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日本語・日本文化サマープログラムでの盆踊り体験

国際交流センターからNewsletter2019発刊のごあいさつ
今号では、2019年度海外派遣プログラムの概要と、昨年度実施
した留学生との交流イベントなど国際交流活動の一端をご紹介
いたします。

摂南大学国際交流センターでは、一般学生向けに海外での語学
研修や文化体験の機会を提供するとともに、留学生のために奨学
金獲得や留学生サポーター制度導入など、きめ細かな生活支援を
行い、
キャンパスの国際化を図るべく日々努力しています。

2019年度海外派遣プログラム概要
夏期海外派遣プログラム一覧
タイプ

スタートアップ
（文化体験）型

目的設定型

プログラム

韓国文化体験

タイ文化体験

台湾文化体験

メキシコ文化体験

派遣先

大田大学校

泰日工業大学

南台科技大学

グアナフアト大学 マレーシア科学大学

時

8月中旬〜
約3週間

8月中旬〜
約2週間

8月中旬〜
約2週間

8月中旬〜
約2週間

初級韓国語
韓国文化体験
学生寮宿泊

学生交流
文化体験
ホテル宿泊

初級中国語
文化体験
学生寮宿泊

初級スペイン語
文化体験
ホームステイ

期

内 容

対象学生

マレーシア研修

8月中旬〜
約2週間

インドネシア研修

カナダ語学研修

バンクーバー
LIA外国語大学
インターナショナル
ジャカルタ企業
カレッジ
8月中旬〜
約2週間

8月下旬〜
約2週間

学生交流、文化体験 初級インドネシア語 習熟度別英語研修
多文化共生に関する 現地企業訪問 アクティビティ OP
体験学習
学生寮宿泊
ホームステイ

寝屋川キャンパスの学生

春期海外派遣プログラム一覧
タイプ

目的設定型

プログラム

台湾中国語研修

フィリピン語学研修

リーダーシップ・チャレンジin
サイパン
（UNGL研修）

派遣先

淡江大学

セブ医科大学ESLセンター

サイパン 小中学校

時

期

内 容
対象学生

3月上旬〜2週間

3月上旬〜2週間

2月下旬〜約10日間

習熟度別中国語研修
文化体験、
ホテル宿泊

習熟度別マンツーマン英語研修
ボランティア体験、
学生寮宿泊

小中学校訪問、教育実習体験
ホームステイ

全学部・全学生

※注意：今号で紹介する内容は、2019年3月1日時点での情報であり、変更の可能性があります。詳しくは国際交流センターに確認してください
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★スタートアップ
（文化体験）
型
Korea

韓国文化体験（大田大学校）

・派遣期間 ： 2019年8月中旬〜約３週間
・参加費用 ： 6万円程度（渡航費・宿泊費を含む）
・募集人数 ： 学園３大学合計30名（寝屋川キャンパスの学生対象）
・概
要 ： 午前中は韓国語の基礎を、午後は様々な韓国文化を学び、
実際に体験する。
現地学生との交流が密なプログラム。

参加学生の声

バディと毎日交流できたことではじめは内容が聴き取れなかった韓国語も最終
日には内容が理解できるようになり、言語を学ぶと異文化交流の楽しさを実感で
きました。
（経営学部２年生）

民族衣装チマチョゴリを楽しみました

Thailand タイ文化体験
（泰日工業大学）
・派遣期間 ： 2019年8月中旬〜約２週間
・参加費用 ： 7万円程度（渡航費・宿泊費を含む）
・募集人数 ： 大阪工業大学と合わせて10名（寝屋川キャンパスの学生対象）
・概
要 ： 他大学の学生と共に、
タイの歴史文化を学び、
また環境保全について
野外体験も交えて学ぶプログラム。現地学生との交流あり。
ホテル宿泊。

参加学生の声

タイでの日々を重ねるうちに、積極的に話しかけている自分がいました。目標と
していたことはすべて達成できたと思います。自分の人生でプラスになることば
かりです。
（法学部２年生）

Taiwan

タイの小学校を訪問

台湾文化体験（南台科技大学）

・派遣期間 ： 2019年8月中旬〜約２週間
・参加費用 ： 13万円程度（渡航費・宿泊費を含む）
・募集人数 ： 10人（寝屋川キャンパスの学生対象）
・概
要 ： 中国語の基礎を学びながら、地元学生との交流や文化施設訪問、伝統工芸製作
などを通して多様な文化を体験。週末にホームビジット体験あり。学生寮宿泊。

参加学生の声

初歩の中国語のほかに、陶芸や原住民族ダンス、藍染めなどを体験したり、安平
や台中などに出掛け、台湾の歴史や文化を学びました。台湾人は日本語も英語もで
きる人が多く、私も帰国してから英語や中国語をもっと勉強しようとモチベー
ションが上がりました。
（経営学部２年生）

Mexico

楽しく台湾文化を体験

メキシコ文化体験（グアナフアト大学）

・派遣期間 ： 2019年8月中旬〜約２週間
・参加費用 ： 32万円程度（渡航費・宿泊費・食費を含む）
・募集人数 ： 10人程度（寝屋川キャンパスの学生対象）
・概
要 ： 世界遺産にも登録されている美しい建築で有名なグアナフアトの一般家庭に
ホームステイし、
メキシコ文化をどっぷり体験。初級スペイン語の授業を受講。

参加学生の声

ホームステイ先の家族と話した時、何度も聞き直しても何度も言い直してくれ、
本当に温かく迎えてくれた優しさがとても嬉しかったです。日本では学べないこ
とをたくさん経験しました。
（理工学部２年生）

メキシコのホストファミリーと。とても親切でした

★目的設定型
Taiwan

台湾中国語研修（淡江大学）

・派遣期間 ： 2020年3月上旬の2週間
・参加費用 ： 18万円程度（渡航費・宿泊費を含む）
・募集人数 ： １名から参加可能（全学部、全年次を対象）
・概
要 ： 台北市にある台北キャンパスで習熟度別の中国語レッスンを受講。
台北市内の校外研修、学生スタッフによるサポートあり。
ホテル宿泊。
・単位認定 ： ２単位認定（２年次以上のみ、ただし看護学部除く）

参加学生の声

中国語以外でも、文化の授業で台湾や中華圏の文化を学びました。英語と中国語
しか伝えることができない環境のなかでの2週間はすごく刺激になりました。これ
から英語と中国語の学習に一層力を入れてがんばろうと意欲がわいてきました。
（外国語学部２年生）
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校外研修で、学生スタッフとともに。
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Indonesia インドネシア研修
（LIA外国語大学+ジャカルタ企業）
・派遣期間 ： 2019年8月中旬〜約２週間
・参加費用 ： 20万円程度（渡航費・宿泊費・授業料を含む）
・募集人数 ： 10名程度（寝屋川キャンパスの学生対象）
・概
要 ：ジャカルタのＬ
Ｉ
Ａ外国語大学で初歩のインドネシア語を学習。宿泊は大学の
寮。
日本語を学ぶインドネシアの学生との交流会もあり。摂南大学のＯＢ・ＯＧ
が働くインドネシアの日系・現地企業や経済団体、現地日本人学校などを訪問。

参加学生の声

企業見学プログラムでは、
将来インドネシアで働いてみたい、
こんな環境で働いてみたいな
ど、
このプログラムを通して考え方に少し変化が出たように感じました。
（外国語学部４年生）

Canada

LIA外国語大学で記念撮影をする参加学生たち

カナダ語学研修（バンクーバーインターナショナルカレッジ）

・派遣期間 ： 2019年8月下旬〜約2週間
・参加費用 ： 約44万円（渡航費・宿泊費・食費を含む）
・募集人数 ： １人から参加可能（寝屋川キャンパスの学生対象）
・概
要 ： バンクーバーの英語カレッジで英語を集中的に受講。授業はレベルに応じて６段階
のクラス分け。
ホームステイし、英語を使わなければならない環境に一日中浸る。
・単位認定 ： ２単位認定（２年次以上のみ）

参加学生の声

最初、英語は聞き取れないこともありましたが、だんだん慣れて、授業も楽しかったです。他の国から来たク
ラスメイトは積極的に授業に参加していました。そのおかげで私もだんだん積極的に授業に参加することが出
来ました。また、ホストファミリーも最高で、料理もおいしく優しさがうれしかった2週間です。（経営学部2年生）

努力の成果、修了証を手に笑顔の学生たち

Malaysia マレーシア研修
（ペナン・マレーシア科学大学）
・派遣期間 ： 2019年8月下旬〜約2週間
・参加費用 ： 約15万円（渡航費・宿泊費を含む）
・募集人数 ： 10人（寝屋川キャンパスの学生対象）
・概
要 ： 多民族国家マレーシアで現地の学生と協働をしながら、現地小・中学校訪問、現地大学生とのディスカッ
ション、企業訪問、村でのホームステイ体験等、様々な体験を通して、多文化共生について学び、考えます。
・単位認定 ： なし

参加学生の声

様々な宗教、民族、文化が共存する社会がとても新鮮でした。特に多民族国家だからこそ共通語としての英語の重要性を実感しまし
た。また現地では現地学生がバディとして日々の活動に同行をしてくれたので、より深く交流を図ることができました。（経営学部１年生）

村の小学校での日本文化紹介

Philippines フィリピン語学研修
（セブ医科大学付属ＥＳＬ）
・派遣期間 ： 2020年3月上旬〜２週間（日曜出発、土曜終了）
・参加費用 ： 約23万円（渡航費・授業料・宿泊費・食費を含む）
・募集人数 ： １人から参加可能（全学部・全学生対象）
・概
要 ：フィリピンで評価の高い医科大学の環境で、受講者のレベルに合わせマンツーマンで
英語を集中受講。医大生との交流やボランティア活動なども体験できる。学生寮宿泊。
・単位認定 ： ２単位認定（２年次以上のみ、ただし看護学部を除く）

参加学生の声

とても貴重な価値ある2週間でした。成長したと思えることは、リスニング力と英語に対するとらえ方が変わったことです。先生は私のレ
ベルに合わせて理解できるように教えていただいたので、たくさん英語を話し、楽しく英語で暮らすことができました。（看護学部1年生）

Saipan

マングローブ植樹ボランティアで

リーダーシップ・チャレンジinサイパン
（ＵＮＧＬ研修）

・派遣期間 ： 2020年2月下旬〜約10日間
・参加費用 ： 約18万円（渡航費・宿泊費・食費を含む）
・募集人数 ： １人から参加可能
・概
要 ： 北マリアナ諸島の小中学校で、教育実習生として日本語や日本文化について英語で
授業を行う。他大学の日本人大学生と協力してイベントを企画し、
リーダーシップに
ついて考える。
また、
ホームステイ先での交流を通して、異文化理解力を身につける。

参加学生の声

チームとして全員が成長できて、お互いを刺激しあえました。今後もこれに満足せず、もっと上を目指すためにアクションを起こ
して勉強したい。意識の高い人たちばかりなので、その環境から得ることができるものはとても大きいと思います。
（法学部2年生）
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2018年4月以降の活動（ダイジェスト）
■4月

● 交換留学生が八木学長を表敬訪問 4/10

2018年度春受入の交換留学生8人が４月10日、八木学長を表敬訪問しました。
この春からは、台湾・南台科技大学から１人、中国・常州大学から２人、韓国大田大学校から５人の
留学生を新たに迎え、2017年度秋入学の学生を加えて９人となります。
交換留学生たちは、語学力を向上させ日本語検定N1に合格すること、また京都や奈良などの日
本の観光名所を訪れたりお祭りに参加したりして、日本の歴史に触れることや、摂南大学の日本
人学生との交流を深めていきたいと八木学長に留学目標を述べました。
2018年春入学の留学生と学長ら

● 留学生ウェルカムパーティーを開催 4/17

2018年度の春期留学生ウェルカムパーティーを４月17日、
開催しました。
今年度は正規留学生として、中国、台湾、韓国、インドネシア、ベトナム、トンガ、フィジー、モン
ゴル、
ニュージーランドから13人の学生が入学しました。
また、交換留学生の台湾・南台科技大学生２人、中国・常州大学生2人、韓国・大田大学校生5人、さ
らに短期プログラムで来日したタイ・泰日工業大学生３人も参加しました。
パーティーでは、出席いただいた各学部の教員や留学生サポーター、日本語会話パートナーの
学生と楽しく歓談し、これから始まる留学生活に夢をふくらましていました。

ウェルカムパーティーで摂大生とも交流

● 2017年度交換留学・海外派遣・UNGL研修成果報告会を開催 4/23

寝屋川キャンパス１号館１階のプレゼンテーションロビーで４月23日、国際交流センターが実
施した2017年度春期海外派遣プログラムなどの成果報告会を実施しました。
成果報告をしたプログラムは、韓国・大田大学校長期交換留学、台湾・中国語研修、フィリピン・
語学研修、ＵＮＧＬ（大学間連携共同教育推進事業）プログラムの４プログラムです。
学生たちからは、異文化や言葉の違いに戸惑いながらも、現地での体験や学び、交流を通して、
成長し、プログラムを通して発見した課題や目標を今後の学生生活につなげていきたいとの報告
がありました。
鳥居国際交流センター長からは、
「留学に行って終わりでなく、現地の体験を自分にしか語るこ
とのできない経験にしてほしい」と激励の言葉がありました。

さまざまな成果を報告

■ 4 月〜 5 月

● 泰日工業大学の学生を大工大と合同で受け入れ 4/14〜5/21

４月14日、学園の協定校であるタイ・泰日工業大学の留学生３人を本学と大阪工業大学と合同
で受け入れました。同大学は、
「タイ国の人材育成、産業技術情報の普及・促進、日・タイ友好」を目
的として、2007年にバンコク市に創立された工科系の大学です。
前半は本学で日本語を学び、後半は学園内の大阪工業大学で「ものづくり」に関する研修を受講
したほか、日本文化を体験したり、奈良観光などの校外研修に参加しました。また、本学の「ふれあ
いキャンプ」にも新入生たちと一緒に参加しました。
ふれあいキャンプに参加した
泰日工業大の学生と交換留学生

■6月

● 交換留学生が見学旅行に参加 6/21〜22

交換留学生９人が６月21日から22日にかけて、前期の見学旅行で奈良、三重の各県を訪れまし
た。この見学旅行は文部科学省の教育関係共同利用拠点として認定を受けている大阪大学日本語
日本文化教育センターが主催するもので、７大学から留学生191人が参加しました。
１日目は、長谷寺を見学して、伊勢・鳥羽本面に移動し、ミキモト真珠島訪問や海女の実演を見
学しました。宿泊は鳥羽の温泉ホテルで懐石料理や温泉を楽しみました。
２日目は伊勢神宮やおかげ横丁を訪問し、日本の文化を深く学びました。学生たちは見学を通
して他大学の留学生とも交流することができ、充実した２日間を過ごしたようです。
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■7月

● 日本語・日本文化サマープログラムの留学生が来日 7/10〜23

７月10日から23日まで、日本語・日本文化サマープログラムに13人の外国人学生が来日し、本
学で日本語や日本文化を学びました。来日したのは、台湾・南台科技大学、中国・常州大学各２人、
台湾・大葉大学から９人の学生たちです。
留学生たちは、大学で日本語や日本文化の授業を受けたほか、校外研修として７月11日に天王
寺、
７月19日には平等院など宇治市周辺で日本文化に関して学びを深めました。
また、講師を招いての盆踊り、日本舞踊体験などもして、充実した日本でのひとときを過ごしま
した。

盆踊り体験をしたサマープログラムの学生

● 2018年度夏期海外派遣プログラムの結団式を実施 7/20

国際交流センターが実施する2018年度夏期海外派遣プログラムの結団式と懇親会が７月20日
に寝屋川キャンパスで行われました。
2018年度夏期海外派遣プログラムは、文化体験プログラム（韓国、台湾、タイ）、マレーシア研
修、語学研修（カナダ）の５コースで27人の学生が、参加しました。また結団式には台湾の長期交換
留学に派遣される２人、トビタテ！留学JAPANで採用された学生１人も出席しました。
結団式では八木学長をはじめ先生方が参列する中、学生らはそれぞれのプログラムに参加する
意気込みを発表しました。八木学長は、
「海外で多くのことを学び、一回り成長して帰ってきてく
ださい」と学生たちを激励しました。

各学生が留学の決意を表明

● 日本語・日本文化サマープログラム授業発表会・修了式を開く 7/23

７月24日に帰国する日本語・日本文化サマープログラムの学生たちの授業発表会と修了式が７
月23日開催されました。授業発表会は２グループに分かれ、日本語での劇の発表と個人発表が行
われました。それぞれが日本で感じたことや摂南大学での思い出を発表して、短いながらも大き
かった感動を語りました。また、続いて行われた修了式では、鳥居国際交流センター長から修了証
書の授与があり、大きな成果を形として本国へ持ち帰ることとなりました。

日本語で劇を披露するサマープログラム学生

■8月

● 8 月修了留学生らの修了式を開催

8/6

本学で１年または半年の留学生活を送った交換留学生の修了証書授与式が８月６日行われました。
１年の留学を修了した台湾・南台科技大学の学生１名とおなじく半年間の留学を修了した同大
学の１名、半年間の留学を修了した常州大学の２名の合わせて4名です。
また、修了式の後は、先生方や留学生サポーターと一緒にフェアウェルパーティーに参加し、最
後まで名残惜しむように、交流を深めていました。

●「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」で２人が海外へ

修了証を手に喜びの留学生

本年度、官民協働で取り組む海外留学支援制度「トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム」
に合格した２人の学生が海外に出発しました。
まず、第８期で合格の近江聡太さん（外国語学部）が６月にアメリカのヒューストンへ。約10ヶ
月の間、
「アメリカのダンスを日本に広めたい」というテーマでブレイクダンスを学びます。
第９期で合格の林恭太郎さん（理工学部）は、ｅ-bike（電動自転車）の技術を学ぶため、８月から
約１ヵ月、オランダとイギリスで海外の電動自転車事情を学びました。
これまで、４人の摂大生がトビタテ！留学JAPANに合格しており、今後も多くの学生が海外へ ダンスの近江君（左端）
とチャレンジしてくれることでしょう。

e-bikeの林君（右端２人目）

■9月

● 秋からの交換留学生を迎えました 9/19

秋からの交換留学生が9月19日、八木学長を表敬訪問しました。
今回来日したのは、中国の常州大学から2人です。
学長の歓迎と激励の言葉の後、留学生たちは緊張した面持ちで、日本語で学長に挨拶と留学目
標の決意を表明しました。この日は歓迎のウェルカムパーティーも開かれ、2人は約半年の留学生
活を、
学内の国際会館に滞在しながらスタートさせました。
2018年秋入学の2人（前列両端）
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■ 10 月

● 夏期海外派遣プログラム成果報告会を実施 10/6

摂大祭中の10月６日、2018年度夏期海外派遣プログラムに参加した学生たちと、
トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラムに参加した学生による成果報告会を実
施しました。
報告会では、教職員や保護者の方たちが参加する中、学生らはそれぞれのプログラ
ムの成果報告について発表しました。
成果報告をしたプログラムは、カナダ語学研修プログラム、韓国文化体験プログラ
ム、台湾文化体験プログラム、タイ文化体験プログラム、マレーシア研修プログラム、
経営学部・海外ビジネスインターンシップin Bali、トビタテ！留学JAPAN（イギリス・
オランダ）の各種プログラムです。
学生たちからは、現地の体験や学び、現地の学生等の交流を通して成長したこと、
感動の体験と大きな収穫を報告
そして今後の課題や目標などの報告がありました。
最後に鳥居国際交流センター長の講評では、学生たちに向けて「留学に行って終わりではなく、
留学を振り返って、現地で体験した印象的なエピソードを言語化し、自分にしか語ることのでき
ない経験にしてほしい」と振り返りの重要性について激励の言葉がありました。

● 交換留学生らが摂大祭に模擬店を出店 10/6〜8

10月６日〜８日に行われた摂大祭で、留学生と本学の留学生サポーターが協力して模擬店を出
店しました。出し物は「チヂミ」と「トッポギ」で、本格的な風味が人気を呼んでいました。
ま た 、韓 国 か ら の 交 換 留 学 生 の ひ と り が 、M s . ＆ M r . U N I V E R S I T Y o f S E T S U N A N
COLLECTIONに出場しました。
模擬店の留学生とサポーター

■ 11 月

● 留学生が常翔啓光学園高校主催の
「異文化交流会」
に参加 11/2

11月２日（金）、本学で学ぶ留学生10人（韓国５人、中国３人、インドネシア２人）が、常翔啓光学
園高等学校１年生を対象にした異文化理解の授業である「留学生交流会」に参加し、自国の文化に
ついて紹介しました。
このプログラムは、高校生が留学生の出身国の文化・生活・言語・宗教などについて理解を深め、
多文化共生の視点を学ぶことを目的としており、今年で８年目を迎えます。
留学生の中には、この秋に来日したばかりの学生もおり、この日のために、パワーポイントデー
タを作成し、一生懸命、発表の練習に取り組んできました。
発表の冒頭では留学生は少し緊張した面持ちでしたが、発表後の質問コーナーでは高校生と活
発な交流ができました。留学生、高校生の双方にとって異文化を知る良い機会になりました。

● 義守大学（台湾）
と学術交流協定を締結

自国の文化を高校生に紹介

11/8

11月８日、義守大学（台湾）の林麗娟副学長と李守愛応用日本語学科主任兼国際事務所顧問が学
術交流協定締結のため本学を訪問しました。
同大学は1990年創立の台湾南部高雄に位置する文理９学部を擁する総合大学です。今回の協
定締結は、両大学間の教育と研究における協力と学術交流の促進および学生交流について合意す
るもので、今後さらなる両大学間の交流が期待されます。

協定を締結した義守大学副学長と八木学長

● 交換留学生が徳島県へ見学旅行 11/21〜22

11月21日〜22日、本学で日本語を学んでいる交換留学生７人が、大阪大学が実施する見学旅行
に他大学留学生とともに参加し、徳島県を訪れました。
１日目は、上坂町で藍染めを体験。そのあと、脇町を見学しました。２日目は、祖谷のかずら橋を
見学したあと、鳴門の渦潮を見学しました。
学生たちは見学・体験を通して日本文化にふれることができ、充実した２日間を過ごしたよう
です。
日本の文化を肌で感じた
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■ 12 月

● マレーシア科学大学（マレーシア）
と学術交流に関する覚書を締結 12/10

12月10日、本学はマレーシアのマレーシア科学大学と学術交流に関する覚書を締結しました。
マレーシア科学大学は1969年にマレーシア２番目の大学としてペナン州に設立された国立総
合大学です。応用科学工学系、教養系、基礎科学系、医学系の27学部と25の研究センターを設置し
ており、約30,000人の学生が在籍しています。
本学は2018年度夏期にマレーシア科学大学日本文化センター主催による短期海外派遣プログ
ラムに学生を派遣し、すでに両大学の交流がスタートしていますが、今回の協定締結を機会に、今
後、
幅広い交流が期待されます。

協定を締結したマレーシア科学大学
日本文化センター長と八木学長

● 日本語スピーチコンテストを寝屋川市国際交流協会と共催で実施 12/15

12月15日、寝屋川キャンパスで開催された本学国際交流センターと寝屋川市国際交流協会に
よる「日本語スピーチコンテスト」で、中国・常州大学からの交換留学生キュウ・シンイさんが審査
員特別賞を受賞しました。本コンテストは今年で６回目を迎え、本学留学生８人と寝屋川市在住
の外国人４人が参加して行われました。
今年のテーマは「忘れられない○○」。スピーチでキュウさんは「母からの手紙で涙を流したこ
とが忘れられません。大学入試前の模擬試験で失敗をしてしまったときに母が『お母さんはいつ
もあなたを信じています。入試がんばって！』と手紙で励ましてくれたことが自信になり、力をも
らいました」と話しました。なお、最優秀賞は、寝屋川市在住のベトナムから来日したグエン・
ティ・フィーさんが受賞しています。
また本コンテストの司会を藤原 正大さん（外国語学部４年）
が務めました。

査員特別賞を受賞したキュウさん

■ 1 月〜 2 月

● 日本語・日本文化ウィンタープログラムの留学生が来日 1/28〜2/23

１月28日から２月23日まで、日本語・日本文化ウィンタープログラムに25人の韓
国人学生が来日し、本学で日本語や日本文化を学びました。来日したのは、釜山にあ
る東明大学の学生たちです。今回、東明大学からは初めての本学での受入れとなりま
した。
留学生たちは、大学で日本語や日本文化の授業を受けたほか、校外研修としてパナ
ソニックミュージアムやユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたり、節分や書道
などの日本文化を学びました。

■2月

● 交換留学生の修了式を開催

書道を楽しんだウィンタープログラムの学生

2/8

２月８日、摂南大学で半年間または１年間の留学生活を送った交換留学生らが修了式を迎えま
した。
この日の修了者は、韓国の大田大学生５人と中国の常州大学生２人でした。
それぞれ、八木学長から修了証書を授与され、その後、留学生活を振り返って、感想を述べまし
た。
修了式の後は、先生方や留学生サポーターと一緒にフェアウェルパーティーに参加し、最後ま
で楽しく歓談していました。
感動の思い出を胸に修了

● 交換留学、春期海外派遣プログラムの結団式を実施

2/13

交換留学、春期海外派遣プログラムに出発する学生たちの結団式を、
２月13日に開催しました。
参加者は、韓国の大田大学校への交換留学１人、台湾の淡江大学への中国語研修が４人、フィリ
ピン・セブ島への英語語学研修プログラムが16人です。参加許可証が授与され、全員がプログラム
にかける意気込みを決意表明しました。
海外でしか得られない体験と生きた語学を学び、また、ひとつ大きくなって帰国してくれるの
を楽しみにしています。
交換留学に臨み、決意表明する学生
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国際交流センターの Facebook・Twitter に注目
国際交流センターでは、国際交流や留学に関心のある人のコミュニティをつなぐため、
FacebookやTwitterを公開しています。最新のニュースなど役立つ情報がいっぱい。
皆さん、ぜひ当ページにアクセスし、
「いいね！」をクリックして参加してください。
検索キーワードは「Setsunan University International Center」
です。

留学生の方へ

向学心に燃え、勉学に励む外国人留学生のために、摂南大学では授業料減免制度や独自の奨学金制度を設けています。また、財団などの学外

奨学金についても、国際交流センターが申請のお手伝いをしています。詳しくは、国際交流センターまでお問い合わせください。

◆外国人留学生授業料減免制度：

◆その他民間団体の奨学金：
（過去の採択実績）

学部・大学院の正規課程に在籍する私費外国人留学生のうち一定

・ 岡畑清風奨学金（ 財団法人大阪国際交流センター奨学金）

の条件を満たす留学生には授業料を減免しています。

・公益財団法人

◆各種奨学金：

・株式会社 総合資格 総合資格学院奨学資金助成事業

大遊協国際交流・援助・研究会

奨学生

・公益財団法人 朝鮮奨学会

・外国人留学生学内奨学金：
学部・大学院の正規課程に在籍する外国人留学生のうち一定の

・公益財団法人 西村奨学財団 奨学生

条件を満たす留学生に摂南大学が提供する奨学金です。

・公益財団法人 日本国際教育支援協会 JEES一般奨学会
・公益財団法人 平和中島財団 外国人留学生奨学生

・文部科学省留学生受入促進プログラム：
独立行政法人日本学生支援機構が給付する奨学金です。本学が

・特例財団法人 安原記念福祉財団 奨学金

日本学生支援機構に代わって選考し、推薦者を決定します。

・財団法人 ロータリー米山記念奨学会

長期交換留学派遣について
◆摂南大学の海外協定大学で半年から１年間、留学するプログラムです。協定大学では現地の学生はもちろんのこと、他国からの留学生と共に
学びます。長期間、海外で学び、生活することで、語学力は勿論、
コミュニケーション能力や異文化理解力が身につきます。
◆長期留学は事前準備期間が必要です。学生の間に長期留学を希望する場合は、早めに国際交流センターにまずは相談に来てください。
留学期間：半年または1年 ・学籍の取扱い：留学期間中は
「休学」 ・応募資格：２年次以上の学業成績が概ね良好な者
留学期間中の学費の取扱い：本学には在籍料（半期6万円／通年12万円）
を納入、留学先大学の「学費」
は免除。
単位認定：言語コースは対象外。学部の授業科目聴講の場合、渡航前に所属学部に確認をすること。
その他の経費：旅費、生活費、保険等は各自が負担。

■交換留学が可能な大学
韓国

国
地域

協定大学

派遣
学事暦
人数

大田大学校

３名 3月
※1 スタート

台湾

南台
科技大学
大葉大学

9月
２名
スタート

語学条件※2
韓国語教育院での韓国語学習：不問
学部の授業：TOPIK3級以上又はTOEIC730点以上
中国語センターでの中国語学習：不問
学部の授業：TOCFL3級、
HSK6級以上、
又はTOEFL-iBT63、IELTS5.0以上

マレーシア

中国語センターでの中国語学習：不問
学部の授業： HSK4級（中検3級）
以上

寮費※4
免除
NT$12,500〜$33,200/18週
（5万〜13万円）
NT$21,500〜$40,000/年
（8万〜14万円）

キャンパス内寮
Intensive English Program※3：不問、
ただし学費は実費。
約RM1600
（約4.3万円）
/1セメスター。
マレーシア
2月
1学期5週間〜7週間で1,450USD。
キャンパス外コンドミニアムは
２名
科学大学
スタート 学部の授業：原則、TOEFL:PBT550点以上、IELTS5.0以上
RM800〜RM1200程度
（これに満たない場合は要相談）
（約2.1万〜3.2万円）
/月額

※1 大田大学校への派遣人数枠は、学園3大学からの最大人数。
※2 一定の語学条件をクリアできれば、現地言語もしくは英語で開講されている学部の授業を受講することができます。
ただしこの条件は協定校の事情により変更
される場合があります。
※3 大学入学前の予備的英語学習プログラム。
※4 ここで紹介している寮費は目安です。協定校や現地の事情により変更される場合があります。

キャンパスで国際交流
国際交流センターでは、留学生との交流グループ「留学生サポーター」に参加する学生を募集しています。留学生サポーターの活動は、主に
交換留学生の生活支援（寮周辺・通学路・キャンパスの案内、役所･銀行などへの書類手続きの補助など)、校外研修などの引率や、宿題の相
談に乗るなどの学習面でのサポート、
さらに留学生のためのレクリエーションや、交流会などのイベントの企画などさまざまです。留学生サポーター
の活動を通じて、
日本にいながら国際交流の機会が得られ国際性を養うことができます。留学生と築いた友情は、
かけがえのない財産になるで
しょう。対象は以下の方です。参加を希望する学生は、国際交流センターまでご連絡ください。
・留学生との交流に関心がある人
国際交流 Newsletter 2019（第7号）
・海外に興味がある人
発行日 ： 2019年3月
発 行 ： 摂南大学 国際交流センター
（寝屋川キャンパス ３号館４階）
・海外に友達をつくりたい人 など
連絡先 ： Tel ： 072-839-9432
（開室時間 ： 月〜金9：00〜18：30 土9：00〜17：00）
E-mail ： SETSUNAN.Kokusai@josho.ac.jp
Facebook・Twitter 検索 :「Setsunan University International Center」
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