に交換留学を希望
するようになり、兵役後は交換留学試験に挑戦するために、日本語学校に通いながら猛勉強をしました。
その結果、交換留学試験に無事に合格し、1年間日本の大学で学ぶ機会を得ました。
交換留学のためにしっかり準備したつもりでしたが、いざ交換留学が始まり学部の講義を受けてみ

て、自分の日本語がまだまだ不十分であることを痛感しました。そのため、復習に長い時間を割いて
しっかり勉強しました。勉強以外にも、ボウリング部に入り、運動不足も解消しながら学生たちとの交
流を楽しみました。そして、時間が経つにつれて一緒に講義を受ける学生の中にも知り合いができ、
大変仲良くしていただきました（交換留学中に知り合った学生の一人が現在、地方公務員として働い
ており、昨年の私のゼミにゲストスピーカーとして来てくれました）。このように、交換留学は自分の
限界を知り、新たな人に出会え、自分を成長させる貴重な機会となりました。そして、交換留学で得
た経験がその後の私の人生に大きな影響を与えました。
大学を卒業した後は、交換留学で身につけた日本語を活かして文部科学省の研究留学生に応募し、

日本の大学院で学ぶ機会を得ました。そして、2018年度から本学に勤めています。現在は、国際
交流委員会の委員として留学生選抜試験の面接官を務めるなど、学生を送り出す側にいます。留学は、
様々なことを学び、自分を成長させるいい機会です。より多くの学生に留学に興味を持っていただき、
積極的にチャレンジしていただければと思います。

留学のすすめ

椙山での生活を振りかえって
スキアズ オリビア（タスマニア大学）

小学生の時からずっと日本に行きたい夢がありました。日本の文化、アニメ、コスプレ、ロリー
タファッションにも興味があったので、高校に入ってから日本語の勉強を始めました。大学２年生
のとき椙山女学園大学に留学することができました。 
桜の咲く４月から大学の生活が始まりました。すぐ日本が大好きになりました。人々は優しいし、

桜がきれいだし、食べ物も美味しいし本当に幸せでした。 
日本語の先生と留学生は日本語の勉強だけでなく、一緒にいろいろな経験をしました。夏の
花火といえば、熱田神宮祭りを思い出します。神宮の祭りを見て、そこから花火を見ることがで
きました。本当に美しかったです。狂言や歌舞伎にも連れて行ってもらいました。また同窓会の方々に着物やゆかたの体験をはじめ、
茶道、三味線など私たちは日本の伝統文化もたくさん体験することができて、今でもとてもいい思い出です。
私は、クラブ活動にも参加しました。ダンス部に入って週に２回練習を続けました。難しいダンスもあってセンターで練習をよく

しました。他大学のイベントにも参加していろいろなパフォーマンスもやりました。そして、ダンス部だけじゃなくて、SAICのクラ
ブにも参加しました。そのクラブの中で毎月留学生の誕生日を祝ってくれました。ケーキを作ったり、一緒に写真を撮ったりしました。

いつも幸せになりました。大学祭では、SAICの日本人学生と留学生でアジアンカフェをやるこ
とになりました。みんなで色々考えて悩んだこともいい思い出です。大学祭では友だちと一緒
にコスプレをして、ラブライブのダンスもやってしまいました。とっても楽しかったです！ 
１年間、私は先生や友達、ホストファミリーともたくさんの思い出を作ることができました。
絶対に忘れません！そして今でも忘れないのは、伊勢に行ったときに食べた伊勢うどんです。一
番好きな日本料理です。皆さんのおかげで、私の留学経験は最高のものになりました。ありが
とうございました。

高 東柱（ゴ ドンジュ）
（現代マネジメント学部現代マネジメント学科）

　第12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、
COVID-19禍対策で、オンライン留学説明会やオンライン留学生カフェを開催し、オンラインで留学生受け入れを
いたしました。また、多くの協定校からもオンラインでの様々なご提案をいただき感謝いたしております。開設した
グローバルラウンジが、本学における国際交流の拠点として充分に活用されますように、笑顔で体験談を語る学生
が増えますように、COVID-19の終息を願っております。本学の国際交流のさらなる充実に向けて対話や創意工夫
を重ね、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。
 （2020.12.23 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

＜国際交流センターがリニューアルオープンしました＞
10月2日（金）、星が丘キャンパスの国際交流センターのリニュー

アルに伴いオープニングセレモニーを行いました。
椙山女学園大学の学生と留学生が自由に交流できるスペースとし

て「グローバルラウンジ」を新たに設け、これに伴い日本語の授業
や自習室として利用可能な「教室」と「オフィススペース」も改修
しました。「グローバ
ルラウンジ」の窓から
は、優しい木漏れ日が
入り、留学生のホーム
として、また椙大生と

の交流の場として活用されます。また廊下からも中を見ることができるように全
面ガラス張りで、開放的なスペースになりました。
学生たちの交流が一層深まることを期待しています。

＜SUGIYAMA Café 開催＞
本学の日本人学生と留学生の交流の場として、毎月「留
学生カフェ」を実施しています。留学生の国の生活や社会
事情について発表し、意見交換の場となっています。

今年度はコロナ禍のなか、Zoomによるオンラインでの開
催となりました。7月15日（水）のお昼休みにオンラインで
実施された「SUGIYAMA Café」では、在籍する留学生
のほか本学に留学し帰国した留学生も参加し、交換協定校の
NYリーマン校、タスマニア大学（豪）、スィーパトゥム大学（タ
イ）、マレーシア科学大学（マレーシア）、亜洲大学（台湾）、
培材大学校（韓国）、順天郷大学校（韓国）、上海師範大学（中
国）から総勢21名の留学生と日本人学生19名の大交流会となりました。オンライン「SUGIYAMA Café」は、後期も引き
続き実施され、帰国した留学生も参加し、日本人学生との交流が活発に行われました。
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大学を卒業した後は、交換留学で身につけた日本語を活かして文部科学省の研究留学生に応募し、

日本の大学院で学ぶ機会を得ました。そして、2018年度から本学に勤めています。現在は、国際
交流委員会の委員として留学生選抜試験の面接官を務めるなど、学生を送り出す側にいます。留学は、
様々なことを学び、自分を成長させるいい機会です。より多くの学生に留学に興味を持っていただき、
積極的にチャレンジしていただければと思います。

留学のすすめ

椙山での生活を振りかえって
スキアズ オリビア（タスマニア大学）

小学生の時からずっと日本に行きたい夢がありました。日本の文化、アニメ、コスプレ、ロリー
タファッションにも興味があったので、高校に入ってから日本語の勉強を始めました。大学２年生
のとき椙山女学園大学に留学することができました。 
桜の咲く４月から大学の生活が始まりました。すぐ日本が大好きになりました。人々は優しいし、

桜がきれいだし、食べ物も美味しいし本当に幸せでした。 
日本語の先生と留学生は日本語の勉強だけでなく、一緒にいろいろな経験をしました。夏の
花火といえば、熱田神宮祭りを思い出します。神宮の祭りを見て、そこから花火を見ることがで
きました。本当に美しかったです。狂言や歌舞伎にも連れて行ってもらいました。また同窓会の方々に着物やゆかたの体験をはじめ、
茶道、三味線など私たちは日本の伝統文化もたくさん体験することができて、今でもとてもいい思い出です。
私は、クラブ活動にも参加しました。ダンス部に入って週に２回練習を続けました。難しいダンスもあってセンターで練習をよく

しました。他大学のイベントにも参加していろいろなパフォーマンスもやりました。そして、ダンス部だけじゃなくて、SAICのクラ
ブにも参加しました。そのクラブの中で毎月留学生の誕生日を祝ってくれました。ケーキを作ったり、一緒に写真を撮ったりしました。

いつも幸せになりました。大学祭では、SAICの日本人学生と留学生でアジアンカフェをやるこ
とになりました。みんなで色々考えて悩んだこともいい思い出です。大学祭では友だちと一緒
にコスプレをして、ラブライブのダンスもやってしまいました。とっても楽しかったです！ 
１年間、私は先生や友達、ホストファミリーともたくさんの思い出を作ることができました。
絶対に忘れません！そして今でも忘れないのは、伊勢に行ったときに食べた伊勢うどんです。一
番好きな日本料理です。皆さんのおかげで、私の留学経験は最高のものになりました。ありが
とうございました。

高 東柱（ゴ ドンジュ）
（現代マネジメント学部現代マネジメント学科）

　第12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、
COVID-19禍対策で、オンライン留学説明会やオンライン留学生カフェを開催し、オンラインで留学生受け入れを
いたしました。また、多くの協定校からもオンラインでの様々なご提案をいただき感謝いたしております。開設した
グローバルラウンジが、本学における国際交流の拠点として充分に活用されますように、笑顔で体験談を語る学生
が増えますように、COVID-19の終息を願っております。本学の国際交流のさらなる充実に向けて対話や創意工夫
を重ね、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。
 （2020.12.23 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

＜国際交流センターがリニューアルオープンしました＞
10月2日（金）、星が丘キャンパスの国際交流センターのリニュー

アルに伴いオープニングセレモニーを行いました。
椙山女学園大学の学生と留学生が自由に交流できるスペースとし

て「グローバルラウンジ」を新たに設け、これに伴い日本語の授業
や自習室として利用可能な「教室」と「オフィススペース」も改修
しました。「グローバ
ルラウンジ」の窓から
は、優しい木漏れ日が
入り、留学生のホーム
として、また椙大生と

の交流の場として活用されます。また廊下からも中を見ることができるように全
面ガラス張りで、開放的なスペースになりました。
学生たちの交流が一層深まることを期待しています。

＜SUGIYAMA Café 開催＞
本学の日本人学生と留学生の交流の場として、毎月「留
学生カフェ」を実施しています。留学生の国の生活や社会
事情について発表し、意見交換の場となっています。

今年度はコロナ禍のなか、Zoomによるオンラインでの開
催となりました。7月15日（水）のお昼休みにオンラインで
実施された「SUGIYAMA Café」では、在籍する留学生
のほか本学に留学し帰国した留学生も参加し、交換協定校の
NYリーマン校、タスマニア大学（豪）、スィーパトゥム大学（タ
イ）、マレーシア科学大学（マレーシア）、亜洲大学（台湾）、
培材大学校（韓国）、順天郷大学校（韓国）、上海師範大学（中
国）から総勢21名の留学生と日本人学生19名の大交流会となりました。オンライン「SUGIYAMA Café」は、後期も引き
続き実施され、帰国した留学生も参加し、日本人学生との交流が活発に行われました。
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スタディメイトにインタビュー
センターニュース・ダイジェスト

2月5日（水）から2月15日（土）までの10日間、短期交換留学生の受入
れプログラム「椙山女学園大学ウィンタープログラム」を実施しました。
本学の交換留学協定校である韓国・順天郷大学校から2名、培材大学校から
2名、マレーシア科学大学から３名、合計７名の学生が参加しました。
日本語学習だけでなく、本学の教員による専門入門講義のほか、国宝犬山城

下町の散策、下呂への研修などを
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、料理体験もあり、プログ
ラムを通して留学生と日本人学生の交流が活発に行われました。最終日には、
プログラムの成果発表として日本語による発表会があり、各自スライドを作り日
本での体験を報告しました。短い研修期間でしたが、いつも笑顔と笑い声があ
ふれていました。

７月３０日（木）、犬山研修を実施しました。この研修は、国宝犬山城やその城下町を見学す
ることによって、戦国・江戸時代の歴史と文化について学ぶとともに、木曽川鵜飼の歴史とそ
の古典的漁法を知ることで、伝統的鵜飼を理解することを目的としています。
今回は、気温３０度を超える猛暑の中、初めて手にする切符に心を踊らせながら、いざ、犬山へ。
国宝犬山城、朱色の鳥居がまぶしい三光稲荷神社などを巡りながら楽しみました。犬山から

くりミュージアムではからくり人
形の実演に盛り上がり、城下町
では季節のフルーツのパフェに舌
鼓。直前に到来した台風の影響
で川が増水し、残念ながら鵜飼体
験はできませんでしたが、みんな
楽しんでいました。

受入交換留学生OGの寄稿
犬山研修（2020.7.30）

2020年椙山女学園大学ショートプログラムについて

２０１７年から２０１８年の一年間、私は上海師範大学から交換留学生として椙山女学園大学で勉強させていた
だきました。初めての留学生活、不安な気持ちもありましたが、優しい先生方や学生さん、留学生の仲間たちに
恵まれ、かけがえのない一年間になりました。
椙山での一年間は、学びの楽しさを感じられた一年間でありました。日本語の授業では、いつも笑顔が絶えま

せんでした。難しいと思っていた文法や表現の授業でも、先生方のお
かげで、楽しく勉強することができました。学部の授業でも様々な分
野の授業もたくさん受け、思う存分に「学び」というものに触れるこ
とができました。
国際交流センターはいつもアットホームな雰囲気に包まれ、スタッ

フやSAICメンバーの皆さんのおかげで、色鮮やかなキャンパスライフ
を過ごすことができました。帰国後、OG会やSugiyama Caféにもお
誘いをいただき、絆の大切さを教えてくれました。
そして、留学生活で出会った仲間や友達は、この上ない宝物だと思います。帰国後、当初一年遅れて卒業す

る予定でしたが、大学四年生の時にすべての単位を取ることができ、四年で文学学士を獲得しました。その一年
間は決して平坦な道のりではありませんでした。就職や留学、周りの友達が続々と進路を決める中、焦りや不安
が日常茶飯事でした。毎日往復５時間の通学、就職とのバランス、勉強ってやはり大変だなと落ち込む時もありま
した。そんなとき、椙山のスタディメイトをしてくれた日本人の友だちがいつもメールなどで励ましてくれました。
共通の趣味について語っていたり、お互いの近況を話したりと、今でもとても大切な友達です。SAICのメンバー
も上海に遊びに来てくれて再会でき、楽しいひと時を過ごすことができました。ホストファミリーの皆さんや留学
生の仲間たちとも、定期的に連絡を取り合っております。

寄り添い、優しさ、学びの楽しさ……椙山での留学生活
がくれたすべてが今の先生の仕事に導いてくれました。卒
業後の今、私は上海の小中一貫校で小学部の教諭になり、
国語と社会の授業を担当しております。最初の頃は、どう
子供たちと接したらいいのかと心配していましたが、振りか
えってみれば、その答えは留学生活がくれた宝物たちにあ
りました。自分から心を開き、学びの楽しさや、何事も全
力で取り組むことの大切さを自分の行動を通じて子供たち

に伝えるのが、どの言葉よりも力強いものだと感じました。
COVID－19に見舞われた今年では、人々の暮らしの日常が一新し、オンライン授業が学びの主流になりつつ

あります。上海では、２月頃に授業専門のテレビチャンネルが学級ごとに新設され、学生は今でも毎日朝９時から
午後４時まで、テレビで各科目の授業を受けられます。６月に対面授業が再開されるまでの約3か月間は子供たち
にとって、命の尊さ、学びの楽しさ、そして絆の大切さを改めて感じてもらう特別な授業にもなった気がします。
その当時、教員の私に何ができるのかと悩みましたが、私はまず学生たちの立場から勉強について考えること

から始めました。授業ビデオを繰り返しに視聴し、授業のポイントなどをまとめ、オンラインで配布しました。そし
て小学校生活に慣れたばかりの子供たちに、学校とのつながりを実感させるため、復習用のビデオや講義を制作し、
学びをサポートしました。ビデオ制作のスキルから学びの心得まで、椙山女学園大学からいただいた宝物たちは
今となり、さらに輝きを増しています。
平穏な日常に戻りましたら、またいつか椙山女学園大学に伺い、素敵な先生方や友達にもう一度お会いし、感

謝の気持ちを直接にお伝えしたいと、心から強く思っております。ありがとうございました。

李 佳曄（リ ケイカ）
私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学

（USM）に交換留学をしました。私が7ヶ月間生活をしていたマレー
シアは常夏の国で、毎日非常に気温が高く、日本では経験できない
ような激しいスコールを体験しました。また住んでいたコンドミニア
ムからはすごく綺麗な海が見えたので、バルコニーからの景色を眺
めたり写真を撮ったりする事が日課でした。今でも時々写真を見返
すととても懐かしい気持ちになります。
交換留学第一期生として派遣されたため、先輩方などの情報が全

くなく、とても大きな不安の中、出発をしました。留学が始ったば
かりの頃は文化や言語の違いになかなか慣れることができずにとて
も苦労しました。しかし、日本の他大学や他国から来た留学生たち
の刺激をたくさん受け、日々自分自身の中で今は辛くても頑張っていくしかないという思いが強く
なりました。そのように思えてから私の留学生活はすごく充実したものに変わっていった気がします。
留学をしたUSMでは学生イベントが非常に盛んに行われていたため、私たち留学生もたくさん

のイベントに参加する機会がありました。特に「コーヒーアワー」という長期に渡るイベントはとて
も印象深いものとなりました。これは現地学生に向
けて、日本語や日本文化をレクチャーするものです。
自分が履修していた授業と並行して、毎週1時間分
のレクチャーを考えなければならないうえに相手に
なかなか上手く伝えられないもどかしさも感じ、体
力的にも精神的にも大変な部分はありましたが、こ
の「コーヒーアワー」を通して多くの現地学生と交
流する機会が増え、そして何よりも自分自身が大き

く成長できたイベントになりましたし、様々なイベントを通して多くの友人が出来ました。中でもイ
ンドネシアやタイの友人と仲が深まり、誕生日会やクリスマスパーティーをしたり、みんなでバスや
フェリーなどを使ってマレーシア内を旅行しました。留学が始まったばかりの頃はまさか自分が外国
の友人と旅行に行けるなんて思いもしなかったので、すごく良い思い出になりました。
新型コロナウイルスの影響により3ヶ月早い帰国となってしまいましたが、7ヶ月の間でも本当

にたくさんの経験をする事ができたと実感しています。知り合いが誰一人といない場所へ飛び込む
ことに非常に勇気が伴いましたが、何にも変えられない
大きな自信につながりました。留学は楽しいという感情よ
りも辛いという感情が勝っていたかもしれません。私はま
さに辛いと思うことは多かったです。しかし、そんな辛い
経験をしたからこそ、今後の就職活動などどんなに大変
な事にもしっかりと向き合おうと思えます。今はなかなか
海外には行くことのできない状況ではありますが、いつか
また必ずマレーシアを訪れる事ができたらと思います。

江川 菜々子（国際言語コミュニケーション学科 3年）

マレーシア留学寄稿 交換留学がくれた宝物たちQ.自己紹介とスタディメイトの紹介をしてください。
【山本】国際言語コミュニケーション学科3年の山本朋佳です。2年生の時
に半年間カナダに語学留学をしていました。趣味はアニメ鑑賞、油絵、考
古学です。私がスタディメイトで担当をさせていただいたのは韓国からの留
学生のムンゴンホさんで、同学年の方です。とても朗らかで日本語がお上
手でした。
【早川】表現文化学科２年の早川琴乃です。タイの留学生ニーさんのスタディメイトをしていました。

Q.スタディメイトを希望した理由を教えてください。
【山本】元々スタディメイトには興味があったのですが、1、2年生の時は自分の授業が忙しかったこともあり応募はしま
せんでした。留学から帰国後、時間に余裕ができ責任を持ってスタディメイトをつとめられること、留学での経験を活
かせないかと考えたことから希望をしました。
【早川】交換留学先にスタディメイトがいることを知ったのが理由です。春からの交換留学に漠然と不安があったのです
が留学先で待ってくれているスタディメイトの存在を知り、留学に対しての不安が少し軽くなりました。そこで私自身も
留学生の不安を少しでも軽くすることができるサポートをしたいと思い応募を決めました。また私は昨年からおもてなし
学生実行委員会という学生団体で、コスプレサミットに参加するために名古屋へ来る外国人をサポートする活動をして
います。昨年はスイスのコスプレイヤーチームをサポートしました。サポートしていく中で、外
国人と文化を分かち合う難しさや他国及び日本の魅力を再確認し、国際交流の面白さを知りま
した。今年はコロナウイルスの影響で各国のコスプレイヤーが来日できなくなってしまいまし
た。そこでこのスタディメイトの募集は国際交流ができるチャンスだと思い応募しました。

Q.今年、初めてオンラインでのサポートとなりましたが、どうでしたか。
【山本】はじめは対面でないため上手くサポートができるか等不安もありました。しかし、ビデ
オ通話でお互いの顔が見られること、テキストや画像等の送信も容易であったことにより実際
にお話をするようになってからは不便なく活動できました。送り合った画像を後々見返すことが
できるため、オンラインならではの良い部分もあるのかなと感じます。
【早川】オンラインでも十分サポートすることができたと思います。大学の講義がオンライン
授業になり、中々友達とも会話ができないのもあって、スタディメイトの時間を毎週楽しみにしていました。

Q.どんな話で盛り上がりましたか。
【山本】ムンさんと私は共にアニメやゲームが好きでしたので、視聴した作品やおすすめのゲームのお話をたくさんしま
した。他にも、日韓の学校や成人式における文化の違い、日本語と韓国語の類似点などが話題になりました。
【早川】タイと日本の違いについての会話が盛り上がりました。例えば流行、ファッション、恋愛観、食事、校則など本
当に様々な違いについて意見交換をし合いました。特にニーさんは日本の婚活文化やファッションについて驚いていま
した。また、「日本の方が物価は高いけれど31アイスクリームはタイより安いので嬉しい」と話していたのも印象に残っ
ています。将来について二人で話し合ったことも思い出の一つです。私は心配性なので行動を移す前に色々と考えてし
まう方なのですが、ニーさんは日本語や中国語を積極的に学び、日本でもインターンシップや旅行など幅広く行動して
いて良い刺激を受けました。

Q.サポートで難しかった面はありましたか。
【山本】一度、通信の不調でビデオ電話が切れてしまったことがありました。幸いその後は特に問題はなかったのですが、
オンラインでの活動ではそういった部分で難しさが出てくるのかなと思います。しかし、その他の点では対面と変わら
ずサポートをすることができました。
【早川】特にサポートで難しかった点はありませんでした。ただ、実際に会ってサポートをすることができないのは寂し
く感じました。

山本

早川

山本

早川

山本
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8月5日（水）に、令和2年度受入交換留学生の修了式を行いました。今回、修了を迎えたのは9名（中国・上海師範大
学から2名、韓国・培材大学校から2名、台湾・亜洲大学から1名、タイ・スィーパトゥム大学から4名）です。9名以外にオー
ストラリア・タスマニア大学と韓国・順天郷大学校からそれぞれ1名ずつ来日していた留学生がいましたが、残念ながら新型コ
ロナウイルスの関係で留学期間を短縮し、3月に帰国しました。今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からマス
クをつけての修了式となりました。また、例年実施していた修了パーティーはオンラインでの開催となりました。
修了生の皆さんは、日本語能力の向上と日本文化への理解を深める目的で本学の受入留学生向けプログラムに参加。学部
の講義を受講し専門科目についても学びました。

受入交換留学生修了式を開催しました（2020.8.5）

私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学
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2月5日（水）から2月15日（土）までの10日間、短期交換留学生の受入
れプログラム「椙山女学園大学ウィンタープログラム」を実施しました。
本学の交換留学協定校である韓国・順天郷大学校から2名、培材大学校から
2名、マレーシア科学大学から３名、合計７名の学生が参加しました。
日本語学習だけでなく、本学の教員による専門入門講義のほか、国宝犬山城

下町の散策、下呂への研修などを
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、料理体験もあり、プログ
ラムを通して留学生と日本人学生の交流が活発に行われました。最終日には、
プログラムの成果発表として日本語による発表会があり、各自スライドを作り日
本での体験を報告しました。短い研修期間でしたが、いつも笑顔と笑い声があ
ふれていました。

７月３０日（木）、犬山研修を実施しました。この研修は、国宝犬山城やその城下町を見学す
ることによって、戦国・江戸時代の歴史と文化について学ぶとともに、木曽川鵜飼の歴史とそ
の古典的漁法を知ることで、伝統的鵜飼を理解することを目的としています。
今回は、気温３０度を超える猛暑の中、初めて手にする切符に心を踊らせながら、いざ、犬山へ。
国宝犬山城、朱色の鳥居がまぶしい三光稲荷神社などを巡りながら楽しみました。犬山から

くりミュージアムではからくり人
形の実演に盛り上がり、城下町
では季節のフルーツのパフェに舌
鼓。直前に到来した台風の影響
で川が増水し、残念ながら鵜飼体
験はできませんでしたが、みんな
楽しんでいました。

受入交換留学生OGの寄稿
犬山研修（2020.7.30）

2020年椙山女学園大学ショートプログラムについて

２０１７年から２０１８年の一年間、私は上海師範大学から交換留学生として椙山女学園大学で勉強させていた
だきました。初めての留学生活、不安な気持ちもありましたが、優しい先生方や学生さん、留学生の仲間たちに
恵まれ、かけがえのない一年間になりました。
椙山での一年間は、学びの楽しさを感じられた一年間でありました。日本語の授業では、いつも笑顔が絶えま

せんでした。難しいと思っていた文法や表現の授業でも、先生方のお
かげで、楽しく勉強することができました。学部の授業でも様々な分
野の授業もたくさん受け、思う存分に「学び」というものに触れるこ
とができました。
国際交流センターはいつもアットホームな雰囲気に包まれ、スタッ

フやSAICメンバーの皆さんのおかげで、色鮮やかなキャンパスライフ
を過ごすことができました。帰国後、OG会やSugiyama Caféにもお
誘いをいただき、絆の大切さを教えてくれました。
そして、留学生活で出会った仲間や友達は、この上ない宝物だと思います。帰国後、当初一年遅れて卒業す

る予定でしたが、大学四年生の時にすべての単位を取ることができ、四年で文学学士を獲得しました。その一年
間は決して平坦な道のりではありませんでした。就職や留学、周りの友達が続々と進路を決める中、焦りや不安
が日常茶飯事でした。毎日往復５時間の通学、就職とのバランス、勉強ってやはり大変だなと落ち込む時もありま
した。そんなとき、椙山のスタディメイトをしてくれた日本人の友だちがいつもメールなどで励ましてくれました。
共通の趣味について語っていたり、お互いの近況を話したりと、今でもとても大切な友達です。SAICのメンバー
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寄り添い、優しさ、学びの楽しさ……椙山での留学生活
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今となり、さらに輝きを増しています。
平穏な日常に戻りましたら、またいつか椙山女学園大学に伺い、素敵な先生方や友達にもう一度お会いし、感
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李 佳曄（リ ケイカ）
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自分が履修していた授業と並行して、毎週1時間分
のレクチャーを考えなければならないうえに相手に
なかなか上手く伝えられないもどかしさも感じ、体
力的にも精神的にも大変な部分はありましたが、こ
の「コーヒーアワー」を通して多くの現地学生と交
流する機会が増え、そして何よりも自分自身が大き

く成長できたイベントになりましたし、様々なイベントを通して多くの友人が出来ました。中でもイ
ンドネシアやタイの友人と仲が深まり、誕生日会やクリスマスパーティーをしたり、みんなでバスや
フェリーなどを使ってマレーシア内を旅行しました。留学が始まったばかりの頃はまさか自分が外国
の友人と旅行に行けるなんて思いもしなかったので、すごく良い思い出になりました。
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りも辛いという感情が勝っていたかもしれません。私はま
さに辛いと思うことは多かったです。しかし、そんな辛い
経験をしたからこそ、今後の就職活動などどんなに大変
な事にもしっかりと向き合おうと思えます。今はなかなか
海外には行くことのできない状況ではありますが、いつか
また必ずマレーシアを訪れる事ができたらと思います。

江川 菜々子（国際言語コミュニケーション学科 3年）

マレーシア留学寄稿 交換留学がくれた宝物たちQ.自己紹介とスタディメイトの紹介をしてください。
【山本】国際言語コミュニケーション学科3年の山本朋佳です。2年生の時
に半年間カナダに語学留学をしていました。趣味はアニメ鑑賞、油絵、考
古学です。私がスタディメイトで担当をさせていただいたのは韓国からの留
学生のムンゴンホさんで、同学年の方です。とても朗らかで日本語がお上
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した。今年はコロナウイルスの影響で各国のコスプレイヤーが来日できなくなってしまいまし
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Q.今年、初めてオンラインでのサポートとなりましたが、どうでしたか。
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【山本】一度、通信の不調でビデオ電話が切れてしまったことがありました。幸いその後は特に問題はなかったのですが、
オンラインでの活動ではそういった部分で難しさが出てくるのかなと思います。しかし、その他の点では対面と変わら
ずサポートをすることができました。
【早川】特にサポートで難しかった点はありませんでした。ただ、実際に会ってサポートをすることができないのは寂し
く感じました。
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野の授業もたくさん受け、思う存分に「学び」というものに触れるこ
とができました。
国際交流センターはいつもアットホームな雰囲気に包まれ、スタッ

フやSAICメンバーの皆さんのおかげで、色鮮やかなキャンパスライフ
を過ごすことができました。帰国後、OG会やSugiyama Caféにもお
誘いをいただき、絆の大切さを教えてくれました。
そして、留学生活で出会った仲間や友達は、この上ない宝物だと思います。帰国後、当初一年遅れて卒業す

る予定でしたが、大学四年生の時にすべての単位を取ることができ、四年で文学学士を獲得しました。その一年
間は決して平坦な道のりではありませんでした。就職や留学、周りの友達が続々と進路を決める中、焦りや不安
が日常茶飯事でした。毎日往復５時間の通学、就職とのバランス、勉強ってやはり大変だなと落ち込む時もありま
した。そんなとき、椙山のスタディメイトをしてくれた日本人の友だちがいつもメールなどで励ましてくれました。
共通の趣味について語っていたり、お互いの近況を話したりと、今でもとても大切な友達です。SAICのメンバー
も上海に遊びに来てくれて再会でき、楽しいひと時を過ごすことができました。ホストファミリーの皆さんや留学
生の仲間たちとも、定期的に連絡を取り合っております。

寄り添い、優しさ、学びの楽しさ……椙山での留学生活
がくれたすべてが今の先生の仕事に導いてくれました。卒
業後の今、私は上海の小中一貫校で小学部の教諭になり、
国語と社会の授業を担当しております。最初の頃は、どう
子供たちと接したらいいのかと心配していましたが、振りか
えってみれば、その答えは留学生活がくれた宝物たちにあ
りました。自分から心を開き、学びの楽しさや、何事も全
力で取り組むことの大切さを自分の行動を通じて子供たち

に伝えるのが、どの言葉よりも力強いものだと感じました。
COVID－19に見舞われた今年では、人々の暮らしの日常が一新し、オンライン授業が学びの主流になりつつ

あります。上海では、２月頃に授業専門のテレビチャンネルが学級ごとに新設され、学生は今でも毎日朝９時から
午後４時まで、テレビで各科目の授業を受けられます。６月に対面授業が再開されるまでの約3か月間は子供たち
にとって、命の尊さ、学びの楽しさ、そして絆の大切さを改めて感じてもらう特別な授業にもなった気がします。
その当時、教員の私に何ができるのかと悩みましたが、私はまず学生たちの立場から勉強について考えること

から始めました。授業ビデオを繰り返しに視聴し、授業のポイントなどをまとめ、オンラインで配布しました。そし
て小学校生活に慣れたばかりの子供たちに、学校とのつながりを実感させるため、復習用のビデオや講義を制作し、
学びをサポートしました。ビデオ制作のスキルから学びの心得まで、椙山女学園大学からいただいた宝物たちは
今となり、さらに輝きを増しています。
平穏な日常に戻りましたら、またいつか椙山女学園大学に伺い、素敵な先生方や友達にもう一度お会いし、感

謝の気持ちを直接にお伝えしたいと、心から強く思っております。ありがとうございました。

李 佳曄（リ ケイカ）
私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学

（USM）に交換留学をしました。私が7ヶ月間生活をしていたマレー
シアは常夏の国で、毎日非常に気温が高く、日本では経験できない
ような激しいスコールを体験しました。また住んでいたコンドミニア
ムからはすごく綺麗な海が見えたので、バルコニーからの景色を眺
めたり写真を撮ったりする事が日課でした。今でも時々写真を見返
すととても懐かしい気持ちになります。
交換留学第一期生として派遣されたため、先輩方などの情報が全

くなく、とても大きな不安の中、出発をしました。留学が始ったば
かりの頃は文化や言語の違いになかなか慣れることができずにとて
も苦労しました。しかし、日本の他大学や他国から来た留学生たち
の刺激をたくさん受け、日々自分自身の中で今は辛くても頑張っていくしかないという思いが強く
なりました。そのように思えてから私の留学生活はすごく充実したものに変わっていった気がします。
留学をしたUSMでは学生イベントが非常に盛んに行われていたため、私たち留学生もたくさん

のイベントに参加する機会がありました。特に「コーヒーアワー」という長期に渡るイベントはとて
も印象深いものとなりました。これは現地学生に向
けて、日本語や日本文化をレクチャーするものです。
自分が履修していた授業と並行して、毎週1時間分
のレクチャーを考えなければならないうえに相手に
なかなか上手く伝えられないもどかしさも感じ、体
力的にも精神的にも大変な部分はありましたが、こ
の「コーヒーアワー」を通して多くの現地学生と交
流する機会が増え、そして何よりも自分自身が大き

く成長できたイベントになりましたし、様々なイベントを通して多くの友人が出来ました。中でもイ
ンドネシアやタイの友人と仲が深まり、誕生日会やクリスマスパーティーをしたり、みんなでバスや
フェリーなどを使ってマレーシア内を旅行しました。留学が始まったばかりの頃はまさか自分が外国
の友人と旅行に行けるなんて思いもしなかったので、すごく良い思い出になりました。
新型コロナウイルスの影響により3ヶ月早い帰国となってしまいましたが、7ヶ月の間でも本当

にたくさんの経験をする事ができたと実感しています。知り合いが誰一人といない場所へ飛び込む
ことに非常に勇気が伴いましたが、何にも変えられない
大きな自信につながりました。留学は楽しいという感情よ
りも辛いという感情が勝っていたかもしれません。私はま
さに辛いと思うことは多かったです。しかし、そんな辛い
経験をしたからこそ、今後の就職活動などどんなに大変
な事にもしっかりと向き合おうと思えます。今はなかなか
海外には行くことのできない状況ではありますが、いつか
また必ずマレーシアを訪れる事ができたらと思います。

江川 菜々子（国際言語コミュニケーション学科 3年）

マレーシア留学寄稿 交換留学がくれた宝物たちQ.自己紹介とスタディメイトの紹介をしてください。
【山本】国際言語コミュニケーション学科3年の山本朋佳です。2年生の時
に半年間カナダに語学留学をしていました。趣味はアニメ鑑賞、油絵、考
古学です。私がスタディメイトで担当をさせていただいたのは韓国からの留
学生のムンゴンホさんで、同学年の方です。とても朗らかで日本語がお上
手でした。
【早川】表現文化学科２年の早川琴乃です。タイの留学生ニーさんのスタディメイトをしていました。

Q.スタディメイトを希望した理由を教えてください。
【山本】元々スタディメイトには興味があったのですが、1、2年生の時は自分の授業が忙しかったこともあり応募はしま
せんでした。留学から帰国後、時間に余裕ができ責任を持ってスタディメイトをつとめられること、留学での経験を活
かせないかと考えたことから希望をしました。
【早川】交換留学先にスタディメイトがいることを知ったのが理由です。春からの交換留学に漠然と不安があったのです
が留学先で待ってくれているスタディメイトの存在を知り、留学に対しての不安が少し軽くなりました。そこで私自身も
留学生の不安を少しでも軽くすることができるサポートをしたいと思い応募を決めました。また私は昨年からおもてなし
学生実行委員会という学生団体で、コスプレサミットに参加するために名古屋へ来る外国人をサポートする活動をして
います。昨年はスイスのコスプレイヤーチームをサポートしました。サポートしていく中で、外
国人と文化を分かち合う難しさや他国及び日本の魅力を再確認し、国際交流の面白さを知りま
した。今年はコロナウイルスの影響で各国のコスプレイヤーが来日できなくなってしまいまし
た。そこでこのスタディメイトの募集は国際交流ができるチャンスだと思い応募しました。

Q.今年、初めてオンラインでのサポートとなりましたが、どうでしたか。
【山本】はじめは対面でないため上手くサポートができるか等不安もありました。しかし、ビデ
オ通話でお互いの顔が見られること、テキストや画像等の送信も容易であったことにより実際
にお話をするようになってからは不便なく活動できました。送り合った画像を後々見返すことが
できるため、オンラインならではの良い部分もあるのかなと感じます。
【早川】オンラインでも十分サポートすることができたと思います。大学の講義がオンライン
授業になり、中々友達とも会話ができないのもあって、スタディメイトの時間を毎週楽しみにしていました。

Q.どんな話で盛り上がりましたか。
【山本】ムンさんと私は共にアニメやゲームが好きでしたので、視聴した作品やおすすめのゲームのお話をたくさんしま
した。他にも、日韓の学校や成人式における文化の違い、日本語と韓国語の類似点などが話題になりました。
【早川】タイと日本の違いについての会話が盛り上がりました。例えば流行、ファッション、恋愛観、食事、校則など本
当に様々な違いについて意見交換をし合いました。特にニーさんは日本の婚活文化やファッションについて驚いていま
した。また、「日本の方が物価は高いけれど31アイスクリームはタイより安いので嬉しい」と話していたのも印象に残っ
ています。将来について二人で話し合ったことも思い出の一つです。私は心配性なので行動を移す前に色々と考えてし
まう方なのですが、ニーさんは日本語や中国語を積極的に学び、日本でもインターンシップや旅行など幅広く行動して
いて良い刺激を受けました。

Q.サポートで難しかった面はありましたか。
【山本】一度、通信の不調でビデオ電話が切れてしまったことがありました。幸いその後は特に問題はなかったのですが、
オンラインでの活動ではそういった部分で難しさが出てくるのかなと思います。しかし、その他の点では対面と変わら
ずサポートをすることができました。
【早川】特にサポートで難しかった点はありませんでした。ただ、実際に会ってサポートをすることができないのは寂し
く感じました。
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8月5日（水）に、令和2年度受入交換留学生の修了式を行いました。今回、修了を迎えたのは9名（中国・上海師範大
学から2名、韓国・培材大学校から2名、台湾・亜洲大学から1名、タイ・スィーパトゥム大学から4名）です。9名以外にオー
ストラリア・タスマニア大学と韓国・順天郷大学校からそれぞれ1名ずつ来日していた留学生がいましたが、残念ながら新型コ
ロナウイルスの関係で留学期間を短縮し、3月に帰国しました。今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からマス
クをつけての修了式となりました。また、例年実施していた修了パーティーはオンラインでの開催となりました。
修了生の皆さんは、日本語能力の向上と日本文化への理解を深める目的で本学の受入留学生向けプログラムに参加。学部
の講義を受講し専門科目についても学びました。

受入交換留学生修了式を開催しました（2020.8.5）

私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学
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スタディメイトにインタビュー
センターニュース・ダイジェスト

2月5日（水）から2月15日（土）までの10日間、短期交換留学生の受入
れプログラム「椙山女学園大学ウィンタープログラム」を実施しました。
本学の交換留学協定校である韓国・順天郷大学校から2名、培材大学校から
2名、マレーシア科学大学から３名、合計７名の学生が参加しました。
日本語学習だけでなく、本学の教員による専門入門講義のほか、国宝犬山城

下町の散策、下呂への研修などを
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、料理体験もあり、プログ
ラムを通して留学生と日本人学生の交流が活発に行われました。最終日には、
プログラムの成果発表として日本語による発表会があり、各自スライドを作り日
本での体験を報告しました。短い研修期間でしたが、いつも笑顔と笑い声があ
ふれていました。

７月３０日（木）、犬山研修を実施しました。この研修は、国宝犬山城やその城下町を見学す
ることによって、戦国・江戸時代の歴史と文化について学ぶとともに、木曽川鵜飼の歴史とそ
の古典的漁法を知ることで、伝統的鵜飼を理解することを目的としています。
今回は、気温３０度を超える猛暑の中、初めて手にする切符に心を踊らせながら、いざ、犬山へ。
国宝犬山城、朱色の鳥居がまぶしい三光稲荷神社などを巡りながら楽しみました。犬山から

くりミュージアムではからくり人
形の実演に盛り上がり、城下町
では季節のフルーツのパフェに舌
鼓。直前に到来した台風の影響
で川が増水し、残念ながら鵜飼体
験はできませんでしたが、みんな
楽しんでいました。

受入交換留学生OGの寄稿
犬山研修（2020.7.30）

2020年椙山女学園大学ショートプログラムについて

２０１７年から２０１８年の一年間、私は上海師範大学から交換留学生として椙山女学園大学で勉強させていた
だきました。初めての留学生活、不安な気持ちもありましたが、優しい先生方や学生さん、留学生の仲間たちに
恵まれ、かけがえのない一年間になりました。
椙山での一年間は、学びの楽しさを感じられた一年間でありました。日本語の授業では、いつも笑顔が絶えま

せんでした。難しいと思っていた文法や表現の授業でも、先生方のお
かげで、楽しく勉強することができました。学部の授業でも様々な分
野の授業もたくさん受け、思う存分に「学び」というものに触れるこ
とができました。
国際交流センターはいつもアットホームな雰囲気に包まれ、スタッ

フやSAICメンバーの皆さんのおかげで、色鮮やかなキャンパスライフ
を過ごすことができました。帰国後、OG会やSugiyama Caféにもお
誘いをいただき、絆の大切さを教えてくれました。
そして、留学生活で出会った仲間や友達は、この上ない宝物だと思います。帰国後、当初一年遅れて卒業す

る予定でしたが、大学四年生の時にすべての単位を取ることができ、四年で文学学士を獲得しました。その一年
間は決して平坦な道のりではありませんでした。就職や留学、周りの友達が続々と進路を決める中、焦りや不安
が日常茶飯事でした。毎日往復５時間の通学、就職とのバランス、勉強ってやはり大変だなと落ち込む時もありま
した。そんなとき、椙山のスタディメイトをしてくれた日本人の友だちがいつもメールなどで励ましてくれました。
共通の趣味について語っていたり、お互いの近況を話したりと、今でもとても大切な友達です。SAICのメンバー
も上海に遊びに来てくれて再会でき、楽しいひと時を過ごすことができました。ホストファミリーの皆さんや留学
生の仲間たちとも、定期的に連絡を取り合っております。

寄り添い、優しさ、学びの楽しさ……椙山での留学生活
がくれたすべてが今の先生の仕事に導いてくれました。卒
業後の今、私は上海の小中一貫校で小学部の教諭になり、
国語と社会の授業を担当しております。最初の頃は、どう
子供たちと接したらいいのかと心配していましたが、振りか
えってみれば、その答えは留学生活がくれた宝物たちにあ
りました。自分から心を開き、学びの楽しさや、何事も全
力で取り組むことの大切さを自分の行動を通じて子供たち

に伝えるのが、どの言葉よりも力強いものだと感じました。
COVID－19に見舞われた今年では、人々の暮らしの日常が一新し、オンライン授業が学びの主流になりつつ

あります。上海では、２月頃に授業専門のテレビチャンネルが学級ごとに新設され、学生は今でも毎日朝９時から
午後４時まで、テレビで各科目の授業を受けられます。６月に対面授業が再開されるまでの約3か月間は子供たち
にとって、命の尊さ、学びの楽しさ、そして絆の大切さを改めて感じてもらう特別な授業にもなった気がします。
その当時、教員の私に何ができるのかと悩みましたが、私はまず学生たちの立場から勉強について考えること

から始めました。授業ビデオを繰り返しに視聴し、授業のポイントなどをまとめ、オンラインで配布しました。そし
て小学校生活に慣れたばかりの子供たちに、学校とのつながりを実感させるため、復習用のビデオや講義を制作し、
学びをサポートしました。ビデオ制作のスキルから学びの心得まで、椙山女学園大学からいただいた宝物たちは
今となり、さらに輝きを増しています。
平穏な日常に戻りましたら、またいつか椙山女学園大学に伺い、素敵な先生方や友達にもう一度お会いし、感

謝の気持ちを直接にお伝えしたいと、心から強く思っております。ありがとうございました。

李 佳曄（リ ケイカ）
私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学

（USM）に交換留学をしました。私が7ヶ月間生活をしていたマレー
シアは常夏の国で、毎日非常に気温が高く、日本では経験できない
ような激しいスコールを体験しました。また住んでいたコンドミニア
ムからはすごく綺麗な海が見えたので、バルコニーからの景色を眺
めたり写真を撮ったりする事が日課でした。今でも時々写真を見返
すととても懐かしい気持ちになります。
交換留学第一期生として派遣されたため、先輩方などの情報が全

くなく、とても大きな不安の中、出発をしました。留学が始ったば
かりの頃は文化や言語の違いになかなか慣れることができずにとて
も苦労しました。しかし、日本の他大学や他国から来た留学生たち
の刺激をたくさん受け、日々自分自身の中で今は辛くても頑張っていくしかないという思いが強く
なりました。そのように思えてから私の留学生活はすごく充実したものに変わっていった気がします。
留学をしたUSMでは学生イベントが非常に盛んに行われていたため、私たち留学生もたくさん

のイベントに参加する機会がありました。特に「コーヒーアワー」という長期に渡るイベントはとて
も印象深いものとなりました。これは現地学生に向
けて、日本語や日本文化をレクチャーするものです。
自分が履修していた授業と並行して、毎週1時間分
のレクチャーを考えなければならないうえに相手に
なかなか上手く伝えられないもどかしさも感じ、体
力的にも精神的にも大変な部分はありましたが、こ
の「コーヒーアワー」を通して多くの現地学生と交
流する機会が増え、そして何よりも自分自身が大き

く成長できたイベントになりましたし、様々なイベントを通して多くの友人が出来ました。中でもイ
ンドネシアやタイの友人と仲が深まり、誕生日会やクリスマスパーティーをしたり、みんなでバスや
フェリーなどを使ってマレーシア内を旅行しました。留学が始まったばかりの頃はまさか自分が外国
の友人と旅行に行けるなんて思いもしなかったので、すごく良い思い出になりました。
新型コロナウイルスの影響により3ヶ月早い帰国となってしまいましたが、7ヶ月の間でも本当

にたくさんの経験をする事ができたと実感しています。知り合いが誰一人といない場所へ飛び込む
ことに非常に勇気が伴いましたが、何にも変えられない
大きな自信につながりました。留学は楽しいという感情よ
りも辛いという感情が勝っていたかもしれません。私はま
さに辛いと思うことは多かったです。しかし、そんな辛い
経験をしたからこそ、今後の就職活動などどんなに大変
な事にもしっかりと向き合おうと思えます。今はなかなか
海外には行くことのできない状況ではありますが、いつか
また必ずマレーシアを訪れる事ができたらと思います。

江川 菜々子（国際言語コミュニケーション学科 3年）

マレーシア留学寄稿 交換留学がくれた宝物たちQ.自己紹介とスタディメイトの紹介をしてください。
【山本】国際言語コミュニケーション学科3年の山本朋佳です。2年生の時
に半年間カナダに語学留学をしていました。趣味はアニメ鑑賞、油絵、考
古学です。私がスタディメイトで担当をさせていただいたのは韓国からの留
学生のムンゴンホさんで、同学年の方です。とても朗らかで日本語がお上
手でした。
【早川】表現文化学科２年の早川琴乃です。タイの留学生ニーさんのスタディメイトをしていました。

Q.スタディメイトを希望した理由を教えてください。
【山本】元々スタディメイトには興味があったのですが、1、2年生の時は自分の授業が忙しかったこともあり応募はしま
せんでした。留学から帰国後、時間に余裕ができ責任を持ってスタディメイトをつとめられること、留学での経験を活
かせないかと考えたことから希望をしました。
【早川】交換留学先にスタディメイトがいることを知ったのが理由です。春からの交換留学に漠然と不安があったのです
が留学先で待ってくれているスタディメイトの存在を知り、留学に対しての不安が少し軽くなりました。そこで私自身も
留学生の不安を少しでも軽くすることができるサポートをしたいと思い応募を決めました。また私は昨年からおもてなし
学生実行委員会という学生団体で、コスプレサミットに参加するために名古屋へ来る外国人をサポートする活動をして
います。昨年はスイスのコスプレイヤーチームをサポートしました。サポートしていく中で、外
国人と文化を分かち合う難しさや他国及び日本の魅力を再確認し、国際交流の面白さを知りま
した。今年はコロナウイルスの影響で各国のコスプレイヤーが来日できなくなってしまいまし
た。そこでこのスタディメイトの募集は国際交流ができるチャンスだと思い応募しました。

Q.今年、初めてオンラインでのサポートとなりましたが、どうでしたか。
【山本】はじめは対面でないため上手くサポートができるか等不安もありました。しかし、ビデ
オ通話でお互いの顔が見られること、テキストや画像等の送信も容易であったことにより実際
にお話をするようになってからは不便なく活動できました。送り合った画像を後々見返すことが
できるため、オンラインならではの良い部分もあるのかなと感じます。
【早川】オンラインでも十分サポートすることができたと思います。大学の講義がオンライン
授業になり、中々友達とも会話ができないのもあって、スタディメイトの時間を毎週楽しみにしていました。

Q.どんな話で盛り上がりましたか。
【山本】ムンさんと私は共にアニメやゲームが好きでしたので、視聴した作品やおすすめのゲームのお話をたくさんしま
した。他にも、日韓の学校や成人式における文化の違い、日本語と韓国語の類似点などが話題になりました。
【早川】タイと日本の違いについての会話が盛り上がりました。例えば流行、ファッション、恋愛観、食事、校則など本
当に様々な違いについて意見交換をし合いました。特にニーさんは日本の婚活文化やファッションについて驚いていま
した。また、「日本の方が物価は高いけれど31アイスクリームはタイより安いので嬉しい」と話していたのも印象に残っ
ています。将来について二人で話し合ったことも思い出の一つです。私は心配性なので行動を移す前に色々と考えてし
まう方なのですが、ニーさんは日本語や中国語を積極的に学び、日本でもインターンシップや旅行など幅広く行動して
いて良い刺激を受けました。

Q.サポートで難しかった面はありましたか。
【山本】一度、通信の不調でビデオ電話が切れてしまったことがありました。幸いその後は特に問題はなかったのですが、
オンラインでの活動ではそういった部分で難しさが出てくるのかなと思います。しかし、その他の点では対面と変わら
ずサポートをすることができました。
【早川】特にサポートで難しかった点はありませんでした。ただ、実際に会ってサポートをすることができないのは寂し
く感じました。

山本

早川

山本

早川

山本

早川

山本

早川

山本

早川

（山本さん） （早川さん）

（山本さんとムンさん）

8月5日（水）に、令和2年度受入交換留学生の修了式を行いました。今回、修了を迎えたのは9名（中国・上海師範大
学から2名、韓国・培材大学校から2名、台湾・亜洲大学から1名、タイ・スィーパトゥム大学から4名）です。9名以外にオー
ストラリア・タスマニア大学と韓国・順天郷大学校からそれぞれ1名ずつ来日していた留学生がいましたが、残念ながら新型コ
ロナウイルスの関係で留学期間を短縮し、3月に帰国しました。今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からマス
クをつけての修了式となりました。また、例年実施していた修了パーティーはオンラインでの開催となりました。
修了生の皆さんは、日本語能力の向上と日本文化への理解を深める目的で本学の受入留学生向けプログラムに参加。学部
の講義を受講し専門科目についても学びました。

受入交換留学生修了式を開催しました（2020.8.5）

私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学私は昨年、マレーシアのペナン島にあるマレーシア科学大学



エッセイエッセイ ようこそ国際交流センターへ

椙山女学園大学国際交流センター報 第12号
2021.3

コロナ禍でみえてきた、
新たなグローバル化の可能性

学長補佐 長澤 唯史

２０２０年の初頭から世界中で、新型コロナウイルスが猛威を振るっ
ています。この百年に一度といえる大規模感染はまだまだ終息の兆
しをみせていません。またこのパンデミックによって人々の暮らしや
社会が大きく変わり、未来が見通しにくくなっているのも、人々の不
安を増大させています。
そして何より、このコロナ禍で、グローバル社会のあり方が問い

直されています。人的交流や国際的な物流が滞り、国際的な協力体制に大きな支障が出ています。
本学における国際交流プログラムにも例外ではありません。本年度の交流プログラムは一部を除い
て全学でほぼ中止、夏以降留学に出発するはずだった学生たちも、国際的な学会やプロジェクトに
参加予定だった教員も、予定変更を余儀なくされています。オンラインでの講義や研究会等で代替
されてはいるものの、やはりその土地の空気を吸い、匂いを嗅ぎ、人と触れ合う体験が失われてし
まうことは、大きな損失です。
一方、２０１９年度の１年生対象に行われたALCS学修行動比較調査の結果分析から、想像以上

に本学の学生が、国際交流や留学に関心を持っていることも明らかになりました。そうなると逆にオ
ンラインによる交流が、これまではカリキュラム上の制約から留学に踏み切れなかった学生に、新た
な国際体験の道を拓いてくれるかもしれません。
来年度以降の留学・国際交流プログラムについては、まだまだ明確な見通しは立っていません。

ですが今後は、この状況で明らかになったグローバル社会のあり方に合わせた、本学の新たな国際
交流のあり方を検討すべきでしょう。たとえば新たに協定を締結したフィリピン大学との学生交換の
プログラムの整備など、アジアとの交流もさらに推し進めることも検討できるのではないでしょうか。
禍福は糾える縄の如し。あるいは人間万事塞翁が馬。このピンチをチャンスに変えて、椙山女学

園大学の新たなグローバル化を模索していきたいものです。　　　　　　　（2020年11月11日）

交換留学生のレポート

ニューヨークでの留学生活
森島 芙衣（現代マネジメント学科4年）

私は、現代マネジメント学部初の交換留学生として約１年間、アメリカ・ニューヨークのニュー
ヨーク市立大学リーマン校に通いました。大学で経営学を学ぶうちに、留学して海外で経営
学を学びたいと思うようになったのがきっかけです。学部には交換留学の前例がありませんで
したし、私自身、英語も得意とは言えませんでした。それでも留学したいと思い、大学1年
生から２年間、留学することを目指して毎日勉強していました。学部に留学を目指す友達が
いなかったので、大学の先生や学外で仲間を見つけて一緒に勉強したり、大学の先生に指導
していだたきました。不安やストレスから何度も挫折しそうになりましたが、2年かけて交換
留学を手にすることができました。
現地での生活で一番大変だったのは、大学の授業です。特に、「国際経済学」の授業はとても苦労しました。授業内容もですし、

課題も多くあったからです。授業は、日常会話の様なものではなく学術的な内容が含まれるので、聞き取るのも理解するのも大変
でした。そのため、週に2回ある授業の前に授業範囲を調べ、内容を予習することで、授業内で先生が話すことを理解できるように、
工夫しました。最も印象的だった出来事は、大学の休暇を利用して行った１週間のアメリカ横断の一人旅です。国内を飛行機で移
動して旅をすることではなく、アメリカの大地を自分の目で見てみたいという思いがあり、列車での旅を決めました。寝台列車に
乗車し、景色を見たり本を読んだり、近くの方と話したりして非日常的で特別な時間を過ごすことができました。
私は留学生活を通して、自分の意思を持ち、それを伝えることの大切さを知りました。また、自分の持っているスキルとして外

国語を話せるようになることの大切さを学びました。英語は自分自身の学びの幅を広げる
ツールに過ぎないということを理解しました。この学びがあったからこそ留学生活で様々な
ことに挑戦し、毎日を有意義に過ごすことができたと思っています。学部の後輩に留学した
いと少しでも思っている人がいるなら諦めずに目指して欲しいですし、留学生として、他学
部や現地の方と同じように海外で学ぶことができると私が体現できていれば嬉しいと思いま
す。今後さらに、友達の輪を広げ、多様な文化や学びなど日本で生活しているだけでは得
ることのできない知識や体験をしていきたいです。

私が日本に関心を持ったのは中学生の頃でした。そのきっかけになったのは、「光GENJI」と漫画『シ
ティーハンター』でした。私の日本への関心は一時的なものではなく、高校では第2外国語として日
本語を選択し、大学では専攻とは別に日本語や日本の文化に関する講義も受けました。
大学2年が終わった時点で休学をし、兵役のために入隊しました。兵役中も一人で日本語の勉強を

続けましたが、ある日、一緒に勤務していた幹部から「君はなぜ日本語を勉強しているの？」と聞か
れました。ただ関心があるからと答えるのもあまり目的意識がないと思われそうでしたので、「交換留
学に挑戦したいからです」と答えました。とっさに出た言葉でしたが、その後本当に交換留学を希望
するようになり、兵役後は交換留学試験に挑戦するために、日本語学校に通いながら猛勉強をしました。
その結果、交換留学試験に無事に合格し、1年間日本の大学で学ぶ機会を得ました。
交換留学のためにしっかり準備したつもりでしたが、いざ交換留学が始まり学部の講義を受けてみ

て、自分の日本語がまだまだ不十分であることを痛感しました。そのため、復習に長い時間を割いて
しっかり勉強しました。勉強以外にも、ボウリング部に入り、運動不足も解消しながら学生たちとの交
流を楽しみました。そして、時間が経つにつれて一緒に講義を受ける学生の中にも知り合いができ、
大変仲良くしていただきました（交換留学中に知り合った学生の一人が現在、地方公務員として働い
ており、昨年の私のゼミにゲストスピーカーとして来てくれました）。このように、交換留学は自分の
限界を知り、新たな人に出会え、自分を成長させる貴重な機会となりました。そして、交換留学で得
た経験がその後の私の人生に大きな影響を与えました。
大学を卒業した後は、交換留学で身につけた日本語を活かして文部科学省の研究留学生に応募し、

日本の大学院で学ぶ機会を得ました。そして、2018年度から本学に勤めています。現在は、国際
交流委員会の委員として留学生選抜試験の面接官を務めるなど、学生を送り出す側にいます。留学は、
様々なことを学び、自分を成長させるいい機会です。より多くの学生に留学に興味を持っていただき、
積極的にチャレンジしていただければと思います。

留学のすすめ

椙山での生活を振りかえって
スキアズ オリビア（タスマニア大学）

小学生の時からずっと日本に行きたい夢がありました。日本の文化、アニメ、コスプレ、ロリー
タファッションにも興味があったので、高校に入ってから日本語の勉強を始めました。大学２年生
のとき椙山女学園大学に留学することができました。 
桜の咲く４月から大学の生活が始まりました。すぐ日本が大好きになりました。人々は優しいし、

桜がきれいだし、食べ物も美味しいし本当に幸せでした。 
日本語の先生と留学生は日本語の勉強だけでなく、一緒にいろいろな経験をしました。夏の
花火といえば、熱田神宮祭りを思い出します。神宮の祭りを見て、そこから花火を見ることがで
きました。本当に美しかったです。狂言や歌舞伎にも連れて行ってもらいました。また同窓会の方々に着物やゆかたの体験をはじめ、
茶道、三味線など私たちは日本の伝統文化もたくさん体験することができて、今でもとてもいい思い出です。
私は、クラブ活動にも参加しました。ダンス部に入って週に２回練習を続けました。難しいダンスもあってセンターで練習をよく

しました。他大学のイベントにも参加していろいろなパフォーマンスもやりました。そして、ダンス部だけじゃなくて、SAICのクラ
ブにも参加しました。そのクラブの中で毎月留学生の誕生日を祝ってくれました。ケーキを作ったり、一緒に写真を撮ったりしました。

いつも幸せになりました。大学祭では、SAICの日本人学生と留学生でアジアンカフェをやるこ
とになりました。みんなで色々考えて悩んだこともいい思い出です。大学祭では友だちと一緒
にコスプレをして、ラブライブのダンスもやってしまいました。とっても楽しかったです！ 
１年間、私は先生や友達、ホストファミリーともたくさんの思い出を作ることができました。
絶対に忘れません！そして今でも忘れないのは、伊勢に行ったときに食べた伊勢うどんです。一
番好きな日本料理です。皆さんのおかげで、私の留学経験は最高のものになりました。ありが
とうございました。

高 東柱（ゴ ドンジュ）
（現代マネジメント学部現代マネジメント学科）

　第12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、
COVID-19禍対策で、オンライン留学説明会やオンライン留学生カフェを開催し、オンラインで留学生受け入れを
いたしました。また、多くの協定校からもオンラインでの様々なご提案をいただき感謝いたしております。開設した
グローバルラウンジが、本学における国際交流の拠点として充分に活用されますように、笑顔で体験談を語る学生
が増えますように、COVID-19の終息を願っております。本学の国際交流のさらなる充実に向けて対話や創意工夫
を重ね、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。
 （2020.12.23 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

＜国際交流センターがリニューアルオープンしました＞
10月2日（金）、星が丘キャンパスの国際交流センターのリニュー

アルに伴いオープニングセレモニーを行いました。
椙山女学園大学の学生と留学生が自由に交流できるスペースとし

て「グローバルラウンジ」を新たに設け、これに伴い日本語の授業
や自習室として利用可能な「教室」と「オフィススペース」も改修
しました。「グローバ
ルラウンジ」の窓から
は、優しい木漏れ日が
入り、留学生のホーム
として、また椙大生と

の交流の場として活用されます。また廊下からも中を見ることができるように全
面ガラス張りで、開放的なスペースになりました。
学生たちの交流が一層深まることを期待しています。

＜SUGIYAMA Café 開催＞
本学の日本人学生と留学生の交流の場として、毎月「留
学生カフェ」を実施しています。留学生の国の生活や社会
事情について発表し、意見交換の場となっています。

今年度はコロナ禍のなか、Zoomによるオンラインでの開
催となりました。7月15日（水）のお昼休みにオンラインで
実施された「SUGIYAMA Café」では、在籍する留学生
のほか本学に留学し帰国した留学生も参加し、交換協定校の
NYリーマン校、タスマニア大学（豪）、スィーパトゥム大学（タ
イ）、マレーシア科学大学（マレーシア）、亜洲大学（台湾）、
培材大学校（韓国）、順天郷大学校（韓国）、上海師範大学（中
国）から総勢21名の留学生と日本人学生19名の大交流会となりました。オンライン「SUGIYAMA Café」は、後期も引き
続き実施され、帰国した留学生も参加し、日本人学生との交流が活発に行われました。
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コロナ禍でみえてきた、
新たなグローバル化の可能性

学長補佐 長澤 唯史

２０２０年の初頭から世界中で、新型コロナウイルスが猛威を振るっ
ています。この百年に一度といえる大規模感染はまだまだ終息の兆
しをみせていません。またこのパンデミックによって人々の暮らしや
社会が大きく変わり、未来が見通しにくくなっているのも、人々の不
安を増大させています。
そして何より、このコロナ禍で、グローバル社会のあり方が問い

直されています。人的交流や国際的な物流が滞り、国際的な協力体制に大きな支障が出ています。
本学における国際交流プログラムにも例外ではありません。本年度の交流プログラムは一部を除い
て全学でほぼ中止、夏以降留学に出発するはずだった学生たちも、国際的な学会やプロジェクトに
参加予定だった教員も、予定変更を余儀なくされています。オンラインでの講義や研究会等で代替
されてはいるものの、やはりその土地の空気を吸い、匂いを嗅ぎ、人と触れ合う体験が失われてし
まうことは、大きな損失です。
一方、２０１９年度の１年生対象に行われたALCS学修行動比較調査の結果分析から、想像以上

に本学の学生が、国際交流や留学に関心を持っていることも明らかになりました。そうなると逆にオ
ンラインによる交流が、これまではカリキュラム上の制約から留学に踏み切れなかった学生に、新た
な国際体験の道を拓いてくれるかもしれません。
来年度以降の留学・国際交流プログラムについては、まだまだ明確な見通しは立っていません。

ですが今後は、この状況で明らかになったグローバル社会のあり方に合わせた、本学の新たな国際
交流のあり方を検討すべきでしょう。たとえば新たに協定を締結したフィリピン大学との学生交換の
プログラムの整備など、アジアとの交流もさらに推し進めることも検討できるのではないでしょうか。
禍福は糾える縄の如し。あるいは人間万事塞翁が馬。このピンチをチャンスに変えて、椙山女学

園大学の新たなグローバル化を模索していきたいものです。　　　　　　　（2020年11月11日）

交換留学生のレポート

ニューヨークでの留学生活
森島 芙衣（現代マネジメント学科4年）

私は、現代マネジメント学部初の交換留学生として約１年間、アメリカ・ニューヨークのニュー
ヨーク市立大学リーマン校に通いました。大学で経営学を学ぶうちに、留学して海外で経営
学を学びたいと思うようになったのがきっかけです。学部には交換留学の前例がありませんで
したし、私自身、英語も得意とは言えませんでした。それでも留学したいと思い、大学1年
生から２年間、留学することを目指して毎日勉強していました。学部に留学を目指す友達が
いなかったので、大学の先生や学外で仲間を見つけて一緒に勉強したり、大学の先生に指導
していだたきました。不安やストレスから何度も挫折しそうになりましたが、2年かけて交換
留学を手にすることができました。
現地での生活で一番大変だったのは、大学の授業です。特に、「国際経済学」の授業はとても苦労しました。授業内容もですし、

課題も多くあったからです。授業は、日常会話の様なものではなく学術的な内容が含まれるので、聞き取るのも理解するのも大変
でした。そのため、週に2回ある授業の前に授業範囲を調べ、内容を予習することで、授業内で先生が話すことを理解できるように、
工夫しました。最も印象的だった出来事は、大学の休暇を利用して行った１週間のアメリカ横断の一人旅です。国内を飛行機で移
動して旅をすることではなく、アメリカの大地を自分の目で見てみたいという思いがあり、列車での旅を決めました。寝台列車に
乗車し、景色を見たり本を読んだり、近くの方と話したりして非日常的で特別な時間を過ごすことができました。
私は留学生活を通して、自分の意思を持ち、それを伝えることの大切さを知りました。また、自分の持っているスキルとして外

国語を話せるようになることの大切さを学びました。英語は自分自身の学びの幅を広げる
ツールに過ぎないということを理解しました。この学びがあったからこそ留学生活で様々な
ことに挑戦し、毎日を有意義に過ごすことができたと思っています。学部の後輩に留学した
いと少しでも思っている人がいるなら諦めずに目指して欲しいですし、留学生として、他学
部や現地の方と同じように海外で学ぶことができると私が体現できていれば嬉しいと思いま
す。今後さらに、友達の輪を広げ、多様な文化や学びなど日本で生活しているだけでは得
ることのできない知識や体験をしていきたいです。

私が日本に関心を持ったのは中学生の頃でした。そのきっかけになったのは、「光GENJI」と漫画『シ
ティーハンター』でした。私の日本への関心は一時的なものではなく、高校では第2外国語として日
本語を選択し、大学では専攻とは別に日本語や日本の文化に関する講義も受けました。
大学2年が終わった時点で休学をし、兵役のために入隊しました。兵役中も一人で日本語の勉強を

続けましたが、ある日、一緒に勤務していた幹部から「君はなぜ日本語を勉強しているの？」と聞か
れました。ただ関心があるからと答えるのもあまり目的意識がないと思われそうでしたので、「交換留
学に挑戦したいからです」と答えました。とっさに出た言葉でしたが、その後本当に交換留学を希望
するようになり、兵役後は交換留学試験に挑戦するために、日本語学校に通いながら猛勉強をしました。
その結果、交換留学試験に無事に合格し、1年間日本の大学で学ぶ機会を得ました。
交換留学のためにしっかり準備したつもりでしたが、いざ交換留学が始まり学部の講義を受けてみ

て、自分の日本語がまだまだ不十分であることを痛感しました。そのため、復習に長い時間を割いて
しっかり勉強しました。勉強以外にも、ボウリング部に入り、運動不足も解消しながら学生たちとの交
流を楽しみました。そして、時間が経つにつれて一緒に講義を受ける学生の中にも知り合いができ、
大変仲良くしていただきました（交換留学中に知り合った学生の一人が現在、地方公務員として働い
ており、昨年の私のゼミにゲストスピーカーとして来てくれました）。このように、交換留学は自分の
限界を知り、新たな人に出会え、自分を成長させる貴重な機会となりました。そして、交換留学で得
た経験がその後の私の人生に大きな影響を与えました。
大学を卒業した後は、交換留学で身につけた日本語を活かして文部科学省の研究留学生に応募し、

日本の大学院で学ぶ機会を得ました。そして、2018年度から本学に勤めています。現在は、国際
交流委員会の委員として留学生選抜試験の面接官を務めるなど、学生を送り出す側にいます。留学は、
様々なことを学び、自分を成長させるいい機会です。より多くの学生に留学に興味を持っていただき、
積極的にチャレンジしていただければと思います。

留学のすすめ

椙山での生活を振りかえって
スキアズ オリビア（タスマニア大学）

小学生の時からずっと日本に行きたい夢がありました。日本の文化、アニメ、コスプレ、ロリー
タファッションにも興味があったので、高校に入ってから日本語の勉強を始めました。大学２年生
のとき椙山女学園大学に留学することができました。 
桜の咲く４月から大学の生活が始まりました。すぐ日本が大好きになりました。人々は優しいし、

桜がきれいだし、食べ物も美味しいし本当に幸せでした。 
日本語の先生と留学生は日本語の勉強だけでなく、一緒にいろいろな経験をしました。夏の
花火といえば、熱田神宮祭りを思い出します。神宮の祭りを見て、そこから花火を見ることがで
きました。本当に美しかったです。狂言や歌舞伎にも連れて行ってもらいました。また同窓会の方々に着物やゆかたの体験をはじめ、
茶道、三味線など私たちは日本の伝統文化もたくさん体験することができて、今でもとてもいい思い出です。
私は、クラブ活動にも参加しました。ダンス部に入って週に２回練習を続けました。難しいダンスもあってセンターで練習をよく

しました。他大学のイベントにも参加していろいろなパフォーマンスもやりました。そして、ダンス部だけじゃなくて、SAICのクラ
ブにも参加しました。そのクラブの中で毎月留学生の誕生日を祝ってくれました。ケーキを作ったり、一緒に写真を撮ったりしました。

いつも幸せになりました。大学祭では、SAICの日本人学生と留学生でアジアンカフェをやるこ
とになりました。みんなで色々考えて悩んだこともいい思い出です。大学祭では友だちと一緒
にコスプレをして、ラブライブのダンスもやってしまいました。とっても楽しかったです！ 
１年間、私は先生や友達、ホストファミリーともたくさんの思い出を作ることができました。
絶対に忘れません！そして今でも忘れないのは、伊勢に行ったときに食べた伊勢うどんです。一
番好きな日本料理です。皆さんのおかげで、私の留学経験は最高のものになりました。ありが
とうございました。

高 東柱（ゴ ドンジュ）
（現代マネジメント学部現代マネジメント学科）

　第12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、
COVID-19禍対策で、オンライン留学説明会やオンライン留学生カフェを開催し、オンラインで留学生受け入れを
いたしました。また、多くの協定校からもオンラインでの様々なご提案をいただき感謝いたしております。開設した
グローバルラウンジが、本学における国際交流の拠点として充分に活用されますように、笑顔で体験談を語る学生
が増えますように、COVID-19の終息を願っております。本学の国際交流のさらなる充実に向けて対話や創意工夫
を重ね、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。
 （2020.12.23 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
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