摂南大学国際交流センター

Setsunan University International Office

国際交流 Newsletter Spring 2015

短期留学生のフェアウェルパーティーにて

摂南大学国際交流センターから Newsletter 第３号発刊のごあいさつ ………………………………………………
Greeting from International Office of Setsunan University
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

ジー、スペイン、ドミニカ共和国からの 27 人の正規留学生が在籍しています。

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

ほかにも、中国人研究生１人と、協定校の韓国・大田大学校から交換留学生

留学生サポーター制度導入など手厚い生活支援を行い、キャンパスの

６人、タイ・泰日工業大学から交換研修生８人を受け入れています。

国際化を図るべく日々努力しています。

今号では、これら留学生の活動状況や一般学生の短期派遣プログラムな

2015 年５月１日現在、本学には、中国、韓国、ベトナム、トンガ、フィー

ど、本学における国際交流活動の一端をご紹介いたします。

2015 年春期海外派遣プログラム実施報告 ……………………………………………………………………………
International Office hosts 2015 Spring Overseas Training Program for the first time
当センターは２～３月の春休み期間、台湾での中国語研修とサイパンでのリーダーシップ育成研修を初めて実施しました。出発に先立ち、２月 16 日（月）に
結団式が行われ、研修参加者は今井学長をはじめ関係者から激励を受けました。
中国語集中プログラム（淡江大学）

サイパン研修

３月 1 日（日）～14 日（土）の２週間、本学の学生２人が、淡江大学中国語

UNGL（西日本リーダーズ・スクール）主催のサイパン研修（リーダーシッ

センターが提供する中国語集中プログラムに参加しました。広々としたキャ

プチャレンジ in サイパン）に本学学生 1 人（当時 4 年生）が参加しました。

ンパスにある学生寮に滞在し、外国人向けにレベル別に分けられたクラス

UNGL 加盟大学 18 校から 81 人の学生と 27 人のスタッフが集い、2 月 21

で中国語を勉強。また教室内の授業だけでなく、博物館、お寺など校外見

日(土)～28 日(土)までの 8 日間、サイパンの中学校で教育実習生として、

学にも参加して、台湾の歴史や文化を学びました。外国語学部の女子学生

英語で日本語や日本文化に関する授業を行いました。今回参加した学生

（当時 1 年）は、「出会う人すべてが親切にしてくれ、不安だった 2 週間を何

は、「今まで逃げてきた自分の弱さに気付くことができ、研修中に一つ克服

不自由なく過ごすことができました。この 2 週間は本当に充実していて、参

することができて、自分への自信に繋がりました。他大学の学生と一緒に

加してよかったです」と感想を寄せてくれました。

参加することで、たくさんの刺激を受け、仲間もできました。この経験を今後
の人生に生かしたい」と話していました。
淡江大学の広々としたキャンパス
（淡水キャンパス）

実習最終日のジャパン・フェスティバル
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2015 年度夏期海外派遣プログラム参加者募集
本学が提供する海外派遣プログラムは参加形態もさま

Summer Overseas Training Programs ………………………

目的意識

ざまに、海外での文化体験を中心とする「スタートアップ
型」や、語学等の具体的な目的を設定した「目的設定型」
トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム

があり、外国語学部は独自の海外留学制度を設けていま
す。また学科・ゼミ・研究室単位で海外 PBL を提供してい

学部・学科で実施される海外 PBL

ます。国際交流センターでは、「スタートアップ型」と「目的

外国語学部の中・長期留学

設定型」の海外派遣プログラムを提供しています。
今年の夏は寝屋川キャンパスの学生を対象に、韓国、

目的設定型（語学研修 etc.）

タイ、台湾、メキシコ、アメリカへの文化体験プログラムと、
目的設定型としてカナダでの語学研修、インドネシアでの

スタートアップ型（文化体験）

企業訪問を行うプログラムを実施する予定です。また、枚
方キャンパスの学生には春休みに、ベトナムでの文化体
験や英語圏での語学研修を案内する予定です。海外留

1 年次

2 年次

3 年次

4 年次

大学院

学に興味のある学生さんがいましたら、国際交流センター
までご相談ください。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

スタートアップ型（文化体験）
【Korea】韓国文化体験（大田大学校）
・派遣期間： 2015 年８月 12 日（水）～８月 31 日（月）
・参加費用： ６万円弱程度（渡航費・宿泊費・食事代を含む）
・募集人数： 学園３大学合計 30 人 （全学部、全年次を対象）
・概要： 学園の協定校である大田（ﾃｼﾞｮﾝ）大学校（大田広域市）で、午前中は韓国語の基礎
を学び、午後は韓国文化を学び実際に体験するプログラム。大学寮に滞在し、現地学
生スタッフによるサポートあり。
・単位認定： なし
【2014 年度プログラム参加学生の声】
今回の研修では現地の学生スタッフ、バディー、先生と交流し、異国の文化に触れることが
でき、充実した 20 日間となりました。あっという間で、また行きたいという気持ちになりました。
（理工学部 ２年生）

ソウル観光にて記念撮影をする参加３大学の学生と大田大学校関係者

【Thailand】タイ文化体験（泰日工業大学）
・派遣期間： 2015 年８月 20 日（木）～８月 31 日（月）
・参加費用： ８万円程度（渡航費・宿泊費・朝食代を含む）
・募集人数： 大阪工業大学と合わせて 10 人 （全学部、全年次を対象）
・概要： 協定校である泰日(ﾀｲﾆﾁ)工業大学(バンコク)が実施するサマープログラムへの参加。
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。現地学生によるサポートあり。
・単位認定： なし
【2014 年度プログラム参加学生の声】
タイに行った一番の目的は建築物を見ることです。実際タイに行ってみると、古い町並みで
したが、そのような町の一部に先進国にあるような高層ビル、歴史を感じさせられる寺院が点

タイのプログラムに参加した摂南大学の参加学生たち

在していました。その国の風土、時代にあった建築物を見て日本との違いを知り、建築につい
て考えることができました。この研修を終えて、今まで以上に英語や建築の勉強に力を入れた
いと思いました。（理工学部 ２年生）

New 【Taiwan】台湾文化体験 （台南市）
・派遣期間： 2015 年８月 16 日（日）～８月 30 日（日）
・参加費用： 20～25 万円程度（渡航費・宿泊費を含む）
・募集人数： 10 人 （全学部、全年次を対象）
・概要： 台南市にある南台科技大学で中国語（台湾語）の授業を受講。広々としたキャンパス
や充実した設備のなかで勉強できます。宿泊は学生寮。週末に 1 泊２日のホームステ
イも体験できます。
・単位認定： なし
南台科技大学の広大なキャンパス

2

摂南大学国際交流 Newsletter Spring 2015
New 【Mexico】メキシコ文化体験 （グアナフアト大学）
・派遣期間： 2015 年８月 17 日（月）～９月１日（火）
・参加費用： 35～45 万円程度（渡航費・宿泊費・食事代を含む）
・募集人数： 10 人程度 （全学部、全年次を対象）
・概要： グアナフアト大学で初級スペイン語の授業を受講。スペイン語を学びたい人、日本と
全く違う環境で新しいことにチャレンジしたい人にお勧めです。滞在期間中は人間味あ
ふれるメキシコ人家庭にホームステイし、メキシコの衣・食・住をどっぷり体験します。
グアナフアトは、世界遺産にも登録されている色とりどりの美しい建築で有名な街です。
そんな街にある大学で、日本とは全く違う異文化を体験してみませんか？
・単位認定： なし
グアナフアト市街と大学を一望する丘から

【USA】アメリカ文化体験 （シアトル）
・派遣期間： 2015 年８月 19 日（水）～８月 29 日（土）
・参加費用： 30 万円程度（渡航費・宿泊代・朝食代を含む）
・募集人数： 学園３大学合計 20 人程度 （全学部、全年次を対象）
・概要： 午前中に日常英会話の授業を受け、午後はシアトル市内の文化施設等を訪問、
MLB 観戦などして、英会話を実践。ハイライトとなる日系人高齢者福祉施設への訪問
では、日本で準備したレクリエーションでお年寄りと親睦を深める。
・単位認定： なし
【2014 年度プログラム参加学生の声】
今回の研修で一番楽しかった大事な思い出は、外国の人とじっくりと話せた事です。色々な
人と様々な内容、価値観で、言葉の壁を感じつつも、それを必死に伝えようと努力し、相手の

シアトルダウンタウンの公園で記念撮影する参加３大学の学生たち

人も何とか私のつたない英語を頑張って理解しようとしながら会話ができたからだと思います。
（理工学部 １年生）

目的設定型
New【Canada】カナダ語学研修 （バンクーバー）
・派遣期間： 2015 年８月 23 日（日）～９月６日（日）
・参加費用： 約 45 万円（渡航費・宿泊代・食事代を含む。ただし、外食は自己負担）
・募集人数： 人数制限なし （外国語学部以外の２年生以上を対象）
・概要： バンクーバー（カナダ）で英語を集中的に学ぶプログラム。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： 「海外語学研修」として２単位認定
【2014 年度プログラム参加学生の声】 ※アメリカ・ベルビュー大学で実施
このプログラムで英語がもっと好きになり、英語をもっとたくさん知って、またアメリカに訪れ
たいと思えました。今後の英語学習や海外への関心をより深めることができ、以前の自分より
成長できたと思います。（経済学部２年生）

アメリカ・ベルビュー大学での語学研修に参加した３大学の学生たち

【Indonesia】インドネシア研修 （ジャカルタ）
・派遣期間： 2015 年８月 18 日（火）～９月３日（木）
・参加費用： 25 万円程度（渡航費・宿泊代を含む）
・募集人数： 10～15 人程度 （全学部、全年次を対象）
・概要： ジャカルタのＬＩＡ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。
・単位認定： なし
【2014 年度プログラム参加学生の声】
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）
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2014 年 10 月からの国際交流活動

News from October 2014 …………………………………………

●１０月 October

ら本学の留学生らが協力しています。
大田大学校留学生は、韓国ではやっているポップミュージックやドラマ、

韓国の短期留学生が摂大祭に模擬店を出店

料理、美容、韓国と日本の学生生活の違いについて紹介しました。質疑応

Korean exchange students make a sale of Korean pancakes at a booth
of university festival

答で生徒は、「韓国の受験の厳しさについて教えてほしい」などと質問して

10 月 11 日(土)と 12 日(日)に行われた摂大祭で、韓国・大田大学校から

いました。

の交換留学生４人が、留学生サポーターと一緒にチヂミ販売の模擬店を出

中国人留学生は、中国の気候や衣食住の文化について、北と南に分け

店しました。

てその特徴を紹介。質疑応答では「日本の中華料理は中国本場のものと

この模擬店は留学生たちが自ら企画。出店までは、説明会に参加したり、

は違いますか？」という生徒の質問に、「日本の中華は甘いです。中国では

保健所の審査をクリアしたり、道具・材料をそろえたりと、日本語が十分で

地方によって辛いものなど色々あります」と答えていました。

はない彼らにとっては山あり谷ありの道のりでしたが、何とかそれを乗り越

ベトナムからの留学生はベトナムの観光地、伝統料理や伝統衣装につ

えて出店にこぎつけました。

いて写真やビデオを見せながら紹介。「ベトナムと言えばこれ！もしくはこの

また、どれぐらい売れるか不安もありましたが、留学生たちは、１枚 200

人！というのはありますか」とう生徒の質問に、「有名な革命家のホーチミン

円のチヂミ（キムチ、ニラ、じゃがいもの３種類）を２日間で 400 枚以上という

という人がいます。ベトナム最大の経済都市の名前になっています」と答え

予想以上の売り上げを達成し、満足そうな笑顔を見せてくれました。この経

ていました。

験は、学生たちにとりましてこれからの学生生活や将来への貴重な経験に

最後にスペイン人留学生は、スペインの有名な料理や食習慣、お祭り、

なったことと思います。

日本語と発音は同じでも意味が全く違うスペイン語など、ビデオを見せなが
ら楽しく興味深く紹介してくれました。
生徒たちは、外国について関心が高く、留学生の話に熱心に耳を傾けて
いました。留学生たちも、普段は接する機会のない日本の高校生と触れ合
うことができ、とてもいい機会だったと笑顔で感想を述べていました。この双
方にとって有意義な交流会は、今年も開催される予定です。

チヂミを焼く留学生と留学生サポーターたち

韓国文化や韓国と日本の学生生活の違いについて紹介する韓国からの留学生

終了後記念撮影する留学生と常翔啓光学園高校関係者

米山奨学生ふれあいスピーチコンテストで「特別賞」受賞

模擬店を出店した留学生と応援の留学生サポーターたち

Korean international student wins a special award at a Japanese speech
contest held by Rotary International District 2660

●１１月 November

11 月８日(土)、ホテルニューオータニ（大阪市中央区）で行われた国際ロ

常翔啓光学園高主催「留学生交流会」で生徒と交流

ータリー第 2660 地区主催の「第 5 回米山奨学生ふれあいスピーチコンテス

Setsunan international students participate in a cross-cultural understanding
class held by Josho Keiko Gakuen High School

ト」に、大田大学校の交換留学生と工学研究科電気電子工学専攻２年生
朴 商云（ﾊﾟｸ ｻﾝｳﾝ）さんが参加し、見事「特別賞」（最優秀賞、優秀賞に続

11 月８日(土)、本学の留学生８人（韓国４人、中国２人、ベトナム１人、ス

く賞）を受賞しました。

ペイン１人）と、大阪工業大学の留学生３人（インドネシア２人、サウジアラ
ビア１人）が、常翔啓光学園高校の全１年生 381 人を対象に実施された異

このコンテストは、公益財団法人ロータリー米山記念奨学会の奨学生に

文化理解の授業の一環で「留学生交流会」に招かれ、自分の国の文化や

選ばれた留学生が、日本語でスピーチを行うものです。朴さんは「それでこ

習慣、日本との違いなどを紹介しました。

そ米山奨学生」という題で発表。所属している香里園ロータリークラブの会

この交流会は、授業を通じて生徒たちが外国の文化・生活・習慣などを

長やカウンセラー、そしてクラブを支えるロータリアンの方々から学んだこと

知ることにより、国際間のトラブルを避け、お互いが理解し合える社会を将

について触れ、社会貢献の精神を受け継いで自分に続く世代を支える人間

来築けるようになることを願って、同高校が毎年開催しており、2011 年度か

になりたい、とスピーチしました。
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大阪大学や関西大学の留学生が多数参加する中、朴さんのスピーチは
堂々たるものでした。スピーチ終了後、朴さんの応援に駆け付けてくださっ
た香里園ロータリークラブのカウンセラーの先生や会長さんから、「朴さん
のが、一番良かったよ」と感想を頂きました。朴さんも「一番伝えたかった相
手に感謝の気持ちを伝えることができてよかった」と、嬉しそうに話していま
した。

美しい器で供された抹茶と季節感あふれる和菓子（ノ・ウンシルさん撮影）

短期留学生が淡路島・徳島方面への見学旅行に参加
Korean exchange students participate in a field trip to Awaji Island and
Tokushima
大田大学校の留学生４人が、11 月 26 日(水)から１泊２日で淡路島・徳島
方面への見学旅行に参加しました。これは、大阪大学・日本語日本文化教
育センターが、文部科学省から助成を受けている日本語・日本文化教育関
係共同利用拠点事業のプログラムとして実施した留学生向けの実地研修
で、本学も同事業に参画しています。
留学生らは、バスに分乗して大阪大学を出発。初日は、お香作り、うずし
お見学、阿波踊りを体験しました。お香作りは「好きな香りや色を選んで、

スピーチコンテストに参加した本学の留学生と関係者

好きな形に作れるのが興味深かった」、阿波踊り体験は「一番印象に残っ

日本文化体験会『国際交流茶会』に本学留学生が参加

た。実際に踊りをやってみて、いろんな国の人たちが一つの心になったよう

Setsunan international students participate in “International Tea Ceremony”
and experience Japanese culture

で、本当によかった」と感想を寄せてくれました。２日目は、かずら橋（徳島
県三好市）やうだつのある町並み（徳島県美馬市）を見学。つるを編んでで

11 月９日(日)、本学の留学生５人（韓国３人、中国２人）が、大阪国際交

きたかずら橋は、「渡るのに緊張したが、とても印象に残った。紅葉がきれ

流センター（大阪市天王寺区）で行われた留学生のための日本文化体験会

いだった」「うだつのある町並みはとても美しく、韓国の伝統的建築とは全然

「国際交流茶会」に参加し、着物を着て茶道の体験をしました。

違っていた」と話していました。

このイベントは、大阪府国際交流財団の後援と協力により、茶道裏千家

この研修を振り返って留学生は、「留学生活において、忘れられない思い

淡交会大阪西青年部が主催したものです。午前と午後の２部に分かれ、そ

出になった」、「大阪大学の留学生と交流ができてよかった」「普段、行く機

れぞれ約 60 人の留学生が、着物の着付け、お茶席での茶道体験、折り紙

会があまりないところに行けて、食べたことのないものを食べ、珍しい体験

や将棋など日本文化を体験しました。

をしながら、他の国の人たちと日本語で話すのはとても大切な経験になっ

大田大学校のノ・ウンシルさんは、「和菓子の甘味と抹茶の苦味がお互

た」などと感想を述べ、日本での思い出が一層増えたようでした。

いに調和して、とてもいい味わいになりました。着物は韓国の韓服(ﾊﾝﾎﾞｸ）
とは似っていますが、着物の独特な感じが良かったです。また、いろんな国
から来た留学生と一緒に体験して楽しかったです」と感想を述べました。

旅館での夕食風景

抹茶を自分で作る韓国人留学生（ノ・ウンシルさん）

かずら橋で記念撮影する本学の留学生
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●１２月 December

クリスマスビブリオバトルで留学生が最優秀賞を受賞
Korean exchange student is chosen for the best presenter at the Christmas
Bibliobattle held by Setsunan University Library

留学生サポーターがクリスマスパーティーを企画
International student supporters host a Christmas party

12 月 19 日（金）、図書館主催の第４回ビブリオバトルが開催されました。

12 月 13 日（土）、寝屋川キャンパス留学生ミーティングルームで、クリス

これは、好きな本を持ち寄った複数のバトラー （発表者）が、その本の面

マスパーティーが開催されました。

白さを５分間で伝え合い、最後は参加者全員の投票で 「最も読みたくなっ

このイベントは、本学の留学生サポーターが企画したもので、サポーター

た本」（チャンプ本）を決めるゲームです。

９人と韓国人留学生４人、中国人留学生２人が参加しました。留学生たち

出場バトラー４人の中の１人は、大田大学校のハン・ソルさんで、行方不

の出身国のパーティーゲームをして遊んだ後、互いに持ち寄ったプレゼント

明になった母親と家族の絆を描いた韓国のベストセラー小説「母をお願い」

を交換し合いました。クリスマスケーキをカットする際には、サポーターの 1

（申 京淑 著）を紹介しました。本学での 10 カ月の学習成果を示す流ちょう

人がサンタの衣装を着て登場し、とても盛りあがっていました。参加者はと

な日本語の紹介が聴衆の共感を得て、見事チャンプ本を獲得しました。

ても楽しい時間を過ごしたようです。

「チャンプ本」ハンさん発表の様子
クリスマスパーティーを楽しむ留学生とサポーター

●１月 January

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

短期留学生が海南市黒江への校外見学に参加

Setsunan University International Center hosts Japanese Speech Contest
with Neyagawa City International Exchange & Friendship Association

Korean exchange students participate in a field trip to Kuroe, Kainan
１月 20 日(火)、大田大学校の留学生が和歌山県海南市黒江への校外見

12 月 14 日(日)、国際交流センターと寝屋川市国際交流協会の共催によ

学に参加しました。黒江は、紀伊水道に面した人口 2,200 人ほどの小さな町

り、寝屋川市立市民会館で「日本語スピーチコンテスト」を開催しました。当

で、紀州漆器（黒江塗）の生産地として知られています。

初 10 月の摂大祭期間に予定していましたが、台風の影響で中止になり、同

この校外見学は、大阪大学・日本語日本文化教育センターの共同利用

協会主催の「多文化フェスタ」で発表する機会を与えていただきました。

拠点事業に本学も参画している関係で、招待されました。

出場者は、本学留学生８人と寝屋川市の日本語教室受講者１人の合計

古民家を改修した「黒江ぬりもの館」では、黒江塗の研ぎ出し体験。花び

９人。出場者は「日本の味」をテーマに３分間のスピーチを行いました。文字

らの形をしたお皿に鉛筆で思い思いのデザインを描き、水で濡らした紙や

通りの食べ物、飲み物の「味」から、「趣」という意味での「味」まで、それぞ

すりで研ぎ出しをしました。想像していたよりも力が必要で難しく、思い通り

れ思い思いの「味」について、エピソードとともに紹介してくれました。

の絵柄にするのに苦労している様子でした。完成品は、仕上げ塗りをしても

審査結果の発表は大ホールで会場の聴衆全員の投票により行われ、最

らって約１カ月後に届きました。

優秀賞は大田大学校留学生のハン・ソルさんに、優秀賞はタイ出身で寝屋

その後は黒江の町を散策。入江を埋め立てて作られたため、各家の前

川市日本語教室受講生の六車(ﾑｸﾞﾙﾏ)ルジパーさんに、特別賞は大田大

に三角形の空き地のある「のこぎり歯状の町並み」や、高台にあるお寺を見

学校のノ・ウンシルさんに授与されました。

学したりしました。紀州漆器の産地らしく、漆を練るのに使ったという大きな

受賞後のインタビューでハンさんは、「ここに来るまではすごく緊張しまし

桶が立てかけてある家があったり、津波に備えての海抜の表示板などがあ

たが、こんな機会は韓国でも滅多にないので経験できてよかったです」と話

ちこちに見られたりと、学生たちにとって日本への理解をさらに深める良い

してくれました。多くの寝屋川市民の方に留学生が頑張っている様子を見

機会になりました。

ていただいたことは、彼らにとって励みとなり、地域とのつながりを大切にし
ている本学にとっても有意義なイベントとなりました。

できあがった作品を披露する留学生
（左からイ・ヒョンジンさん、ノ・ウンシルさん 、チェ・スンイルさん）

出場者記念撮影（後列右 3 番目から順に優秀賞の六車ルジパーさん、
特別賞のノ・ウンシルさん、最優秀賞のハン・ソルさん）
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●２月 February
大田大学校留学生の修了式を開催
International Center holds a completion ceremony for Korean exchange
students
11 カ月間の日本語研修を終えた 2014 年度大田大学校留学生４人の修
了式が２月４日(水)、寝屋川キャンパスで開催されました。
今井学長は留学生一人ひとりに修了証書を授与し、「日本での留学生活
の事を思い出しても、年数が経つごとに感じ方や理解が変わり、経験が育
っていきます。ずっとこれからも皆さんが幸せに世界に貢献されますように
祈っています」と祝辞を述べました。次に留学生一人ひとりが感想を述べ、
「日本での生活は忘れられない思い出になり、大阪が好きになりました。今
後就職する時も日本関連の仕事を探そうと思うようになりました」などと、話

現地学生たちとの交流の様子（後列左：山上さん、右：廣田さん）

してくれました。齋藤国際交流センター長は、「学校の勉強以外にもたくさん

●４月 April

のイベントに参加してくれました。留学で体験したことは、後からどんどん意

大田大学校から 2015 年度交換留学生来日

味を増やしていく、大事なものになってくると思います。韓国に帰ってもこの

Welcoming 2015 Korean Students from Daejeon University

経験が生きることを願っています」と応えました。

４月３日（金）、本学で日本語や日本文化を学ぶため、大田大学校から

式典に引き続き、留学生が後期に受講した特別演習科目の発表があり

2015 年度交換留学生６人（男子５人、女子１人）が来日しました。

ました。イ・ヒョンジンさんとノ・ウンシルさんは、外国語学部の「大衆文化論」

同８日には今井学長を表敬訪問し、留学生らは自己紹介で、それぞれ留

の内容を、ハン・ソルさんは「旅と観光の地理」の内容について発表しました。

学の目標を流ちょうな日本語で語りました。今井学長は「勉強でもなんでも

チェ・スンイルさんは、大阪大学の共同利用拠点事業の見学旅行について

長い時間をかけて経験を深めていくことが必要です。視野を広げ、世界の

参加報告を行いました。

かけはしになってくださることを期待します」と激励しました。

修了式の後に、留学生サポーターによる「フェアウェルパーティー」がスカ

留学生らは来年２月中旬までの約 11 カ月間、寝屋川キャンパス内の国

イラウンジで開催されました。サポーターたちは、留学生と過ごした思い出

際会館で生活し、国際交流センターが提供する日本語教育科目などを受

の写真を集めたスライドショーや、彼らの声を録画したビデオの上映を行い、

講します。

メッセージを書いた色紙を留学生にプレゼントするなど、最期まで別れを惜
しんでいました。

今井学長を表敬した大田大学校の 2015 年度留学生（後列左から、キム・ヒョンジュン君、
キム・ビョンヒ君、ムン・ヒョンウ君、イ・ウンボク君、イ・スンホン君、オム・ユンジョンさん）

泰日工業大学から 2015 年度研修生が来日

学長の言葉に聞き入る大田大学校の 2014 年度留学生

Welcoming 2015 trainees from TNI, Thailand
４月 16 日（木）、交流協定校のタイ・泰日工業大学から研修生 8 人が来

交換留学制度で本学生を大田大学校に初めて長期派遣

日。本学国際交流センターで約 3 週間、日本語を学びました。同 30 日（木）

Setsunan students start a-year-abroad exchange program in Daejeon
University

には校外研修で山岡金属工業ミュージアム「夢工房」（守口市）を訪れ、タコ

2014 年度から制度化した長期交換留学派遣制度で、住環境デザイン学

焼き器や無煙焼き肉テーブルなどの製作現場などを見学しました。

科４年の廣田千晴さんと経済学科４年の山上奈瑛さんが２月 25 日（水）、大

研修生らは５月７日（木）まで本学で学んだ後、大阪工業大学でさらに３

田大学校で約１年間、韓国語を学ぶため出発しました。

週間、「日本のものづくりに関するワークショップ」に参加しました。

本学と大田大学校は学生の交換については両校の協議書に基づき、毎
年同校から交換留学生を約１年間受け入れる一方、本学からは夏休みの
３週間、文化体験プログラムで学生を派遣してきましたが、セメスター単位
での長期派遣は初めてとなります。この制度は休学が前提になりますが、
参加学生は大田大学校での授業料と寮の部屋料が免除され、本学には在
籍料のみ納入するだけです。
２カ月目のレポートを通じて、廣田さんは「こちらの生活にも慣れ、韓国語
を話す機会もかなり増えました。日語日文学科の学生やサポートスタッフの
方が声をかけてくれるので、交友関係が広がり充実しています」と、山上さ
んは「韓国語の授業はハードですが、交流行事がたくさんあり、毎日楽しく
過ごしています」と近況を話しています。
2016 年度長期派遣の説明会は７月に実施する予定です。関心のある人
は、ポータルサイトから配信される案内に注意しておいてください。
山岡金属工業を見学した泰日工業大学の研修生
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2015 年度留学生ウェルカムパーティーを開催
2015 Welcome Party for International Students is held
国際交流センターは 4 月 16 日（木）、全留学生を対象にした 2015 年度

短期留学生が和歌山県由良町を訪問

今年度は正規留学生として中国から新入生２人とドミニカ共和国から３

Short-term students visited Yura in Wakayama
大田大学校と泰日工業大学の短期留学生 14 人が４月 22 日（水）、「大

年次編入生１人を迎えたほか、交換留学生として韓国・大田大学校の学生

学のふるさと」事業で協定を結ぶ和歌山県由良町で行われた校外研修に

６人とタイ・泰日工業大学の学生 8 人が来日し、全体では８カ国 42 人が学

参加しました。この研修は、日本の自然・文化に対する理解を深めるととも

んでいます。

に、地元民と交流し相互文化理解を図ることが目的です。

ウェルカムパーティーを寝屋川キャンパスで開催しました。

留学生らは、築 150 年の古民家を改修した地域交流施設「ゆらっと紀州」

オープニングには、中国戯曲学院を卒業し、安徽省銅陵市芸術劇院で
役者を務めていた外国語学部研究生の王文強さんが中国伝統芸能の「変

に立ち寄り、伝統的な日本家屋や隣接の薬草園を見学。由良中学校では、

面」を披露し、会場を盛り上げてくれました。参加者は自己紹介をはさみな

１年生 49 人と昼食を囲みながら自国の文化を紹介したり、ドッジボールや

がら、互いの出身国の文化や日本での生活の近況を語るなど、すっかり打

ジャンケンゲームなどのレクリエーションを楽しみ、身振り手振りの日本語

ち解けた様子で、親ぼくを深める良い機会になったようです。

を駆使して交流を深めました。最後に景勝地の白崎海洋公園にも立ち寄り、
同町をすっかり満喫した様子でした。
留学生らは「日本への興味が深まった」「和歌山の自然を感じることがで
きた」「地元の人と話すことができて良かった」などと話しています。

伝統芸能「変面」を披露する中国人研究生

「ゆらっと紀州」を訪れた留学生
ウェルカムパーティに参加した留学生と大学関係者

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 5 年間の採択実績）

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の条

・岡畑清風奨学金 （財団法人大阪国際交流センター奨学金）

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 大遊協国際交流・援助・研究会 奨学生

◆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

・外国人留学生学内奨学金：

・公益財団法人 朝鮮奨学会

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条件を

・公益財団法人 西村奨学財団 奨学生

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

・私費外国人留学生学習奨励費：

・公益財団法人 平和中島財団 外国人留学生奨学生

独立行政法人日本学生支援機構が給付する奨学金です。本学が日本

・特例財団法人 安原記念福祉財団 奨学金

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

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。

参加する学生を募集しています。
◆国際交流センターの Facebook を開設

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

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

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

つなぐため、このほどフェイスブックを開設しました。皆さん、ぜひ当ページ

留学生のためにサッカー大会や、交流会などのイベントの企画などさまざ

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。

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。また、留学生と築いた友情は、将
来大切な財産になると期待しています。
対象は：
 留学生との交流に関心がある人
 海外に興味がある人
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 海外に友達をつくりたい人 など
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