摂南大学国際交流センター

Setsunan University International Center

国際交流 Newsletter Spring 2016

２月 8 日に行われた大田大学校留学生のフェアウェルパーティ

国際交流センターから Newsletter 第４号発刊のごあいさつ …………………………………………………
Greeting from Setsunan University International Center
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

スの国際化を図るべく日々努力しています。

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

今号では、2016 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

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。

2016 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

8 月中旬～
約 3 週間
初級韓国語
韓国文化体験
学生寮宿泊

8 月中旬～
約 2 週間
学生交流
文化体験
ホテル宿泊

8 月 15 日(月)～
8 月 27 日(土)
初級中国語
文化体験
学生寮宿泊

8 月中旬～
約 2 週間
初級ｽﾍﾟｲﾝ語
文化体験
ホームステイ

時 期
内 容

インドネシア研修

カナダ語学研修

LIA 外国語大学
ジャカルタ企業
8 月中旬～
約 2 週間
初級ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語
現地企業訪問
学生寮宿泊

ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ・
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｶﾚｯｼﾞ
8 月 21 日(日)～
9 月 4 日(日)
習熟度別英語研修
ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ OP
ホームステイ
外国語学部以外の
２年次生以上

寝屋川キャンパスの学生

対象学生

春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

ベトナム薬学研修

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

国立薬用天然物研究所

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

3 月上旬～1 週間

3 月上旬日曜～2 週間

3 月上旬日曜～2 週間

3 月上旬～約 10 日間

内 容

研究室訪問、文化体験
ホテル宿泊

習熟度別中国語研修
文化体験、学生寮宿泊

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

対象学生

薬学部生

寝屋川キャンパスの学生

薬・看護学部の学生

全学生

※注意：今号で紹介する内容は、3 月 22 日時点での情報です。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： 2016 年 8 月中旬～約３週間
・参加費用： 10 万円弱程度（渡航費・宿泊費・食費を含む）
・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、午後は韓国文化を学び、実際に体験するプログラム。
現地学生との交流、１泊２日のホームステイあり。学生寮宿泊。
【2015 年度参加学生の声】
バディと毎日交流できたことで初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、言語を学ぶ楽しさを実感できました。（経営学部２年生）

ソウル市内にて記念撮影をする参加学生と大田大学校生

【Thailand】タイ文化体験（泰日工業大学）
・派遣期間： 2016 年 8 月中旬～約２週間
・参加費用： ８万円程度（渡航費・宿泊費・朝食費を含む）
・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。
【2014 年度参加学生の声】
バンコクの町を歩いていると、寺院が点在している一方で、近代的な高層ビルが立ち並ん
でいました。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。（理工学部２年生）
タイのプログラムに参加した摂南大学の参加学生

【Taiwan】台湾文化体験 （南台科技大学）
・派遣期間： 2016 年 8 月 15 日（月）～8 月 27 日（土）
・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。
【2015 年度参加学生の声】
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）

藍染体験をする参加学生

【Mexico】メキシコ文化体験 （グアナフアト大学）
・派遣期間： 2016 年 8 月中旬～２週間
・参加費用： 35 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
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。
【2015 年度参加学生の声】
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。
（建築学科 2 年生）
グアナフト大学で記念撮影する参加学生とグアナフト大学関係

【Taiwan】台湾中国語研修（淡江大学）

者

・派遣期間： 2017 年 3 月上旬の 2 週間（日曜出発、土曜終了）
・参加費用： 15 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： 新北市にある淡水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。学生寮宿泊。

校外学習先で記念撮影をする
学生スタッフと参加学生

【2014 年度参加学生の声】
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。校外研修では台北の
名所を見て歴史を学び、台湾についてもよく知ることができました。 （外国語学部２年生）
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【Vietnam】ベトナム薬学研修（国立薬用天然物研究所）
・派遣期間： 2017 年 3 月上旬～１週間
・参加費用： 1４万円程度（渡航費・宿泊費・食費を含む）
・募集人数： ５名程度 （薬学部生を対象）
・概要： 薬学部と交流協定を結んでいる国立薬用天然物研究所（ハノイ）でラボワークを
体験し、若手研究者と交流。ベトナム文化体験やユネスコ世界遺産の観光もあり。
【2014 年度参加学生の声】
大学で生薬について勉強できただけでなく、ベトナムの文化や風習に触れて、日本では
決してできないことを体験できました。（薬学部３年生）
薬草園で記念撮影する薬学部の参加学生

★目的設定型
【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： 2016 年 8 月中旬～約２週間
・参加費用： 25 万円程度（渡航費・宿泊費を含む）
・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。
【2014 年度参加学生の声】
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。

LIA 外国語大学の前で記念撮影をする参加学生と大学関係者

（外国語学部４年生）

【Canada】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： 2016 年 8 月 21 日（日）～9 月 4 日（日）
・参加費用： 約 45 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外国語学部以外の学生対象）
・概要： バンクーバーの語学学校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： 「海外語学研修」として２単位認定（外国語学部以外の２年次以上）
【2015 年度参加学生の声】
この研修を通して学んだことは３つあります。１つ目は会話を続けること。２つ目はプレゼ
ンテーションの仕方。３つ目はホストファミリーとの接し方です。帰国してから、もっと英語力
を身につけたい、もっと外国人と会話が取れるようになりたい気持ちが強くなりました。

終了証を手にして達成感を感じる参加学生

（経営学部３年生）

【Philippines】フィリピン語学研修（セブ医科大学付属ＥＳＬ）
・派遣期間： 2017 年 3 月上旬～２週間（日曜出発、土曜終了）
・参加費用： 約 21 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（薬学部と看護学部の学生対象）
・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： 「海外語学研修」として２単位認定（薬学部２年次以上）
【2015 年度参加学生の声】
CDU ESL の先生は、とても親切で丁寧に英語を教えてくださいました。この研修を終え、卒

CDU ESL キャンパスの様子

業後に世界に羽ばたく薬剤師になりたいという願望がさらに強くなりました。（薬学部２年生）

【Saipan】リーダーシップ・チャレンジ in サイパン (ＵＮＧＬ研修)
・派遣期間： 2017 年 3 月上旬～約 10 日間
・参加費用： 約 11 万円（渡航費・宿泊代・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。
【2014 年度参加学生の声】
この研修に参加して、自分の弱さに気が付き、それを克服することができました。他の大学
生と一緒に参加することで、刺激を受けとても実りのある研修になりました。
（経営学部３年生）
教育実習先のミドル・スクールにて
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2015 年７月以降の活動（ダイジェスト）

Digest News since July 2015 …………………・・・・・・……………

●７月 July
中国 常州大学の研修学生が来日

メキシコ・グアナフアト大学関係者が摂南大学を視察
We welcomed three visitors from University of Guanajuato, Mexico in
Neyagawa campus.

A short-term trainee student from Changzhou University, China came to
our campus for summer program.

9 月 21 日(月）、協定校のメキシコ・グアナフアト大学関係者３名が寝屋川

7 月 27 日（月）～8 月 7 日（金）まで国際交流センターが提供するサマー
プログラムに参加するため、中国・江蘇省の常州大学から研修学生１名と

キャンパスを見学に訪れました。８月に開校した同大学付属高等専門学校

関係者２名が寝屋川キャンパスにやってきました。研修生の名前はヨウ・セ

の短期インターンシッププログラム開発が目的で、一行はテクノセンターや

イイさん（外国語学部日本語学科）で、来日の翌日から授業が始まり、日本

１０号館の CＡＬＬ教室、ＣＡＤ教室、図書館、国際会館（学生寮）などを見学

語と日本文化を学びました。

しました。今後の相互交流が期待されます。
スペイン、ドミニカ出身の留学生やスペイン語留学から帰国した日本人

7 月 29 日（水）、寝屋川市を中心に活動されている「若竹の会」から沓水

学生が、通訳を手伝ってくれました。

頼子先生ほか９名をお招きし、「盆踊り教室」がスカイラウンジで行われまし
た。研修生のヨウさんのほかに、正規留学生や一般学生など合わせて約
40 名が出席しました。浴衣の着付けを教えていただくことから始まり、「炭
坑節」と「河内音頭」を実際に実演しながら習いました。海外からの留学生
は、盆踊りを初めて踊るという学生が多く、最初は音楽の速さに身体がつ
いていけませんでしたが、みんな笑顔で楽しんでいました。

テクノセンター前で記念撮影をするグアナフト大学の一行と関係者

イタリア・ＩＵLＭ生とインドネシア中学生らとの交流
We held a party with IULM University students (Italy) and Indonesian
junior high school students.

前列中央がヨウさん

●９月 September
イタリアＩＵＬＭ大学から研修生が来日

9 月 29 日（火）、本学の学生とインドネシア人中学生、イタリア人大学生と
の交流会をスカイラウンジで開催しました。
この交流会は、インドネシアの国際交流団体「Dejavato（デジャバト）」が実

Two trainee students from IULM University, Italy came to our campus for
internship.

施する日本文化体験プログラムに外国語学部が協力し毎年開催している

9 月 15 日（火）、協定校のイタリア・IULM 大学から研修生２名（ベロニカ・

もので、主にインドネシア・マレー語を専攻する学生と、体験プログラムで来
日したインドネシアの中学生が交流しています。9 月 15 日（火）から協定大

セッラさんとベロニカ・ヨッティ）さんが来日しました。
セッラさんは 12 月 9 日（水）までの約３カ月間滞在し、経済学部後藤教授

学のＩＵＬＭ大学生グループもスタディツアーで来日していたため、異文化交

の指導の下で、日本の酒造業の研究を、ヨッティさんは 10 月 13 日(火)まで

流を広げようと、合同での開催となりました。外国語学部と経済学部の学生

の約１カ月間滞在し、茶室建築の調査などを行いました。

なども加わり、総勢 100 名近くの参加者が集まりました。インドネシアの伝

セッラさんは、兵庫県丹波市の西山酒造場で１カ月間、住み込みのイン

統舞踊やイタリアの歌を互いに披露。さらに、日本舞踊「若竹の会」の協力

ターンシップで日本酒の製造法などを学びました。このほか、神戸市灘区、

で浴衣の着付けと盆踊り講習会も催され、会場は大いに盛り上がりました。

姫路市、滋賀県高島市、京都市、伊丹市、交野市等の酒造場を多数訪問

昼食時にはテーブルを囲んで、楽しそうに各国の言葉を教え合ったりしな

し、視察調査を行いました。また、キャンパスでは外国語学部や経済学部

がら歓談する姿が見られました。本学の学生たちも「語学力を磨いて、もっ

の授業でミラノ万博やインターンシップなどについて、本学学生にレクチャ

とコミュニケーションが取れるようになりたい」と語るなど、モチベーションが

ーしたり、ランチタイム・イングリッシュにも参加するなど、学生との交流も深

高まったようです。

めました。これら活動の成果を踏まえ、12 月 2 日(水)には研究発表を行い
「期待した以上の経験ができて、大変満足しています」と語ってくれました。
ヨッティさんは「学長はじめ多くの方々に温かく迎えていただき、日本人の
日常生活に触れる機会もあったため、本当の日本文化、日本人に接するこ
とができた」と話していました。

西山酒造でのインターンシップ
（右から 2 人目セッラさん）
交流会に参加したイタリア・インドネシアの学生・生徒と摂大生、若竹の会の皆さま

写真中央ヨッティさん(左) とセッラさん（右）
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●１０月 October
夏期海外派遣プログラム成果報告会を実施

あり谷ありの道のりでしたが、何とかそれを乗り越えて出店することができ

International Center held the accomplishment report session.

持ってお店に来てくれて嬉しかった」と、とても喜んでいました。この経験は、

ました。予想以上の売り上げに留学生たちも驚き、「たくさんの人が興味を
学生たちにとり、留学生活のいい思い出になったことと思います。

10 月 5 日 (月) 、2015 年度夏期海外派遣プログラムの成果報告会が
寝屋川キャンパスで開催されました。国際交流センター主催の夏期プログ
ラムには、韓国１１名、アメリカ５名、メキシコ９名、台湾１名、語学研修１０

●１１月 November

名、計３６名が参加。この日の報告会では、2015 年３月に実施した台湾・淡

留学生が啓光学園高校主催の「異文化交流会」に参加

江大学での中国語研修２名と経済学部が夏期に実施したオーストラリア短

International students participated in “The Cross-Cultural Event” held by
Josho Keiko Gakuen High School.

期研修８名も加わりました。

１１月７日（土）、留学生１３名（トンガ、フィジー、韓国、中国、インドネシア）

参加学生たちは実施プログラムごとに、現地で体験した内容や、研修を
通して学んだ成果をスライドにまとめ、発表しました。出席の先生方を代表

が、常翔啓光学園高校で実施された「異文化交流会」に参加。４９３名の高

し、今井学長（当時）は「皆さんの発表は、いずれも素晴らしく、実りある内

校生の前で自国の文化や、日本と自国の習慣の違いなどを紹介しました。

容で本当に良かったと思います。この研修の成果を１回きりで終わらせるこ

この取組みは、高校生が外国の文化・生活・習慣などを知ることにより、国

となく、今後の活動に生かしてください」と激励されました。

際間のトラブルを避け、お互いが理解し合える社会を将来築けるようになる
ことを願い、同高校が毎年開催しています。
留学生はそれぞれ出身国の文化や習慣について紹介。高校生たちは、
外国について関心が高く、日本の文化や習慣との違いに驚いていました。
最後まで留学生の話に熱心に耳を傾け、休憩時間も楽しそうに交流してい
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、とても良い機会になったようです。

プログラムごろに成果発表する参加学生たち（①シアトル研修）

常翔啓光学園高校の生徒と記念撮影をする留学生たち

⑤台湾研修（夏）
②メキシコ研修

留学生が「由良町観光インバウンドツアー」に参加
International students participated “Inbound Tour in Yura”.
11 月 21 日（土）、留学生 17 名（トンガ、フィジー、韓国、中国、インドネシ
ア）が経済学科の学生 4 名が企画した「由良町観光インバウンドツアー」

⑥台湾中国語研修（春）
③韓国研修

（訪日外国人観光ツアー）に参加しました。

（（（夏）

参加学生は、大引海岸到着後、地引き網を体験。釣ったアジ、サバ、ハマ
チなどを使ったバーベキューを楽しみました。新鮮な魚を刺身で味わおうと、
地元住民に教わりながら魚をさばいたり、漁師と交流するなど、賑やかな昼

④カナダ語学研修

食となりました。その後、白崎海洋公園の景色を眺めながらセグウェイ（電

⑦オーストラリア研修（経済）

動立ち乗り二輪車）を試乗。ほとんどの学生が初めての経験でしたが、すぐ
にコツをつかみ、風を切って美しい自然を満喫しました。このほか「醤油」

韓国の留学生が摂大祭に模擬店を出店

「金山寺味噌」発祥の地とされる興国寺を語り部とともに参拝するなど、由

Korean students and supporters opened a food booth in school festival.

良の歴史にも触れました。
実施後のアンケートでは、「初めての地引網はとても楽しかった」「白崎の
景色が印象的で、また友達と行きたい」などの声が上がっていました。留学
生にとって、「日本らしさ」を体験できたこのツアーはとても楽しいものであり、
充実した 1 日となったようです。

大田大学校留学生とサポーターの学生たち

10 月 10 日(土)から 12 日(月) に行われた摂大祭で、韓国・大田大学校
からの交換留学生 6 人が、留学生サポーターと一緒に韓国料理の屋台「韓
COOK」を出店。韓国でしか味わえないのり巻き風てんぷら「キムマリ」や２
種類の「チヂミ」を販売しました。
開店までは、保健所の審査をクリアしたり、道具・材料をそろえたりと、山

大引海岸で、力を合わせ網を引き上げる留学生たち

5

摂南大学国際交流 Newsletter Spring 2016
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分かれて、剣道、バドミントン、バスケットボール、空手の練習に参加しまし

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

た。明るく積極的なベトナムの高校生たちは、その後の交流会においても

SU International Center hosted Japanese Speech Contest with NIEFA.

同高校 1 年生 20 名と英語と日本語で活発に会話し、楽しいひとときを過ご
しました。

12 月 12 日（土）、国際交流センターと寝屋川市国際交流協会(NIEFA)の
共催で日本語スピーチコンテストを開催しました。本学から中国 1 名、インド

「日本人の友達ができて嬉しい。また日本に来たいし、ベトナムにも遊び

ネシア 1 名、韓国 5 名の留学生と、寝屋川市在住の外国人 6 名、計 13 名

に来てほしい」と声を弾ませるベトナムの高校生たち。交流会に参加した剣

が出場。テーマは「日本で見つけた特別な場所」で、それぞれとっておきの

道部の生徒は「言葉の壁が心配でしたが、伝えたい、聞きたいというお互い

場所についてスピーチをしました。最優秀賞は本学大学院生のリコ・フェル

の気持ちが通じ合い、すぐに打ち解けることができました」と笑顔で話してく

ディナンさん（インドネシア）、優秀賞は寝屋川市在住の谷娟（タニ・ケン）さ

れました。双方の生徒たちにとって、この交流はかけがえのない思い出とな

ん（中国）、「特別賞」は本学交換留学生のイ・ウンボクさん（韓国）に授与さ

ったことでしょう。

れました。

常州大学の学生 15 人が理工学部で研修

会場では約 40 名の一般市民の方がスピーチを聞いてくださり、「日本人

15 Changzhou University students joined a winter program offered by the
Faculty of Science and Engineering.

が気づかない細かなところを観察されていて素晴らしいスピーチでした」な
どと感想をいただきました。多くの市民の方に留学生が頑張っている様子

摂南大学は 1 月 26 日(火)～2 月 3 日(水)、提携校の中国・常州大学か

を見ていただいたことは、彼らにとって励みとなり、有意義なイベントとなり

ら理系学部の学生 15 名を研修生に迎え、ウインタープログラムを実施しま

ました。

した。このプログラムは、同大学からの要望を受け、本学の国際交流センタ
ーと理工学部の全学科が協力し実施したものです。学科紹介や施設見学
をはじめ、マイクロスコープを用いた染色体の観察、都市のプランニングな
ど、さまざまな実験とワークショップを行いました。
授業は英語で進められましたが、電気電子工学科では、4 年生の中国人
留学生が説明者となり、学科生が製作した風力発電装置等を中国語で紹
介したほか、他学科の中国人留学生らもサポート役として活躍。本学で学
ぶ留学生の様子を知ってもらう機会にもなりました。最終日には、研修の場
を学外に移し、山岡金属工業（守口市）やパナソニックセンター（大阪市）を
見学。日本のモノづくりの現場や最先端技術に触れ、理工学の知見が社会
でどう生かされているかについて理解を深めました。
プログラムを振り返り、研修生からは「実践を交えた授業で多くのことを学
んだ。これまでは、ただ勉強に取り組んでいただけだったが、社会にどんな
影響を与えられるかという視点を持って学びを深めていきたい」などの感想

出場者記念撮影（中列左２番目：最優秀賞のリコ・フェルディナンさん、
後列左 4 番目：優秀賞のタニ・ケンさん、後列右端：特別賞のイ・ウンボクさん）

が寄せられました。

●1 月 Ｊａｎｕａｒｙ
ベトナムの高校生が摂南大学に来訪
Vietnamese high-school students joined Japanese Study Program at
Setsunan University.

学長表敬訪問で記念撮影をする常州大学の一行と関係者

書道体験で自分達が書いた作品を披露するベトナム人留学生たち

国際交流センターが企画した訪日研修プログラムでベトナムの高校生 16

生命科学科での授業

名が 1 月 17 日(日)から 23 日(土)までの 1 週間、来日しました。一行は、ハ

機械工学科での授業

ノイでも有数の進学校（Thang Long 校、Yen Hoa 校、Kim Lien 校）に通う生
徒で日本語と日本文化を学ぶため、本学での授業をはじめ、常翔啓光学園
中学高校への訪問・交流のほか、平等院鳳凰堂やインスタントラーメン博
物館見学などの校外研修、外国語学部生と合同の餅つき大会などに参加。
さまざまな体験を通じて日本への理解を深めました。
1 月 21 日（木）、同高校での書道体験では、筆の使い方や線の引き方を
学んだ後、お手本を見ながら「福」や「和」などの漢字の書き取りに挑戦。ス
ムーズに筆を運ぶベトナムの高校生たちに、指導の先生方から驚きの声が
上がっていました。また、クラブ活動体験では、各自が興味のあるクラブに

都市環境工学科での授業
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大田大学校留学生の修了式を開催

春期海外派遣プログラムの結団式を実施

International Center held a completion ceremony for Daejeon University
students.
約１１カ月間の日本語・日本文化研修を終えた大田大学校留学生６名の
修了式が 2 月 8 日(月)、寝屋川キャンパスで執り行われました。
八木学長は留学生一人ひとりに修了証書を授与し、「若いころの外国での
留学経験はとても有益です。この経験を生かし、人生の活路を拓く際に役
立ててほしい」と祝辞を述べました。続いて留学生一人ひとりがこの一年間
を振り返って一言ずつ感想を述べ、イ・ウンボクさんは「授業を通して日本
語に自信がつき、自分自身も成長できた」、イ・スンホンさんは「留学で学ん
だことを就職につなげたい」などと話してくれました。
式典に続き、後期に受講した学部授業科目の発表があり、「ホテルビジネ
ス論」「大衆文化論」「エアラインビジネス論」「マーケティング」「武道論」「旅
と観光と地理」について、留学生ならではの視点で感じたことをそれぞれ披
露しました。
修了式の後、留学生サポーター主催による「フェアウェル・パーティー」が
開かれました。サポーターたちは、留学生と過ごした思い出の写真を集め
たスライドショーを上映したり、メッセージを書いた色紙をプレゼントするなど
歓談し、再会を約束しました。

International Center held a send-off party for spring programs.
国際交流センターが主催する春期海外派遣プログラム参加者の結団式
が２月９日（火）寝屋川キャンパスで、３月２日（水）枚方キャンパスで行われ
ました。今春は、泰日工業大学（タイ）の「スプリングプログラム」（3/14～24）
に１名、大学間連携共同教育推進事業（ＵＮＧＬ）の「リーダーシップ・チャレ
ンジ in サイパン」（3/3～13）に３名が参加。また、枚方キャンパスの学生対
象に初めて実施するフィリピン・セブ医科大学(CDU ESL)での語学研修
「Medical English Course」（3/6～19）に３名が参加しました。
このほか、交換留学派遣では、大田大学校（韓国）に１名が約１年間
(2/25～)、韓国語・韓国文化を学びます。
結団式では八木学長をはじめ国際交流委員の多数の先生が参列する
中、参加学生らはそれぞれプログラムにおける決意を表明しました。 八木
学長は「海外で活躍する日本人は多い。この研修を機に国際的な視野を身
につけ、社会の発展に貢献してほしい」と激励されました。

２月９日、寝屋川キャンパスで行われた結団式
八木学長から修了証を受け取る大田大留学生（イ・ウンボクさん）

3 月 2 日、枚方キャンパスで行われた結団式

大田大留学生に色紙をプレゼントする留学生サポーター

●学生インタビュー Student Interview
トビタテ！留学 JAPAN１期生の出水君からメッセージ

９月に神戸・須磨で行われ
た帰国記念ライブ

昨年９月に帰国した「トビタテ！留学 JAPAN」１期生の出水宏輝君（外国語
学科 3 年）は、スペイン語とフラメンコを学ぶため、2014 年 9 月から 1 年間スペ
イン・サラゴサ大学とセビージャ（フラメンコの本場）に留学。現地では、現代フラ
メンコ界の第一人者ファルキート氏に自らコンタクトを取り、指導を受けるなど積
極的に活動しました。
｢サラゴサ大学では毎日４時間半、スペイン語の授業を受け、語学力がアッ
プしました。そのおかげで、スペイン語の歌の意味が容易に理解できるようにな
り、踊りの表現力が高まったと感じています。生活にフラメンコが浸透している
本場の文化を知ることができました。留学を通じて自分のフラメンコが進化しま
した｣と成果を語ります。
「トビタテ！」合格の秘訣は、「行動力と熱意、そして計画力です。自分がやり
たいと思うことを諦めずに努力し続ける行動力があれば、合格できると思いま
す。その力は海外に行っても通用すると思います」と語ってくれました。
「トビタテ！留学 JAPAN」５期生募集の説明会で体験を語る出水君
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●学生インタビュー Student Interview
長期交換留学派遣１期生が帰国

日本語パートナーズに留学生サポーター１名合格！

長期交換留学制度１期生として韓国・大田大学校に約１年間留学した廣

留学生サポーターの山口千尋さん（外国語学科３年）が 1 月 15 日(金)、

田千晴さん（住環境デザイン学科４年）に現地での様子を伺いました。

「日本語パートナーズ」（国際交流基金アジアセンター）の２次選考に合格し

廣田さんは 2013 年夏の韓国研修で一緒に参加した他学科の学生や現

ました。約１カ月間の派遣前研修の後、５月中旬から約 10 カ月間、タイの
高校に赴任し、日本語教師のアシスタントとして活動する予定です。本学の

地学生と仲良くなりました。そのときの感動が忘れられず、同大学への交換

合格者は累計４名（いずれも外国語学部）となります。

留学派遣が開始されるのを知り、ためらわず応募しました。

山口さんは 2013 年夏の３週間、本学の韓国研修に参加したのをきっか

所属した韓国語教育院のクラスメートは中国、ベトナム、日本、ラオス、カ

けに、外国人に日本語を教える楽しさに目覚めたといいます。毎年４月～５

ザフスタン、アルゼンチンの出身者。韓国語の授業では初級１から中級１ま

月来日する泰日工業大学研修生との交流を通じてタイにも親近感を持ち、

での３学期分を終えた後、残りは韓国語能力試験（TOPIK）対策クラスに

３年進級時には迷わず日本語教育の門脇ゼミを選択。そこで日本語パート

通い、１月に TOPIK５級に合格しました。ちなみに学部の専門科目は３級

ナーズの存在を知りました。柔道部にも所属する彼女は台湾遠征に二度参

から受講資格が得られます。
韓国の学生サポーターたちは年長者が多く、とても面倒見が良くて、いろ

加した実績を生かし、赴任地では柔道を通じた日本文化も伝えたいと抱負

んなところに誘ってもらいました。この留学経験で、自分の性格が積極的に

を語ります。

変わったと実感しています。将来の夢は舞台デザインを手掛けること。４月

将来日本語教師になって活躍の場をアジアに求める彼女にとって、日本

から残り１年間の学生生活をアクティブに活動したいと語ってくれました。

語パートナーズの活動は貴重な経験となるでしょう。

桜の季節、大田大学校のキャンパスにて

台湾遠征での練習風景

長期交換留学派遣について

………………………………………………………………………………………

本学の海外協定校で、学生の交換条件を明記している大学において、半年または１年間の留学をすることができます。この制度は、学籍上の取扱いは
「休学」となりますが、留学先での授業料が免除され、交換留学生としてのさまざまな特典を享受できます。また、学部の授業科目を聴講し、本学設置科目と
の関連性が認められる場合、最大３０単位まで卒業単位に含めることができます（言語コースは対象外）。
2016 年度については、韓国・大田大学校と台湾・南台科技大学の派遣者は決定しましたが、新たに台湾・大葉大学への交換留学（９月開始）希望者を募
集しています。詳しくは、国際交流センターにお問い合わせください。

■交換留学が可能な大学
国
1
韓国
2
3
台湾
4
台湾
5

new

留学先大学

派遣人数

学事暦

大田大学校
韓国語教育院

３名

3 月・6 月・
9 月・12 月

大田大学校
（学部留学）
南台科技大学
中国語ｾﾝﾀｰ
南台科技大学
（学部留学）
大葉大学
（学部留学・
日本語学科）

※学園３大
学の人数

２名

２名

春学期
３月ｽﾀｰﾄ
２月・４月・
９月・11 月
春学期
２月ｽﾀｰﾄ
秋学期
９月ｽﾀｰﾄ

学内応募〆

条件
学費

宿舎

語学力
問わない

10 月 31 日

10 月 31 日

４月 11 日
（2016 年度
受付中）

免除

免除

NT$12,500～
$33,200/18 週
（日本円で
5 万～13 万）
NT$12,099～
$14,349/20 週
（日本円で
4.2 万～5 万）

TOPIK3 級以上。英語ｺｰｽ受講の場
合、TOEIC730 点以上が望ましい
問わない
HSK6 級以上。英語ｺｰｽ受講の場
合、TOEIC730 点以上が望ましい
HSK4 級（中検 3 級）以上

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
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 海外に興味がある人
 海外に友達をつくりたい人 など
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