私たちは英語が読めても話せない

戸田 瑞姫

勉強法を見直すきっかけになった

─

えられないのと同じ。そこで出発前に何を

いよ。プロ野球でキャンプがないと開幕を迎

勉強するか、英語はもちろん歴史と国語だ

ね。今、盛んに報道されている領土問題にし

し、答えられなければ呆れられるよ。外 国

ても、海外に行けば必ず意見を求められる

歴 史は重 要です ね 。僕の仕 事には

スペイン

古川

オランダ

インド

の歴史も学べば、見方はもっと多様になる。

滞在費（食事代含む）

中国

平 和 という 大 き なテーマがあるわけで す

で約4ヶ月、長期留学で約9ヵ月。本格的に語学力や国際的な視野を養うための充分な

オーストラリア

が、戦 争 を 防 ぐ ためには歴 史 を 学 ばなけ

往復航空運賃

アメリカ

すると、ものすごく成長するんですよ。

ど、比較的学生の経済的負担が少ないのが特徴だ。
また、留学期間が長く、中期留学

2013年11月11日
（月）
〜11月20日（水）

という肩書きを持たせてやらせます。そう

授業料

応募期間

ドイツ

費用について

交換留学は、派遣先協定大学の学費が免除され、往復渡航運賃が全額支給されるな

時間を海外で過ごすことができる。全学部1年生からの応募が可能になっている。

派遣先国・地域はこちら
イギリス

本格的に語学力を磨くなら、ぜひ交換留学に参加しよう

る。そこにはいろんな意見や思いが入ってい

交換
留学

年度

て、それら異なるものを組み合わせてイノ

2014

ればなりません。それと、留 学 自 体が平 和

ンシップに参加するプログラム。

それはいい取り組みですね。まさに

名所・旧跡へのツアーなど課外活動も盛り込まれている。

金田

査・研究をして報告書を作成する。
（沖縄コースもある）

ベーションにつなげるのがチームワーク。
一方

ウォルト・ディズニー・ワールド®で長期の有給インター

維 持にとって意 味があります 。自 分が行っ

週１回ロリンズ・カレッジで理論を学びながら、週5日は

語学をはじめ、経済、歴史、文化を学ぶ海外体験セミナー。

スタンフォード大のリーダーシップ教育と同

中国の上海師範大学または韓国の建国大学で約2週間、

あ とは日 本 人 という 意 識 を 強 く

マレーシア＆シンガポール・北京・韓国から希望コース
を選べる。事前の学習と計画に応じてグループで調

持ってほしい。結局のところ、よき日本人と

アメリカ〈フロリダ州〉

金田

・韓国〈ソウル〉

れからの時 代にとても 大 事です 。僕は「 よ

中国〈上海〉

・韓国〈ソウル〉

して国 際 的に働けるようになることが、こ

まもなく
申込み
開始！

＆シンガポール

最後は僕に対するアドバイスをいただ

特徴

マレーシア
中国〈北京〉

司会

国

留学の価 値

き日本人＝国際人」だと思っています。

学生寮

くことになり、恐縮です。
マナリさんは間も

学生寮

なく追大での生活を終えてインドへ帰られ

ホテル

ますね。帰国後の抱負をお聞かせください。

滞在

日本で学んだことは数 多 くあり

全学部1年生以上［渡航時］

ます。日本特有の他者を尊重する態度や、

全学部1年生以上［渡航時］

マナ リ

国際教養学部2年生以上［渡航時］

社会がシステマチックで秩序を持っているこ

対象者

となど。鉄道などの交通ルールが、誰にとっ

（渡航費用は含みません）

た。インドに帰って、日本で学んだことを伝

90,000円［2013年度実績］

ても便利にできていることには感動しまし

●韓国
（ソウル)

僕 も 交 換 留 学で、
「 感 動した」とい

●中国143,000円［2012年度実績］●韓国／未定

2

司会

865,000円〜900,000円［予定］

●シンガポール＆マレーシア193,000円［2013年度実績］

3

えていきたいと思います。

●中国
（上海）
162,000円［2013年度実績］

費用

締切
間近

えるくらいの体 験 をしていたいですね。み

〜2013年10月11日

なさん、今日はありがとうございました。

2014年5月頃（予定）

松岡 駿弥

2013年11月頃（予定）

年生

申込期間

取材・記事／心理学部 心理学科

2014年度8月上旬〜2015年度1月中旬（約5ヵ月間）

難波亮祐

2014年度夏期休暇 （約2週間）

年生

2014年度夏期休暇 （約1週間）

［司会］国際教養学部 英語コミュニケーション学科

日程・期間

のグループワークはトップの指示で動くだけ

今、
見直したい

た国 、人とのつながりができた国と争いた

短期海外セミ

1

じ方法論です。

中国・韓国
［東南アジア・

カレッジ
ディズニー国際 lins College
at Rol
プログラム

国］
ナー［中国・韓

なので、改善はできても創造はできない。日

ドワーク
アジアフィール ］

本人はどんどん外へ出ていくべきです 。

きるプログラム。

いとは誰 も 思 わ ない。その観 点 から も 日

然な交流の中で楽しく学べる。

我々には地 雷 被 害 者の生 活をよく

人としてのスキルを磨く。

古川

践的な語学力を身につける。

するという明確な目的があります。それが

のほか、
ボランティア活動などを体験で

本人は議論ができないという先ほどの話と

専攻する南京大学生がサポートし、自

関係するのですが、多様性のなかからもの

積むとともに生きた英語を学び、国際

英語を勉強する動機になるし、任された責

他国の学生とともに学べる語学研修

劇鑑賞やニュース分析などを通じて実

西オーストラリア州パース近郊を訪れ、

任 も 感じて活 動します 。駐 在 生 活 を 通じ

国語集中レッスン。現地では日本語を

を身につけるには若いうちに、その場に飛び

中国屈指の名門、南京大学で行う中

ごとを生み出すことが日本人は苦手。それ

博物館や学童保育施設などでのボラ
ンティア活動に取り組み、社会経験を

を出していますね。

多 民 族 多 文 化が 共 生するバンクー
バーが留学先。現地の大学で映画・演

て成長した学生は、帰国後、就職でも結果

オーストラリア〈パース〉

留学の際に、必ずやり遂げないとい

中国〈南京〉

込むこと！ それは海外に出ることです。

アメリカ〈ポートランド〉

ホームステイ

古川

留学生寮

カナダ〈バンクーバー〉

ね。うちの場合はカンボジアの駐在員に大

ホームステイ

司会 実は、僕も間もなく交換留学に出か

ホームステイ

全学部1年生以上［渡航時］

けます。オーストラリアで期間は４か月。
おも

※学部により履修単位に違いがあります

本で報道されていることが外国ではどう扱わ

特徴

※学部により履修単位に違いがあります

な目的はメディアリテラシーの学習です。日

国

全学部2年生以上［渡航時］

全学部2年生以上［渡航時］

※学部により履修単位に違いがあります

れているのか。日本のメディアと海外のメディ

370,000円［2012年度実績］

アとの視点の違いを探ってきたいと思います。

127,000円［2013年度実績］

客観的に日本をみようとする姿勢

390,000円［2013年度実績］

金田

390,000円［2013年度実績］

は大事だね。日本だけの情報だと一面的な

費用

司会 日本の一方的な見方ではなく、外国

〜2013年10月11日

締切
間近

ことしかわからない。

2013年11月頃（予定）

（約3週間）

の視点を学んで、視野を広げてきたいと思

2013年11月頃（予定）

全学部2年生以上［渡航時］

2013年度春期休暇

（約1ヵ月間）

金田 難波君は今、
３年生だね。だったら

2013年11月頃（予定）

滞在

2014年度夏期休暇

（約1ヵ月間）

います。

申込期間

対象者

2014年度夏期休暇

（約1ヵ月間）

慣を身につけて欲しいね。行ってからでは遅

2014年度夏期休暇

日最低１５０分は机に向かって勉強する習

日程・期間

け ない任 務 を 持 たせるといいと 思いま す

験
ボランティア体 ストラリア］
［オー
ム
ラ
グ
プロ

習

中国語現地演

結局はよき日本人として

国際共同演習

ナー］
［オレゴンセミ

ーセミナ
［バンクーバ

学生をどんどん起用しました。現地の言葉

習
カナダ現地演 ー］

もままならない若い人に、各 国のＮＧＯと

留学プログラム

今から申し込める

国際社会で働けるかどうか

の窓口から業者との値段交渉まで、責任者

Study Abr ad Program

協定により免除
大学負担

渡航手続き等諸経費
おこづかい

本人負担※1
本人負担

※ 1）南京大学とグジャラート大学は受入先大学が負担
▶交換留学制度の改定や協定校との契約更新時に変更
することがあります。

韓国

台湾

タイ

▶ 司会PROFILE
国際教養学部
英語コミュニケーション学科
学生企画広報スタッフ

3年生

Ryosuke Namba

難波 亮祐

さん

司 会 者 の ヒト コト
異文化交流に大切な
日本人を意識するということ
わくわく感とドキドキ感が入りまじる異文化交流。新しい土地に、

一年次に、航空チケットを片手に、友人と二週間の旅

新たな世界観。
「現場で学べ！」時給850円と日給850円が印象

へ。マレーシア・シンガポールを観光。水上村やマング

に残る。客観的な自分像そして、
日本人らしさの確立こそ、国際

ローブ林、
さらには集落の市場などを訪れ、新しい生活

社会への歩みだし。急速な国際化は、
さらに日本人としての鋭い

習慣に触れる。この時に、語学力の壁を感じたことが

考察力を要求する。
「チームプレイは得意、
でもチームワークが苦

きっかけとなり、留学を目指す。2013年夏よりオースト

手」。日本流のワークスタイルは、国際社会の現実味をいっきに

ラリア交換留学に参加。本学学生企画広報スタッフ。

引き寄せ、
これからの大きな問題提起になるにちがいない。

本学広報誌「BRIDGE」の作成に携わる。

留学プログラムの詳細については、国際交流教育センター〈1号館・地下1階〉までお問い合わせください。
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