
- 海外協定校と協定留学フログラムによる留学生・派遣学生

令和元（2019）年度 9月来日の協定留学生をご紹介！

彊アJ自

ソウル市立大学校（韓国）

香港中文大学 （中国）

パリ第七大学 （フランス）

ストラスプール大学（フランス）

香港中文大学 （中園）
ノースカロライナ州立大学（アメリカ）シャーロット校
東呉大学 （台湾）

マードック大学 （オーストラリア）
オックスフォード （イギリス）ブルックス大学
チュラロンコン大学（タイ）

国立中山大学 （台湾）

ニューサウスウエールズ大学（オーストラリア）

イースト・アングリア大学（イギリス）

マンハイム大学 （ドイツ）

リヨン政治学院 （フランス）

パイロイト大学 （ドイツ）

慶北大学校 （韓国）

トリノ大学 （イタリア）

トリノ大学 （イタリア）

ナポリ東洋大学 （イタリア）
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幽島幸田宮
政治学科

史学科

史学科

史学科

日本語日本文学科

日本語日本文学科

日本語B本文学科

日本語日本文学科

日本語B本文学科

日本語臼本文学科

英語英米文化学科

国際社会科学科

国際社会科学科

国際社会科学科

国際社会科学科

経営学専攻

日本語日本文学専攻

日本語日本文学専攻

日本語日本文学専攻

日本語日本文学専攻

本学からの令和元（2019）年度第2期派遣学生をご紹介！
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戸幽危噛 電量L 争型l 直弓』 J 
慶北大学校 （韓国） 清水亜美 英語英米文化学科 1年間

北京大学 （中国） 田平美来 法学科 1年間

香港中文大学 （中国） 新垣立醤 国際社会科学科 1年間

チュラロンコン大学 （タイ） 中里ぴゆあ 国際社会科学科 1年間

イーストアングリア大学（イギリス） 小林歩佳 国際社会科学科 1年間

タルトゥ大学 （ヱスト二ア） 上僚瑠子 国際社会科学科 1年間

タルトゥ大学 （ヱストニア） 泡；�J菜々子 国際社会科学科 1年間

パリ第七大学 （フランス） 留盛優歌 フランス語圏文化学科 1年間

パリ第十大学 （フランス） 萩原日向呼 フランス語圏文化学科 1年間

リヨン第二大学 （フランス） 田中瑞起 フランス語圏文化学科 1年間

リヨン第二大学 （フランス） 横田雪乃 フランス語圏文化学科 1年間

ザルツブルク大学 （オーストリア） 島田祐妃 ドイツ語圏文化学科 1年間

パイロイト大学 （ドイツ） 田中歩 政治学科 1年間

パイロイト大学 （ドイツ） 伊E華港 ドイツ語圏文化学科 1年間

マンハイム大学 （ドイツ） 岡部萌香 法学科 1年間

マンハイム大学 （ドイツ） 結城怜太 ドイツ語圏文化学科 1年間

トリノ大学 （イタリア） 平井香帆 国際社会科学科 1年間

ボローニャ大学 （イタリア） 高橋あかね 史学科 1年間

I am glad that I chose to participate in this 
exchange program. This one year has been 
a really meaningful experience tor me. Not 
only am I able to learn more about Japa
nese culture. I am also able to learn other 
cultures from all over the world through 
other exchange students. 
I truly enjoyed my exchange year here as I 
really love and admire Japan’s culture since
I am young so being able to have the 
opportunities to explore Japan. improve 
my Japanese language skills. meet many 
wonderful people from around the world in 
this journey is more than what I had 
expected. 
Gakushuin Exchange program provide 
buddy system. Student assistant and 
Homestay program which I am grateful tor. 
In addition. they also provide activities that 
help us to learn more about Japanese cul
ture like short field trips and classes during 
lunch breaks （茶道、 かるた、など）．

In conclusion. I am satisfied with my 
exchange year in Gakushuin. It might not 
be perfect but I am glad that I choose Ga
kushuin as my ex仁hange university in Japan. 

るよ1 経済学科
ーチャンホンナチャライさん

2018年9月来日
タイ・アサンプション大学
より協定留学（前列左）

私にとってこの留学の約一年間は 、 人生で最も
人間として有意義な生活をして、周りには尊敬する人
しかいないという非常に恵まれた環演で生活する
ことができ、何より今まで、自分の知らなかった世界を
知り、体験した時間でした。そしてフランス人、 ヨー

ロッパ 人の根本には何事も根拠が存在し、根拠が
ないと物事の行動をしないことを身にしみで感じ、
根拠よりも伝統や習慣を重んじる日本との遣いに
驚きました。また彼らの人生を楽しむという精神には
感動しました。留学中はできないことばかりで、病んで、

しまうことが沢山あると思います。けれど、 自の前に
ある自分が

、
やらないといけないことを全力で取り

組んで、いれば必ずその努力は報われると思います。

私は留学中この言葉を留学経験者の先輩から言わ
れ、すご

‘
＜心が

、
楽になりましたし、留学を終えてその

通りだと思いました。

� 

フランス語圏文化学科4年
山下真理子さん
2018年10月～翌年9月
フランス ・リヨン政治学院へ
協定留学（後列右より2番目）

判－
令和元（2019）年度第2学期以降の募集・お知らせ

令和2(2020）年度第2期
協定留学プログラム派遣学生募集

本年度10月中旬より、2020年度第2期 協定留学プログラム
（留学期間：2020年10月～翌年9月／派遣先：アジア ・ ヨーロッパ）
の募集を行います。

募集要項は国際センターホームページ、 G-Port、 及び掲示等で
公示しますので、確認してください。

なお、本プログラムで留学した先輩方の報告書をセンター内で
閲覧することができます。国際センターのホームページでも報告書
を公開しておりますので、 ぜひご活用ください。

(http://www.univ.gakushuin.ac.jp/global/abroad/mes
sagefromse「1io「.htmlf留学した先輩からのメッセージjをご確認
くださし＼）

海外留学のための奨学金制度について

令和元（2019）年度春季短期研修の実施について
海外協定校等で以下の4つを予定しています。長期留学の準備や、海

外来怪験の方も、短期研修から参加してみませんかっ募集時期や日程の
詳細は、 G-port、国際センターホームページ及び掲示で公示します。

研修名 研修先 募集人鍛 日 程（渡航期間）
春季短期語学研修 イギリス・

15名 2020年2月2日（目）
（英語） エデ‘インパラ大学 ～2月23日（8)
春季短期語学研修 イギリス・

15名 2020年2月2日（日）
（英語） ヨーク大学 ～2月23日（日）

アメリカ・
2020年2月2日（日）春季短期米国研修 カリフォル二ア大学 10名

サンデ
‘ィ工ゴ校 ～2月23日（白）

春季短期語学研修 台湾・ 15名 2020年3月8日（日 ）
（中国語） 淡江大学 ～3月21日（土）

本学で、は 、留学に伴う 経済的負担を軽減し、できるだ
、
け多くの皆さんが留学等のチャンスを得ることがで；、きるよう綴々な制度を設けていま

す。各制度の詳細 ・ 募集要項等は、いずれも、国際センターホームページ、 G-port、 掲示等によりこ
、
確認くださし＼（独自の奨学金を設けている

学部 ・ 研究科もあります。詳細は、 所属学部の学部学科事務室にお問い合わせください）。
※①～⑤の内容はいずれも令和元年度の内容であり、 次年度以降は変更の予定で、す。必ず愚新’情報を確認してください。

①学習院大学海外留学奨学金

•r留学願jが承認されて渡航する者（「休学jよる渡航は不可）
・GPAが2.450以上の者
1名につき年間40万円以内（給付）
第1回 、 第2回の合計延べ80名程度
年2回（第rn1月 、 第2固7月）

令和2(2020）年度に留学を開始する方を対象とした第1回目 の募集については、
募集要項を令和元（2019）年11月に国際センターホ ー ムページ、 G-Port、及
び掲示等で公示する予定です。
なお、本奨学金を受給した先輩方 の留学報告警（協定留学・協定外留学）が、国際
センターにて閲覧できます。

②学習院大学海外短期語学研修奨学金（令和元年度分は募集終了）

夏季休業中lこ3週間以上の学内主催の
海外語学研修・短期研修に参加する者
1名につき7万円以内（給付）
年間60名程度
年1回（9月末）
※夏季休業開始前に募集要項を公示

③学習院大学春季語学研修奨学金

春季休業中に3週間以上の国際センター主催の
海外語学研修に参加する者
1名につき7万円以内（給付）
30名程度
王手1回（3月）

④学習院大学語学能力試験受験の助成
I _..,,. ...... I 留学のための語学能力試験を受験する者

1名につき1万円以内（給付）
年間80名程度
年2回（7月および1月）

⑤大学院学生の圏外における研究発表援助

国外で開催される研究集会等で発表を行う大学院生
（共同発表を含む）
1名につき10万円以内（給付）
年間20名程度
年1包（4月～1月中旬）

［編集後記］
表紙の写真は 、 春季短期 語学研修（イギリス・ エディンパラ大学）に 参加

した学生が撮影したものです。
みなさんも彼ら のように異国に地ヘ行き、そこに根付く文化と触れ合い、

自分自身の体験として感じてみませんか？空の向こうへ、海の彼方へ、 ぜひ
自分の足で行ってみてください。

(News letter vol.43の訂正について］
誤 正

中右頁 留学生文楽鑑賞教室 留学生文楽鑑賞教室
左2段目 ［霞会館助成金事業］
中右頁 留学生東京文化体験学習（甲南大学 留学生東京文化体験学習

右2段目 主催）の実施［霞会館助成金事業］ （甲南大学主催）の実施
裏表紙 ［国際センター運営委員l ［国際センター運営委員］
下部 運営委員杉田義弘（経済学部） 運営委員杉田善弘（経済学部）

News le口er vol.43(2019年4月発行） Iこ上記の記載間違いがございました。訂正してお詫び申し上げます。

［国際センター運営委員令和元（2019）年度］
所 長山田澄生（理学部） 運営委員高島明彦（理学部）
運営委員伊藤真実子（国際センター） 運営委員星明男（国際社会科学部）
運営委員小林立明（園際センター） 運営委員岩田耕一（副学長）
運営蚕員橋本陽子（法学部） 運営委員小島修一（学生センター所長）
運営委員杉田善弘（経済学部） 運営委員杉田稔（国際センター事務室課長）
運営委員スチユアートアリソン（文学部）
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＠： チャットルーム2019 ～ネイティブ、スピーカーと話しませんか？～

国際センターでは、協定 ・ 私費留学生など外国語のネイティブ
スピーカーを交えて外国語で、会話を楽しむ「チヤツトルームJを、 定
期的に開催しています。チャットルームでは留学生を交えた3～4
人程度の小さなグループに分かれて、 テーブルトークを行います。
話のきっかけとなるトピックは国際センターが事前に用意します
ので、 初めての方も安心して参加で、きます。使用言語は英語、中国
語、 韓国語、 タイ語、 フランス語、 ドイツ語、 イタリア語などです。

ちょっとだけ外国語を話してみたい、 語学学習のモチベーショ
ンを上げ

、
たい、新たな友達をつくりたい、留学から帰国し久々に

外国人と話してみたい、 などなど、 参加のきっかけはど、
んなこと

でも構いません！
チヤツトJしームを国際交流の第一歩にしませんか？
少しでも興味のある方は お気軽に国際センターまでお越しく

ださい。

I 2019年度の開催日（予定） ※開制問は原買IJ, 12:20～14:30 I 
6月14日（金）［留学フヱア内］、7月11日（木）、9月25日（水）、
10月31日（木）［留学フェア内］、11月19日（火）、12月16日（月）



可ゐ： 夏季短期研修実施報告 A・口－，，ル・キヤン／ロ
アジア（GCA)

今年度の夏季休業期間中lこ、国際センター 主催の短期研修を1 2プログラム実施し、のべ170名の学生が参加しました。それぞれ語学力
の向上や異文化理解、 課題探求を目的とし、 参加した学生は有意義な時簡を過ごしました。本号では、 各研修に参加した学生からの感想、
を掲載します！

今
季英語研修

イギリス・ ヨーク大学
本学協定校＜参加者： 27名＞
日程：2019年8月2日（金）
～8月24日（土） 23日間

今
季英語研修

福島（圏内） ・

ブリティッシュヒルズ
＜参加者：19名＞
日程：2019年8月16日（金）
～8月18日（日） 3日間

,!fl 

4際日本研究プ口ク主e

日本蜜術研究所提携プログラム
＜参加者：6名＞
日程：2019年9月2日（月）
～9月10日（火） 9日間

ゐ口ーバJ�；�ャンパス ・

ヨーロッパ（GCE) a、
ドイツ・フライブルク大学
＜参加者：18名＞
日程：2019年8月3日（土）
～8月30日（金） 28日間

品匙
参加前は、語学研修は基本的に
ネイティフ、の地に行って語学を
習得するものだと思っていました。
もちろん、 かなり英語力はアップ
しました。でも、私はそれ以上に
イギリスの文化や生活糠式など、

もっと他のことを学んだ気がしま
す。これはイギリスに来た人じゃ
ないと絶対にわからないもので
す。見て触って経験したことは素
晴らしい経験となりました。

（数学科1年野口顧さん斗

� 
積極的に英語を使い、 能力の向上
を図りました。外国人と英語で会
話をする中で上手くコミュニケー

ションがとれた時、得られる喜び
はやはりすごいものでした。
また、他の参加者とも仲良くなるこ
とができました。普段なかなかない
他学年との交流だったり、人と英語
で会話をする中で、自分自身の成
長を実感できたので、この研修に
参加できて本当に良かったで、す。

（法学科3年海地航さん
斗

航空会社のストライキに伴う予
定変更があったφ、 非常に充実
した研修となった。
芸術に特化したブログラムとし
て、先生方の貴重なお話を拝聴
しながら美術館・博物館を巡り、

英国における日本文化の受容
や発信について学んだ。 自分の
足で街を歩くことでより主体的
な学びを得ることができた。

（哲学科4年 内のどかさん
斗

フライブルクで過ごした夏休み
はこれまで、の人生で一番充実し
た時闘でした。ドイツ語でのブレ
ゼンや学んだ言葉を日常的に使
うことなど、会 話力の向上に非
常に役立ちました。
また、森の中のレストランでジャ
ズの演奏を聴き、黒い森での遠
足やワイン工場の見学といった
学校のプログラムにも参加しま
した。

（哲学科2年鹿伝字さん斗

今
季英語研修 血

ヱストニア ・タルトゥ大学
本学協定校＜参加者：9名＞
巳程：2019年8月18日（日）
～9月8日（日） 22日間

今
季韓国語研修

1•－�

弱国・ソウル・東国大学校 ‘D 

本学協定校＜参加者：4名＞
日程：2019年8月4日（日）
～8月17日（土） 14日間

／ら際日本研究プ口グラムハ
フランス・アルザス 、，

欧州日本学研究所連携プログラム
＜参加者：19名＞
日程：2019年9月2日（月）
～9月11日（水） 10日間
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フランス・ブザンソン ・

フランシユ ・ コンテ大学
＜参加者.17名＞
日程：2019年8月4日（日）
～9月1日（日） 29日間

中国・上海・復旦大学
＜参加者：8名＞
※学習院女子大学の参加者を含む
日程：2019年8月18（木）
～8月24日（土） 24日間

英語のレッスンは、総合的な英語
能力の向上を目指した内容で、

特にスピーキングカが磨けた。

また、バルト三国の文化・歴史に
関するレクチャーを受けること
ができた。都市のツアーだけで
なく、な か な か 観光で行く機会
がない大使館や国会の見学と
いう貴重な経験をすることがで
きた。

（政治学科時橋愛理さん）
」

／ら口ーノtル・キャンノロ・
アジア（GCA)

1._.

韓国・ソウル・高麗大学校 ミラ
参加者. 11名
※学習院女子大学の参加者を含む
日程：2019年8月4日（巳）
～8月24日（土） 21日間

私が今回の研修で1番印象に残
っていることはバディーとの交
流です。バディーと一緒におす
すめの飲食店や観光地に行きま
した。

韓国語も教えてくれたので自分
のためにもなりました。普段韓
国の人との交流はあまりしない
ため、このような経験が、できて
本当に良かったで、す。 ー

（経営学科2年 大塚梨世さん）」

a.. 

語学力の上達以上に中国の文
化や価値観に触れ、日本よりは
るかに進んで、いる電子決済社会
を体験できることに魅力を感じ
ます。

中国語での授業に加え、外国の
クラスメイト達と交流する機会
も多くあります。自分の肌で上

海を感じ、グロ パルな視野を
広げてきてください。

／ら口－）＼ル・キャンノロ・
アジア（GCA)
台湾・台北・東呉大学
参加者：5名
※学習院女子大学の参加者を含む
日程：2019年8月4日（目）
～8月25日（臼） 22日間

／旬際ボランテイア／
学習院グリーン元気加工クト（GGG)S

ノモンハン・ドルノド大学
参加者：22名
揺学習院女子大学・学習院女子高等科の参加者含む

日程：2019年8月17日（日）
～8月30日（金） 14日間

＠ 

GCA台湾東呉大学コースにて、

私は大変貴重な経験をさせて
頂きました。

当コースでは平日の語学と文化
の授業のほか に、毎週水曜日に
課外学習が有り、九紛など棟々
な名所に行くことが、出来ます。

思い出や成長を得られるコース
なのでぜひ参加してはいかがで
しようか。

fa 留学生のためのイベント［令和元（2019）年度第 1 学期］

新入留学生のオリエンテーション・歓迎会
4月48（木）に、今年4月に入学した新入学留学生（私費）と4月受入

の協定留学生歓迎会を開催しました。協定留学生のバディや私費留学
生の先輩たちも参加し楽しい時間を過ごしました。協定留学生のオリエ
ンテーションでは、在学中の彼らの生活をサポー卜するバディの学生も
一緒に参加し、 留学生にとって分か
りづらいところを説明してくれまし
た。私費留学生のオリエンテ ーショ
ンでは、これからの学生生活を快適
に不自由なく週ごすための大事な
情報がたくさん伝えられることもあ
り、皆熱心に耳を傾けていました。

（法学科2年白石遼さん）
J 

今回のGGGは大草原の広がる
モンゴルで行われました。22名
の学生と4名の先生方ともに植
林、乗馬、交流を中心lこ2週間過
ごしました。

また、 モンゴルではまだトイレや
電気など‘の設備が整つてない地
域が、多かったため普段の生活を
考え直す機会が多くあり、貴重
な日々となりました。

一一百花サ

（経営学科4年 中溝麻理さん） J 

現地で毎日韓国語に触れたこ
とによって、自己紹介程 度だっ
た韓国語レベルが三週間で か
なり上達しました。

授業以外にも多様なアクティピ
ティや高麗大 学の 学 生との交
流、 同じ研修に参加した仲間と
の思い出、韓国への関心が高ま
りIま た行きたいリと思える充
実した三週間でした。

岬学科1年宮坂紗セし」

夏季日本語研修プログラム（GCA東京）

この研修では多くの人とコミュ
二ケーションをとる中で、欧州や
日本、そしてグロ ーバル社会で
生さることについて考えを深め
ることカ？できました。
初めは不安もありましたが、こ
の研修に参加出来たことをとて
もうれしく思います。美しい景色
とおいしい料理、ここで得た経
験を私は忘れません。

2019年7月21日～8月8 日 に か けてGlobal Campus Asia 
Tokyo(GCA東京）が行われました。GCA東京は、海外の大学生が
学習院大学で日本語や日本文化を研修するプログラムで、 主に日本
語授業と課題探究研修の二つのカリキュラムで構成されています。

受け入れプログラムでは、サポーターの学習院生との「共学jを掲げ
、

ており、 今回は研修生26名、サポータ－49名の計75名が参加しま
した。

日本語授業で、は、 異文化コミュニケーション能力を身につける
ため、 ①他者との様々な意見の違いを知り、それを楽しめること、

②主張を述べ、るときに異なった意見が
、あることを考慮し、 分かりやす

く伝えられること、③自分の国や属する社会・集団の文化を分かりゃ
すく相手に伝え ることが出来ること、の3つを目標にしています。

自分の日本語能力が一歩上の段階へ向上したと実感できることを
目指し、教室活動では、研修生と学習院生カf議論を交わし、 協力しな
がら課題を達成する授業が行われました。教室外活動として、目白

（法学科別山美優さん
斗

ブザンソンでの研修は、 勉強面
も生活面も充実していた。 日本
語に頼ることのできない環境
での授業は、 フランス語の実力
を知 るきっ かけになり、コミュ
二ケーションカを鍛えられた。
週末や放課後にホストファミリー

と出かけ、 交流することで、 言語
のみならず、文化を学ぶことへ
とつながった。

（フランス語圏文化学科
3年春日明間ん）」

留学生歌舞伎鑑賞教室［霞会館教育助成金事業］
本学では、

一般社団法人霞会館のご効成のもと、定期的に伝統芸能
鑑賞会を開催し、留学生の皆さんに、 日本古来の伝統芸能や文化に
触れる機会を提供しています。今年度、 国際センターでは、6月22日（土）
に国立劇場にて「歌舞伎のみかたJ . r神霊矢口渡jの鑑賞会を催しまし
た。「歌舞伎のみかたJでは演目中の仕草や音の意味について解説を
聞く ことができ、 非常に勉強になりました。「神霊矢口渡jでは、 兄の
敵討ちに向かう武士と渡し守の娘
の恋模様を英語を含む6ヶ国語の
解説付きで留学生や歌舞伎初心者
にも見ていて楽しめる展開でした。
歌舞伎の魅力に間近で触れること
ができ、留学生たちからは感激の声
が聞かれました。

庭園での日本文化体験（茶道、書道、振袖・羽織袴の着付け）、 鎌倉
日帰り研修を実施しました。

課題探究研修では「日本の食文化Jをメインテ ー マとし、 さらに
①アンテナショッブ、 ②給食、 ③食器・調理器具、 ④弁当、 ⑤洋食、

＠和菓子という6つの小テーマ・ク、ループに分かれて、インタビ、ユ一

取材やそれぞれのテ ーマと関連する資料・場所の調査をしました。

そして8月ア日の報告会では、調査を通してわかったことを8分間の
プレゼ‘ンテーシヨンにまとめ、発表しました。各グループによる写真
や図表、アンケート結果やクイズ形式などを用いた、意欲的で個性的
なブレゼンに会場は盛り上がり、 3週間の研修プログラムの成果が
遺憾なく発揮された場となりました。

15回目となる今回のプログラムは、回を重ねるごとに一 層充実
したものとなっています。研修初日と比較して、 最終日での研修生た
ちの日本語能力には飛躍的な向上が

、

見られ、学習院生たちもグルー

プワ ー クによる調査研究や討論 から多く を 学んでいます。次回
2020年の 夏 も 、

引き続き学びの多
い活気あふれるプ
ログラムとなれば
と思います。
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留学生春のパス旅行
国際センターでは、留学生に日本の歴史や伝統文化に触れてもらう

ため、パス旅行を実施しています。今年度第1回目は、5月26日（目）に、

留学生39名と日本人ボランティア学生1名が参加し、秩父を訪れました。

ちちぶ銘仙館では伝統の「型染体験Jをし、伝統柄やさまざまな色の個性

芸品ヨ京協定�J�！�べ受芦F
の展示などを見学しました。夏のよ色斗4益弘孟A

うな青空の下、充実した1目を週こ、
しました。第2回目は10月頃実施の
予定です。

園
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協定留学生のフェアウェルパーティー

7月31日（水）に、今年の1学期で留学を終了した協定留学生29名
の送別のためのフェアウェルreーティーを実施しました。彼らの留学生
活をサポー卜してくれたパテ、ィや、日頃交流のある本学学生、派遣予定
学生等が集いました。 国際センタ一所長から 一人ずつ修了誌を受け
取り、代表者が挨拶をしてくれたり、写真を撮りあったりと娠やかなひと
時となりました。協定留学生に学習院大学での留学生活の感想を聞くと、

皆笑顔でIとてもよい留学で‘あったリ
と答えてくれました。留学生と交流
してきた本学学生にとっても良い
経験となった横子で、互いに別れ
を惜しむ姿がたくさん見受けられ
ました。．‘ 

夏季短期ホームステイフログラム ※学習院国際交流基金助成事業

夏季と春季の長期休業中に、

本学留学生に対して日本人学
生の家庭に1泊～ア泊のホーム
ステイ体験を提供するプログ
ラムを実施しています。プチ異
文化交流をしてみませんか？
輿昧を持っていただいた方は、

G-portや掲示板で、お知らせす
る次回募集をお待ちくださし＼！！

本研修に参加した研修生の所属大学
・韓国外国語大学校（韓国） ・東呉大学（台湾）
・啓明大学校（韓国） ・北京郵電大学（中国）
・仁荷大学校（韓国） ・陳西師範大学（中国）

ホストファミリーをした学生から
はじめての受入は少し難しいと感じることもある

と思いますが、実際にこのプログラムに参加して自
分の地元を紹介していく中で新しいことをたくさん
発見できたり、留学生の母国の話など興味深いこ
とをたくさん知れました。ぜひ一度は参加してほし
いです！ 国際社会科学科2年高橋彩夏さん

ホームステイをした留学生から
ホームステイ家族が本当に親切だし、私のために

いろんな活動を計画して一緒にすることカ？できて楽
しかったで、す。そして初めて会ったけどいろんな話を
して楽しかったで、す。

こんな機会はあま
りないから是非ホ ー

ム ス テ イ を し て く だ
さい！

日本語日本文学科
キム・セウォン
（高麗大学校・
韓国より協定留学）




