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❐連携交流センター長あいさつ 
日頃より松山東雲学園へのご理解とご支援を賜り、厚く御礼を申し上げます。松山東雲女子大学・松山東雲短

期大学連携交流センター長より、皆様方に一言ご挨拶とご報告を申し上げます。 

 このたび、「松山東雲女子大学・松山東雲短期大学 連携交流センター 国際交流事業報告書 2017」を刊行す

る運びとなりました。今回この刊行に際し、ご支援・ご尽力下さった方々へ厚く御礼を申し上げます。皆様には

是非、ご一読頂きますようお願いを申し上げます。 

さて今回はこの紙面をお借りして、当センターが展開する事業の中の国際交流関連事業と、本年度の活動状況

に関して、簡単にご報告申し上げます。事業内容としては、「海外協定校からの外国人留学生の受入業務」、「外

国人留学生の生活支援業務」、「国際交流フレンドシップ制度による外国人留学生と日本人学生との相互交流活

動の推進」、更には「日本人学生の海外大学等への派遣プログラムの企画立案・実施」をその主たる業務として

おります。 

まず、「留学生の生活支援業務」ですが、本学への留学生たちに松山市での円滑な留学生活を送ってもらうた

め、入国手続き、入学前の生活や学習指導に始まり、日本文化理解のためのガイダンスを計 6回実施しました。

このガイダンスの内容は、日本での生活・本学での学習上の注意点、資格外活動（アルバイト）をはじめとする

入国管理局関連の様々な手続きや注意点等の説明や指導、留学期間終了後の進路相談・指導等々と非常に多岐に

わたります。 

また、留学生と日本人学生たちとの相互交流をはかる活動である「国際交流フレンドシップ制度」では、今年

度も多くの日本人学生に協力して頂きました。フレンドシップメンバーとの交流会、広島への平和学習、東雲祭

でのバザー発表、クリスマスパーティー、チャペルアワーでの報告会などを通して、留学生たちの母国と日本と

の相違を認識することで、相互の他文化理解と共生が促進されました。 

さらに、学外の企業・各種団体様や地域の皆様からは、本年度も多くのご支援とご協力を頂戴致しました。俳

句の手ほどきでお世話になった松山南ライオンズクラブと俳句結社「花信」の皆様、インターンシップでお世話

になった愛媛トヨタ自動車(株)、およびトヨタカローラ愛媛(株)の皆様、そして、「桑原まちづくり協議会」の

地域の皆様方には、料理作りを通した交流の機会でお世話になりました。大変ありがとうございました。 

 奨学金の関係では、「ロータリー米山記念財団」、「関奉仕財団」、「済美会」の各皆様から、留学生たちへの多

額の奨学金というかたちでご支援をいただきました。この場をお借りして、厚く御礼を申し上げます。 

「日本人学生の海外大学等への派遣業務」では、今年度は短期交流プログラムに中国の江南大学、語学文化研

修ではオーストラリアの西シドニー大学へ学生を送り出し、貴重な体験を積む

ことができました。 

 以上、連携交流センターにおける国際交流関連業務のご案内と本年度のご報

告を申し上げました。今後も当センターでは、微力ながら四国で唯一の女子高

等教育機関として、民間レベルでの国際交流に寄与して参る所存です。皆様方

におかれましては、本学の国際交流事業に更なるご理解とご支援を賜りますよ

う、お願いを申し上げます。 

 

                松山東雲女子大学・松山東雲短期大学 

                     連携交流センター長 市河 勉 

 

❐国際交流事業概要 
国際交流は、本学に在籍している外国人留学生が充実した大学生活を送るための支援、ならびに在学生を対象

とした海外の協定大学への海外留学プログラムの実施を主な活動としています。 

 まず、外国人留学生に対しては、「日本の文化・歴史・産業などを直接体験する研修」や「地域や日本人との

交流」などを企画・実行しています。これは、外国人留学生が日本語の勉学のみならず、日本に関する多くの事

柄に直接触れながら学んでいくことを目的としています。また、外国人留学生が安心かつ安全な生活を送るため

に、日常生活上での助言などを広範囲な分野で行なっています。 

 次に、在学生に対しては、海外の協定校への学生派遣（留学）を実施しています。これは、各学生が短期・長
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期にわたって、海外の教育機関での語学研修や異文化交流・体験などにより、幅広い知識や視野を獲得すること

を目的としています。 

 外国人留学生と日本人学生が、これまで述べてきた実施案内を通して、母国とは違う言葉や文化の中でグロー

バルな視点や新しい感覚を習得してほしいと願っています。 

連携交流センター員 

 連 携 交 流 セ ン タ ー 長：市河 勉  

   連 携 交 流 セ ン タ ー 員：佐伯 三麻子・影浦 紀子・宮地 克典・黒川 真季・河内 奈穂 

中島 登代美・高山 朋子・楊 泓 

 

❐留学生ガイダンス 
日本で充実した留学生活を送るために心得ておかなければならないこと

の助言・指導のため、国際交流部は定期的に留学生ガイダンスを実施してい

ます。2017年度は、6回実施しました。 

 

❐研修旅行 

○ 連携交流センターフィールドトリップ「広島・宮島」：2017年 12月 9日（土）～10日（日） 

 

❦参加学生の感想文❦ 

【スロ・リスラエン】 

  日本全国 47都道府県、県によってそれぞれの違う特徴を持っている。ここでは、広島研修旅行について述

べる。世界唯一原爆を落とされた広島市。広島と言えば、カープが大人気である。そしてお好み焼きがお美味

しいな場所でもある。12月 9日から 12月 10にかけて、一泊二日、私は日本人学生と他の留学生と広島へ旅

して来た。初めてこの素敵な街に足を運び、いろいろと新たな勉強と発見が出来た。朝一番に、東雲女子大学

の東門に集合し、松山港へ出発をし た。松山港で朝ご飯を取り、フェリー

に乗って広島へ出発した。一時間 後、広島市に着き、フェリーに乗り換

えて宮島へ行った。 

 宮島の景色に私の目と気持ちを引き 付けられた。この日は、天気が良くて、気

持ちよく観光が出来た。景勝地としての 厳島神社では、以前から行きたかった神

社だった。そこで自分に学業御守りを買 った。宮島水族館にも行ってきた。 

 翌日、広島原爆ドーム（平和記念公園） を見に行った。それを見て頭の中で思い浮か

んだのは「恐ろしい」という言葉しか出てこなかった。私は戦争の体験をしたことがない。だが、おじいさん

や両親に戦争は恐ろしいものだと聞いたことがある。それを聞いた時、何も考えずに聞き流した。実際、原爆

日 時 行   程 

12/9 

(土) 

大学正門〓〓〓松山観光港～～～広島港～～～宮島港∞∞厳島神社・宮島水族館～～～宮島港〓〓∞ホテル（泊） 

                           （世界遺産見学）     

6:30集合   8:00発     9:17着    9:57着   10:30頃            16:00発  18:00頃着 

12/10 

（日） 

ホテル∞∞広島電鉄〓〓〓〓平和記念公園等∞∞∞本通〓〓〓広島港～～～松山観光港〓〓〓大学正門（解散） 

（朝食）     （平和学習・世界遺産見学） （自由散策） 16:30発  17:38着     18:10頃                 

9:00出発               9:30頃     9:30着   9:35着       12:35発  12:45着    

電車・バス 〓〓〓  スーパージェット：～～～  徒歩：∞∞∞ 
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ドームを見て戦争が恐ろしいと初めて感じた。その当時、戦争を

体験してきた人は今どれだけ辛い思い、悲しい思いをしているの

か。その気持ちをわかっているのは本人しかいない。たった一個

の原爆で 14万人の命を奪っていた。私はそれを知って戦争が起こ

って欲しくない。ずっと平和な世界であってほしいと願っている。 

  広島市は松山市よりも大きくてにぎやかな街だった。そして広

島市内では「緑」がたくさん溢れていた。電車でもバスでも何でも

緑色が付いていた。松山だとミカン王国だから、オレンジの色をイ

メージできる。しかし、緑は何をイメージするのだろうか。私の中では「緑」は「安全・平和」を意味する色

だと感じた。広島で観光したことがなかったので、とてもたのしかった。一緒に過ごしてくれた人に心から感

謝している。二日間、皆と研修旅行に行けてよかった。とても良い研修旅行になった。これからももっと良い

環境、良い日常生活を送るために、皆で力を合わせてお互いにより良い平和な世界を作りたいと考えた。本当

にありがとうございました。 

 

【朱 詩麗】 

  12月の 9日と 10日、私は留学生たちと一緒に広島へ研修旅行に行きました。厳島神社、宮島水族館と広島

平和記念公園を見物して、非常に勉強になりました。 

厳島神社は今から 1,500年前に建てられました。1996年に世界遺産に登録されました。日本では非常に重

要な文化財です。私はいつもインターネットで厳島神社の美しい写真を見て、ずっと行きたかったです。今

回の研修旅行で、願いが叶って、とても嬉しかったです。 

9日は晴れでした。朱色の大鳥居は日差しを浴びて、輝いていました。青い空と海、白い雲、松葉色の山と

合わせて、綺麗な画面を構成しました。午前 10時ごろ、潮はまだ引いていました。そこで、大鳥居の柱根が

はっきり見えました。海水に浸かっていた柱根は腐食されて、もう黒くなっていました。でも、先生から大鳥

居がそのまま立って、百年間にわたり一度も倒れなかったということを聞いて、とてもびっくりしました。神

さまは大鳥居を見守っているようでした。 

私たちは大鳥居と綺麗な写真を撮った後、社殿に入りました。社殿も海に立っています。全体は朱色で、

本社を中心とする左右に長い廻廊があります。まるで宮殿

のようです。なぜ日本の大多数の神社は朱色なのでしょう

か？インターネットで調べて、分かりました。朱色は古来

魔力、災厄を防ぐ色と考えられます。そして、神様の力を

高める役割もありました。私は、朱色も神社に華やかな美

しさを加えていると思います。廻廊をくぐり抜けると、目

の前は本殿です。皆で崇敬の念を持って、参拝しました。 

社殿を見物した後、私たちは宮島水族館に行きました。

様々な可愛い魚を見て、とても楽しかったです。帰ると

き、もう午後 3時くらいでした。潮も高くなりました。大

鳥居と社殿は青い海に浮かび、水面に逆さまに映っていた影と合わせて、幻想的な景色でした。 

10日、広島平和記念公園を見物に行きました。朝、人が少ないし、周りが静かでした。私たちはまず原爆

ドームを見ました。1945年 8月 6日、原子爆弾はこの建物のほぼ直上約 600メートルの空中で爆発しまし

た。その一個の爆弾によって20万を超える人々の生命が失われました。この建物は中央のドーム部分が残存

しました。その後、人類は戒めとするため、これを永久に保存しました。原爆ドームを初めて見て、私は言

葉では言えない悲しみに沈んでいました。ここで、一瞬にして多くの人が亡くなったと考えて、畏怖、悲し

さ、色んな感情が混ざって、出ました。この感情を持って、私は平和記念資料館に入りました。ここで、い

ろいろな原爆に関する資料があります。写真、被爆者の遺品…これらの資料を見て、原爆の恐ろしさと人々

の苦しみを感じました。心も深い悲しみに包まれました。現在、世界の各国は核兵器の禁止に大きな努力を
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しています。しかし、広島、長崎の原爆事件は全人類にとって消えない傷です。苦しみを銘記することに加

えて世界中の人々が傷つけあうことをやめて平和を守るべきです。 

平和記念公園から離れたとき、もう正午でした。街が賑やかになりました。原爆事件の70年後、広島市は

再び平和で美しい都市に復旧しました。この都市は惨めな歴史を忘れずに、明るい未来を作っています。 

 

【黄 昕垚】 

一年前から、先輩たちから広島での平和学習について聞いたので、その時からこの平和学習を中心とする研

修旅行に行きたいと思っていました。今回は、この研修旅行に参加できて、嬉しく思います。またとても良い

勉強になりました。 

実は、研修旅行の当日にハプニングがありました。目覚ましのアラームが鳴らなかったので、私は集合時間

より 5分遅れました。皆さんに申し訳なかったです。私が着いてから、みんなはさっさと松山観光港に向かい

ました。第一日目は、まずスーパ ージェットに乗って、宮島へ行き

ました。朝は早かったので、とて も寒いと感じました。初めての船

旅なので、当日の寒さを我慢し、 宮島行きの船の一番上に行きまし

た。そして、みんなも私と一緒 に、天井も暖房もなしの船の一番

上に上がりました。素敵な写真 も撮ったりして、船でとてもいい

時間を過ごしました。あっとい う間に厳島神社に着きました。世

界遺産として登録された厳島神 社はとても綺麗でした。海の上に

立つ高さ 16ｍの大鳥居を見て、 長い歴史を感じられました。宮島

水族館の見学も楽しかったで す。 

私には深く印象に残っていたことは二つあります。一つ目は、広島平和公園での見学です。そこで、原爆ド

ームを見ました。原爆ドームに目を向けた瞬間、泣きそうな気持でした。今まで平和の重要性については十分

に分かっていると思っていますが、その時、改めて、さらに深刻的に再認識をしました。これから、平和な世

界を守るために、自分には何ができるかと考えていこうと思いました。二つ目は、友達と一緒にいる楽しさで

す。この二日間、この研修旅行に参加した留学生と日本人学生とほぼ毎日一緒に行動しました。今回の研修旅

行を通して、みんなとの交流を一層深めました。普段とても静かだなと思っている友達の活発な一面を新たに

発見し、また普段会う時挨拶だけの友達が実際、非常に優しい人だと、分かったこともあります。お好み焼き

は、私は何度も食べたことがありますが、今回みんなと一緒に食べたお好み焼きは、日本に来てから一番おい

しかったです。 

今回の研修旅行の貴重な体験を大事にしたと思います。 

 

【蘇 雅格】 

  先週の週末、平和研修のため、私は友達と一緒に広島に行きました。私はこの二日間に、楽しい時間を過ご

しました。 

一日目に、私たちは宮 島に行きました。宮島は昔か

ら「神の島」として崇めら れてきた、美しい島です。宮

島と言えば、まず頭に浮 かべるのは厳島神社と大鳥

居でしょう。大鳥居は宮 島のシンボルです。私はいつ

もネットで大鳥居の写真 を見ています。私は海の中に

浮かんだように見える神 秘な大鳥居をずっと憧れて

います。今回自分の目で この大鳥居を見られて嬉し

かったです。この朱塗り の大鳥居の一番特別なのは、

根元は海中に置かれてい るだけで、自力で立っている

のです。1 時頃満潮のと き、砂浜に立っていた大鳥居

は雄大で優美でした。大 鳥居の向かい側は厳島神社

です。海の中に建つこの神社はいろいろな人を誘っています。この神社は全体が朱塗り、橋も架けられていま

す。これは宮廷文化を表す特殊な神社と言われます。私はこのように全体が朱塗りの神社を見るのは初めてで

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=r/delH3l&id=393B59FBD739119D296458B92C00C261EC6E8DD4&thid=OIP.r_delH3ldrXWnTgq4JDCpwHaEP&q=%e5%8d%83%e7%be%bd%e9%b6%b4+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608027853514866909&selectedIndex=73
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す。日本の神社についてさらに知るようになりました。あの日、結婚写真を撮る人がいました。お嫁さんは綺

麗な服装を着て、家族と一緒に記念写真を撮って、きっと幸せでしょう。神様もきっとこのご夫婦の幸せを守

っています。神社から出た私たちは、水族館に行きました。内陸で育った私にとって、海と海生動物は神秘で

す。この水族館は瀬戸内海の世界を展示しています。私はペンギン、クラゲ、牡蠣などを見ました。しかも、

水族館の中にいろいろな見たこともない、聞いたこともない動物を展示しています。本当に勉強になりまし

た。 

二日目、私たちは原爆ドームに行きました。そこは誰が見ても気持ちが重くなる場所です。72 年前、一発

の原子爆弾はこの地域の人の運命を変えました。天から降りた原子爆弾は広島市民に壊滅の影響を与えまし

た。この原爆ドームはあの時代あの災難から残っている唯一のものです。広島市民は、この災難を永遠に覚え

ておくために、平和を世界に伝えるために、原爆ドームを保存しています。広島平和記念資料館に行った私は、

この災難についてもっと知りました。戦争は残酷です。市民は無辜です。今の平和時代は、彼たちの命から交

換されたものです。平和の時期に生まれた私たちはどんなに幸せでしょう。災難に出会った広島市民は誰より

も平和を望んでいます。私は今後も世界平和のためにできるだけ努力したいと思っています。 

この機会があって良かったと思っています。綺麗な広島を

見られることだけではなく、平和を望んでいる広島も知りまし

た。この旅をずっと覚えたいです。 

   

【宮内 愛】 

私が、この研修旅行に参加した目的は、留学生の方たちとの

仲をもっと深め、たくさんの良い思い出をお互いに残したかっ

たからです。また、私は広島を観光したことがなかったので、

初めて、この機会に参加させていただきました。 

   1日目は、早朝から学校に集合し、学園バスで松山観光港へ行きました。船では、松山から広島まで約 1時

間 40分程で行くことができ、とても近いなと思いました。 

この日は、宮島での観光がメインでした。人気のスポットである厳島神社や宮島水族館に行きました。船か

ら降り、海沿いをゆっくり歩きながら観光しました。私は食べなかったのですが、揚げもみじは人気のグルメ

で、ある店では行列になっていました。の他にも牡蠣やしゃもじなどもありました。また、たくさんの鹿が放

し飼いされていました。宮島では、皆で写真を撮ったりして、ここには書ききれないほど、宮島はとても良か

ったです。 

宮島での観光が終わると、広島駅に向かいました。少し時間があったので、1時間ほど自由時間をいただき

ました。駅の周辺で、お土産を見たり、ショッピングをしてから、ホテルへ行き、チェックインをしました。

ホテルに行ったあとは、少し部屋で休憩をとり、 駅へお好み焼きを食べに行きました。晩ご飯を食べ終わっ

たあとは、先生と翌日の日程確認をし、18時半には解散して、21時ぐらいまで、また駅の周辺で買い物をし、

楽しみました。 

2日目は、平和記念資料館へ行きました。私は、小学校の修学旅行でも一度来ました。たくさんの人たちを

戦争で亡くし、市河先生の両親や祖父母も、この戦争により、被曝して亡くなったのだとお聞きしました。資

料館では、戦争にあった人のビデオ収録を見ることができ、戦争がどれほど

怖くて、たくさんの命を奪っていったのか、改めて戦争とはどういうことな

のか考えさせられました。 

次に、大通りへ行き、3時間の自由行動をいただきました。商店街を歩き、

私は可愛いデザイン Tシャツのお店を見つけ、チンパンジーの長袖を買いま

した。このお店は、広島駅にもあり、買おうか買うまいか、かなり迷ってあ

きらめていたところでした。でも、商店街にあるとは思わなかったので、本

当に嬉しかったです。 

この 2日間の広島研修旅行では、集団行動をする中で、時間厳守と相手に

対する思いやりが大切なんだと思いました。一人だけが楽しむのではなく、

参加している全員がどうすれば楽しめるのかが、自由時間ではとても大事でした。だから、皆の意見を出しあ

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=iIYYpJ9Z&id=27182A39033BDA1E4F6CEFAC1F5C36E059B4D25A&thid=OIP.iIYYpJ9ZZ8GZ3KJsk05f3wHaHa&q=%e5%8d%83%e7%be%bd%e9%b6%b4+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608033935203434535&selectedIndex=81
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って、行動することができました。 

 

【續木 美美】 

  12月 9日、10日に広島出身の市河先生の引率のもと、1泊 2日の広島研修旅行に行きました。私は小学校

修学旅行以来の広島でした。初めてフェリーで旅をしました。1日目は宮島、広島駅周辺に行きました。宮

島では厳島神社や宮島水族館を見学しました。厳島神社では以前、潮が引いている状態のときしか見ていな

いので初めて潮が満ちている 厳島神社を見て、とても感動

しました。宮島水族館は建物 が以前と変わっていてびっく

りしました。広島駅周辺では 買い物をしました。広島駅の

周りはデパートやお店がたく さんあって松山駅よりも賑や

かでびっくりしました。 

 2日目は原爆ドーム、平和記 念公園、平和記念資料館、本通

りに行きました。原爆ドームで は初めて近くで見ることがで

きました。平和記念資料館も工 事中で全部見れなかったのは

残念でしたが、久しぶりに原爆 が落ちたときの様子の再現や

被害にあった人の写真などを 見て、9年ぶりに平和について

深く考えました。本通りでは松山の大街道や銀天街よりも人がたくさんいてびっくりしました。 

今回の研修旅行では久しぶりに平和について学ぶことができ、二度と戦争してはいけないと改めて思いま

した。また宮島では美しい日本の風景の素晴らしさを実感しました。この 2日間はとても有意義な旅でし

た。 

 

【浅井 真歩】 

 今回私は一泊二日の研修旅行に参加させていただき留学生達と交流を深めるだけでなく様々な経験を通し

て平和について改めて考える良い機会となった。 

  一日目は宮島を訪れた。はじめてだったため、とても楽しみにしており事前に宮島について調べてみた。す

ると宮島には空海、平清盛、毛利元就、豊臣秀吉などの歴史的にも有名な人たちがゆかりのある場所だという

ことを知った。また、モン・サン＝ミッシェルと宮島は、海に浮かぶ世界遺産であるということと、信仰の聖

地として1000年以上の歴史があると いうこと、それぞれ国を代表する観光

地であることなどの共通点がた くさんあり観光友好都市提携を結

んでいるということを知った。 モン・サン＝ミッシェルは私が訪

れたい場所の一つだったた め、このように交流があり、姉妹

都市だということを知って驚 いた。それを知ってさらに宮島

への期待が高まった。しかし 実際はそこまで目立ったものは

なく一か所オブジェなどの展 示がある程度だった。 

厳島神社に訪れた際はあまりの 赤を基調とした美しい建築構造に

魅了された。そこから見える海に聳 え立つ赤色の鳥居もとても良かった。

日本で生活していて鳥居を当たり前に見ている私にとって鳥居が赤色をしていること、神社が赤色であるこ

とはそこまで気に留めるようなことではなかった。しかし留学生にとっては疑問に思う点だったようで、それ

を尋ねられた時は考えたことすらなかったため、答えることができなかった。後日調べてみると鳥居が赤(朱)

色なのには、平家の権力によるもので赤(朱)色は魔除けの色とされているからという理由があった。これは私

にとっても勉強になり、違った視点から物事をみると色々な考え方を知ることができるため、これも国や文化

の異なる人たちと過ごす良さだと思った。 

二日目に訪れた広島平和記念公園と平和資料館では、原子爆弾や戦争の恐ろしさを感じられた。平和学習は

小学生の頃から授業で取り上げられ戦争について学んでおり、実際広島の原爆ドームや平和公園を訪れたの

は今回で三度目となった。しかし何度訪れてもとても強く戦争の悲惨さを感じさせられる。もしかすると年々

成長するごとにその感じるものが強くなってきているのではないかとも思えた。また、平和公園や資料館には

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=eYvBlKJs&id=CD9151AA3F0BDC0CB8C03CA202763F666DF74E2D&thid=OIP.eYvBlKJs9RsE4xKbEeV8CQHaHe&q=%e9%b3%a9+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608046605338873566&selectedIndex=455
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私たちの他にたくさんの観光客や外国人が訪れていた。外国の人たちにも広島に興味関心を持ってもらえて

いるということは、核や戦争の恐ろしさな どを多くの人たちに知ってもらえるという

ことで、嬉しいことだと感じた。戦争 はとても恐ろしいものであり、今を生

きている者にできることは二度と同 じようなことを繰り返さないように

することである。私たちはそのため にこの出来事を忘れてはならない

と思うし、この悲惨さは伝えていく べきだと思う。戦争を経験した人た

ちが少なくなっている今、私たちが 戦争について意識を高め理解して

いくことが大切なことだと感じた。こ の世から戦争や核がなくなり全ての

人が幸せだと思える平和な社会が訪れ ることを祈っている。 

二日間の研修を通して親睦を深めること ができたうえに、観光客の多い広島県で

外国人や様々な障害を持った人たちと出会い、人 の温かさというものも感じることができた。短い

期間の中、たくさんの経験と学びを得ることが出来とても充実した二日間だった。 

 

❐大学祭（東雲祭） 
2017年 11月 11日（土）～12日（日） 

今年も展示バザーと販

売バザーに出店しました。

展示バザーでは、連携交流

センター主催の「海外語学・

文化研修プログラム」に参

加した日本人学生がプログ

ラム内容を掲示しました。

販売バザーでは、今年も中国

とカンボジアの留学生が、「地域魅力発見隊」同好会とコラボをして、「国際交流フレンドシップ制度」に登録し

ている日本人学生達と共に、手作り料理を販売しました。二日間とも好評のうち完売いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❐国際交流フレンドシップ制度 
 日本に新しく来た留学生と本学の日本人学生が一緒になって相互の文化交流を行う目的で、2007年度に立

ち上げたこの制度は今年度も隔週で月曜 5限に、留学生が、パートナーとなっている日本人学生と交流活動を

しました。 

 

 

Menu 

カンボジア風芋上げ 100 円 

中華風芋上げ団子 100

円  中華風クリスピーチキン 100

円  中華風おでん卵 80 円  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=INQCFGRg&id=BD63790C327897D4330AE70BACF04A39E9C5ABA1&thid=OIP.INQCFGRgaehOq9-dTQhqAQEsDL&q=%e3%83%a1%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc+%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88&simid=608029541228677096&selectedIndex=294
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1BI2uwmN&id=DD777086397267B519C117F1A93E2D07A111CC7E&thid=OIP.1BI2uwmNwawkRNLRtwdFggEsEr&q=%e5%ad%a6%e5%9c%92%e7%a5%ad+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=607988511404329049&selectedIndex=416
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❦参加学生の感想文❦ 

【松尾 夏葵】（心理子ども学科 心理福祉専攻 4年） 

7月 14日に、第 3回国際交流フレンドシップを開催しました！今回は、カンボジアのおやつと中国の家庭

料理をみんなで一緒に作りました。料理という世界共通のテーマを通すことで、いつもは話しかけるのに少し

勇気のいる留学生の皆さんともスムーズに会話でき、仲を深めることができました。 また、作った料理にま

つわる現地のリアルなお話も聞けて面白かったです。できた料理もとても美味しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❐地域との交流 
○俳句教室（松山南ライオンズクラブ主催）：2017年 6月10日（土） 

私たち留学生は康申庵で俳句と抹茶体験に参加しました。俳句というものは五 七 五の17音から成り立

ち、季語を含む日本独自の文芸です。合歓の花と裸足という季語を用いて、俳句を作りました。先生のご指

導のおかげで、美しい俳句を作ることができ、それぞれ素晴らしい作品となりました。その後、素敵な日本

伝統的な庭園の中で日本の茶道も体験し、行儀作法を勉強しました。和菓子を食べたり、お茶をたてたりし

ていました。日本の茶道では正座をします。だが、私たち外国人にとって正座は難しいです。足がすぐ痛く

なりました。姿勢正しく座ることは日本文化として一つのマナーだとわかりました。今回は日本文化につい

て学べて、良かったと思います。私たちにとって貴重な体験となりました。どうもありがとうございまし

た。 

（報告者：心理子ども学科 心理福祉専攻 1年生 スロ・リスラエン） 

回 時間 内 容 

1 4月17日（月） 新入留学生歓迎会 

2 5月22日（月） 俳句講習会 

3 6月19日（月） 日本人学生との交流 

4 7月14日（金） 「七夕の夕べ」＆「清涼祭」 

5 10月16日（月） 日本人学生と交流会（東雲祭の準備） 

6 12月18日（月） 「クリスマスパーティー」 

7 1月22日（月） 留学生卒業予定者送別会 

2017年度活動内容 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zjbTSMqS&id=D6BA38E397F9F3A669B10500026CD9F446B35507&thid=OIP.zjbTSMqScxK6HBviuhgtigEsDr&q=%e6%8e%b2%e7%a4%ba%e6%9d%bf+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99+%e3%81%8b%e3%82%8f%e3%81%84%e3%81%84&simid=608034274295614744&selectedIndex=321
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lWe2wnRw&id=99D16F4B631AB5E65145A1131ABE8D76065BBC44&thid=OIP.lWe2wnRwUdCUjn6rzFvjCQHaFj&q=%e5%9b%bd%e5%82%b5%e4%ba%a4%e6%b5%81%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99+%e3%81%8b%e3%82%8f%e3%81%84%e3%81%84&simid=608049281156384781&selectedIndex=149
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○「異文化交流料理会」(桑原まちづくり協議会との共催)：2017年 7月 14日（土） 

桑原まちづくり協議会との共催で、第 6回食文化・異文化交

流会が本学で行われました。本学の留学生や学生をはじめ、ま

ちづくり学生部の皆さん、桑原中学校の皆さん、桑原まちづく

り協議会の皆さんなど、総勢45名が参加しました。 

 料理はカンボジアのバナナフライ、中国のレンコンはさみ

揚げ、日本の鶏飯や、かき玉汁などを作りました。班にわかれ

て調理をしました。そのなかで、留学生とはもちろん地域の人

たちともコミュニケーションをとることができました。出来上  

がった料理はどれもとても美味しかったです。 

食後は日本の伝統芸能を学ぶということで、愛媛県宇和島市吉田町の鹿の子踊りのビデオ鑑賞、けん玉体験

をしました。けん玉体験では３つの技に挑戦し、なかには全て成功した人もいて、大いに盛り上がりました。 

今回の交流会でたくさんの人と交流することができました。また、交流を通して異文化を知るとともに日本

の文化について考える良い機会にもなりました。 

（報告者：保育科 1年生 浅井 真歩） 

        

○体験―日本の味わい(松山つばきライオンズクラブ主催)：2017年 11月 23日（木） 

私たち留学生は 8:50分 に東雲女子大学の正門前で集合し、晴光寺へ出発しまし

た。晴光寺に着いた時、松山つばきライオンズの方が私たち留学生を暖かく笑顔で歓

迎してくださいました。  

記念撮影をした後、美味しい和菓子と抹茶をいただきました。美味しいお食事をい 

ただいた後、座禅体験をしました。私にとって座禅は正座よりも楽でした。10分間ほ

ど座禅をしましたが、しびれがありませんでした。座禅をすることで、個人の心がき

れいかどうかということがわかりました。素晴らしい日本の伝統文化が体験でき、嬉

しく思います。この素晴らしい日本の伝統文化を広げるために、カンボジア母国に帰

ったら、カンボジア人に伝えたいと思います。ありがとうございました。 

        （報告者：心理子ども学科 心理福祉専攻 1年 スロ・リスラエン） 
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○体験―門松飾り (畑寺公民館主催)：2017年 12月 23日（土） 

私は畑寺公民館で地域の皆さんと一緒に門松を作りました。日本に来る前に、私は日本の新年の過ごし方を

全然知りませんでした。門松についても初めて聞きました。だから、私は深い興味を持って、今回の活動に参

加しました。 

朝 8時、私たちは山へ竹を切りに行きました。初めて竹の中を真剣に観察しました。竹が本当に清浄である

ことを認識しました。竹を公民館に運んだ後、私たちは門松作りを始めました。

地域のおじさんたちはまず色が近い竹を三本選んで、先端部を斜めに切りまし

た。二本がちょっと短めでした。それから、三本の竹を縄で縛りました。縛る

ときは短い竹が前に来るようにきれいに並べました。次は、三本の竹を缶の真

ん中にセットして、缶の中に土砂を入れました。最後に、竹を中心に周りに松、

梅、南天、葉牡丹を土砂に挿し、飾りました。 

  私はおじさんのご指導のもとに、２つの小さい門松を作りました。竹の周り

に松、梅、南天などの飾り物をいっぱい挿しました。凧ピックを加えて、自分で

作った門松がとても可愛いと思いました。 

門松に松竹梅が入っているので、長寿、生命力、繁栄などの意味がありま

す。そして、門松は年神様が迷うことなく家にいらっしゃるような目印だと考えられています。だから、日

本人は年神様を迎えるために、正月に家の門に門松を置きます。私は今回の活動を通して、門松について非

常に勉強になりました。最も楽しかったのは私が自分で作った門松を持って帰ったことです。私も門松を家

の門に置いて、年神様を迎えました。 

（報告者：心理子ども学科 心理福祉専攻 3年 朱 詩麗） 

 

❐海外協定校との交流 
○マレーシア マラ工科大学短期交流プログラム：2017年 5月 29日（月）～6月 9日（金） 

松山東雲女子大学と協定校であるマレーシアのマラ工科大学との短

期交流（受け入れ）プログラムが、5月 29日（月）から 6月 9日（金）

まで実施されました。マレーシアから 2 名の学生が参加し、松山滞

在中は女子大学の授業を受講、ゼミにも参加し、日本人学生と良い

交わりをしました。その他、書道がーるず、着装部（浴衣の着付け）、

茶道部、邦楽部の活動にも参加し、日本の伝統文化にチャレンジす

るなど、積極的に異文化交流を体験しました。また、東雲中高の授業

も見学し、日本文化への

理解も深めました。自由

時間には、日本人学生チューターや在学中の留学生学生チューター

と市内を散策しました。滞在期間中、ホストファミリーのご家族の方

が留学生たちの面倒を大変良く見てくださり、今回もプログラムの

初日からラマダン（断食月）の時期と重なっていて、更なるお気遣い

を頂きました。プロ

グラムの最後の日

には、お二人は松山での滞在を振り返り日本語と英語でのスピ

ーチ、そして滞在の様子を DVDでも発表しました。その後、プ

ログラム修了証書が授与されました。短い滞在でしたが、ホス

トファミリーや東雲の学生や松山のことをとても気に入った

様子で、「いいプログラムで満足しています」、「2週間、大変お

世話になりました」と喜んでいました。 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=eoFyxMMZ&id=E181EAF52A8C212EE6C5D90025D03E6BF54DFAFB&thid=OIP.eoFyxMMZPsD6VOuCC7F__wHaC_&q=%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608032870061311578&selectedIndex=5&qpvt=%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99
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○中国 江南大学短期交流プログラム：2017年 6月 19日（月）～6月 30日（金） 

松山東雲女子大学との協定校である中国の江南大学との短期交流（受け入れ）

プログラムが、本年度も 6月 19日（月）～6月 30日（金）まで実施されまし

た。今年も、江南大学日本語学科の 3年生 2名が参加しました。 

松山滞在中は、女子大学や短期大学

の授業、ゼミに参加しました。その他、

邦楽部、書道がーるず、着装部、茶道部

の活動も見学、体験しました。留学生達

は初めて日本のお琴や三味線を弾き、とても

喜んでいました。こうした部活体験を通して、日本文化に触れ、いい勉

強になったようです。また、松山に到着した初日の「国際交流フレンド

シップ制度」の活動時間には、江南大学の様子や中国の大学生の生活に

ついてパワー・ポイントで本学の教職員や日本人の学生に紹介してくれました。そして、今年も愛媛トヨタでミ

ニ・インターンシップもしました。短時間でし たが、留学生達は座学やお辞儀の練習等

を通して、日本におけるビジネスマナーの基 本やサービスのこころ等の企業文化につ

いて、学ぶことができました。自由時間には、 日本人の学生たちと交流を深め、道後温

泉や松山城を見学し積極的に異文化体験をし ました。東雲中高の授業も見学し、日本文

化への理解も深めました。そして、留学生は 2 週間の滞在期間中、ホストファミリー宅

でお世話になりました。今年もホストファミリーを引き受けてくださったご家族の方が、大変よく面倒を見てく

ださり、学生たちは大変喜んでいました。最終日には、松山での滞在を「松山観察日記」として、素敵なパワー・

ポイントと DVDを使って、本学の学生や教職員の前で流暢な日本語で発表し、プログラム修了証書を授与されま

した。短い滞在でした が、東雲の授業や

松山での生活に大変 満足した様子で

「２週間はいろいろ と親切におもて

なしをしていただき 本当にありがと

うございました。日本 の『おもてなし』

に感動しました。」と 感謝のことばを

たくさん述べてくれ ました。 

 

 

 

❐スピーチコンテスト 
○「留学生ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ in愛媛 2017」（愛媛県留学生等交流推進会議主催）：2017年 11月 5日（日） 

11月 5日（日）南海放送本町会館にて開催された「第 14回留学生日本語スピーチコンテスト in 愛媛 2017」

（愛媛県留学生等交流推進会議主催）に、松山東雲女子大学から朱詩麗さんが出場しました。朱さんは、今年の

4 月に中国の協定校である江南大学から東雲女子大学心理子ども学科心理福祉専攻へ 3 年次編入した学生です。 

朱さんは、女子大入学後、弓道部での活動を通して、肌で感じた日本文化の体験を流暢な日本語でスピーチし

てくれました。スピーチの中で、朱さんは、普段家で練習用に使ったミニチュア弓をもって、弓を引く八つの基

本動作である「射法八節」を披露してくれました。とても格好良かったです！ 

今年のスピーチコンテストは 8 か国 19名の留学生が出場しました。朱さんは見事に「特別賞」を受賞しま

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cTmA1e5Z&id=0948488FFFE68EBCE660FB73FFCC2EA840CF42EE&thid=OIP.cTmA1e5ZppYnm5Z6yhAUAgHaFh&q=%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608008135356386539&selectedIndex=52
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した。 

 以下は朱さんの原稿です。是非ご覧ください。 

 

【朱 詩麗さん】        

                     私の日本文化体験 

 

 

皆さん、こんにちは。私は中国からの留学生朱詩麗です。今、松山東雲

女子大学の三年生です。私のスピーチのテーマは私の日本文化体験です。 

日本へ留学する前に、私は中国の江南大学で日本語や日本の歴史や文化 などを勉強していました。しか

し、私は書物で勉強しただけでは結局浅い理解になってしまい、実践に体験することでもっと深く理解でき

ると思いました。そこで、二年生の時、本格的に日本への留学を決めました。 

初めて日本に来たとき、日本での生活と中国での生活の違いに戸惑いました。更に、日本語がまだ上手では

なかった、困ったこともたくさんありました。しかし、私は頑張って勉強して、日本語が少しずつうまくな

っていき、日本での生活も慣れました。そして、私は日本の文化をもっと深く理解したいと思い、弓道部に

入部しました。皆さんは、射法八節を知っていますか？射法八節とは弓を引くための８つの基本動作です。

足踏み、胴造リ、弓構え、打起し、引分け、会、離れ、残心、８つの動作のことです。私は射法八節から弓

道を学習しました。初めて練習した時、力が弱かったので、弓を広く引くことができませんでした。先生は

第七節の会の時から、腕は自然に落ちるので、力を入れず、楽に矢を射てくださいと言いました。しかし、

私は弓を広く張った状態を保つために、できるだけ、力を入れて、矢を射リました。その結果、一回も的に

当てることができませんでした。心が焦り、体も疲れてしまいました。でも、綺麗に矢を射リたいと思っ

た、私は家で一生懸命筋肉を鍛えました。数ヶ月後、私はやっと弓を広く引くことができました。第7節か

ら、静かに矢を射リました。最後の残心では、心が大変落ち着けました。そのとき、初めて弓道の楽しさを

体験しました。弓道は他のスポーツと違って、相手と戦うの

ではなく、自分の心と戦うスポーツです。矢を射るとき、心

を鎮め、集中するといったことが必要です。まるで心を映す

かのように、心の動きが的を射抜く結果につながります。何

も考えず、心と弓と的を一つにして、矢を射リます。それに

よって、本当の弓道の楽しさを感じることができます。弓道

は技術を学ぶだけでなく、心も磨くスポーツです。私は弓道

によって、日本の武道の奥深さを知りました。 

 日本に来て、もう半年になりました。半年の間に、私は様々な国際交流活動や文化活動に参加しまし

た。日本の文化や地域のことについてたくさん知ることができました。例えば、俳句と抹茶の体験会によっ

て、俳句の作り方を学び、日本の茶道の魅力を感じました。地域の食文化交流会では、愛媛の食文化を体験

しました。様々な体験を通して、日本に対する認識も深まりました。この留学体験を生かして、これからも

日中両国の友好交流に貢献したいと思います。 

 

○「外国人による日本語弁論大会」（松山湯築ライオンズクラブ主催）：2017年 11月 26日（日） 

11月 26日（日）いよてつ髙島屋 8階スカイドームにて開催さ

れた、第 11回「外国人による『にほんご』弁論大会」（松山湯築

ライオンズクラブ主催）に、松山東雲女子大学から朱詩麗さんが

出場しました。朱さんは、女子大入学後、弓道部での活動を通し

て、肌で感じた日本文化の体験を流暢な日本語でスピーチしてく

れました。今年の弁論大会は 5 か国 17 名の外国人が出場しまし

た。残念ながら朱さんは入賞できませんでしたが、正々堂々と良

い弁論ができました！ 

 

特別賞 
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❐チャペルアワーでの報告 
○「留学生チャペルトーク」：2018年 1月 16日（火） 

2018 年 3 月卒業予定の中国出身の黄昕垚さん、蘇雅格さん

は、それぞれの留学生活について報告しました。 

  以下は 2人の原稿です。 

 

【黄 昕垚さん】 

日本に来てからもうはや二年を経ちました。自分は、「日本に

来て本当に 良かった」と思っています。日本に来てから、「なんで日本を選んだ」とか、「なぜ日本に留学しよ

うと思った」とか、よく聞かれました。私自身は、小学生の頃から、ずっとアニメを見ていました。アニメのお

かげで、日本に興味を持ちはじめました。また、中国では、一般的に、日本が綺麗な国というイメージを持たれ

ています。日本が好きなので、二年前、「日本へ行きたい」、「直接に日本人と話をしたい」という考えは生み出

しました。そこで、中国から女子大学の３年生に編入しました。日本人の心を寄り添うために、今でも、頑張っ

て日本語を勉強しています。 

最初のウェルカムセミナーは今でも覚えています。今の日本語も下手ですが、その時の日本語は今より何倍

も下手でした。皆さんの話はよく理解できてなくて、迷惑をいっぱい掛けたと思います。それにしても、皆さん

が私に優しくしてくれて、その時の皆さんに感謝しています。 

日本が好きという気持ちは変わっていないですが、その中で、細かい部分は変わっ

たような気がします。二年前、日本のことを何も知らず、単純に憧れていました。現

在、どうして日本が好きということについては、はっきり分かっています。風景や美

味しい料理より、私今、日本で絆をできています。こうした理由で、私は日本のこと

がどんどん好きになりました。大事な友達ができたので、卒業のことを考えると、も

のすごく寂しいです。この二年間、いろんなところに私を連れて行ってくれました。

初めてのボウリングに行ったり、美味しい料理を食べたりして、充実な二年間を過ご

しました。 

普段よく LINE や電話をして、なんでも相談できて、いつでも支えてくれた友達は

います。一緒にアニメのイベントに参加したり、カフェに行ったり、旅行も一緒に行

ったりして、本当にいつもたのしく過ごしました。友達と松山以外のところにも行き

ました。松山と違う雰囲気を感じました。観光を通して、より多く日本の文化に触れることができました。 

去年、私の誕生日の前、LINEで一人の友人から「欲しいものある？」というメッセージをもらいました。「手

紙が欲しい」と、私は遠慮せず返事をしました。後日、なんと、手紙ではなく、アルバムを誕生日プレゼントと

してもらいました。たくさんな写真が貼っていて、たくさんのメッセージを書いてくれました。その時はいろん

な思い出が浮かんできました。感動しました。このアルバムを大事にします。また学校でも、いつも元気で、笑

顔で私に話を掛けてくれる友人もいます。心が温まります。学校の先生もいつも丁寧に私の日本語を直してくれ

ます。本当にありがとうございます。 

日本に来てから、昔臆病な私は、一歩ずつ変わりました。私はとても緊張しやすいタイプなのに、日本でス

ピーチコンテストをはじめ、いろんな活動に参加しました。今まで自分に誇っているのは、去年の夏休みに、愛

媛トヨタでの 2週間のインターンシ ップに参加したことです。2週間

のインターンシップの主な内容とし ては、企業理念を含む企業文化に

ついての座学、ショールームでの接 客、営業スタッフとの同行、洗車

場での体験でした。こうした体験を 通して、笑顔の力、接遇のおもて

なし、目標管理の重要性など、色々 を学びました。一番印象に残った

のは、洗車場での洗車自習でした。 その日は、耳が聞こえない一人の

社員さんがいました。あの方は暖か い笑顔で私を迎えて、洗車の方法

を私に教えてくれました。言葉がな くても、笑顔だけで、相手の気持

ちをきちんと私に伝わったような気がします。現在、私にとって、どこでも、今までに見落とした笑顔は見える

ようになりました。「最初、人と会うときの 0.5秒はとても大事」という話はインターンシップで学びました。
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この 0.5秒で会話するのは難しいと思いますが、但し、笑顔を作るのはそんなに難しくないかもしれません。言

葉だけでは、相手に自分の気持ちが届かないこともたまにはあります。無表情でどんなに優しい言葉をかけても、

心は温もらなく、安心感を得ないこともあります。素敵な笑顔を見たら、優しさを十分に伝わると思います。こ

の 2週間のインターンシップに参加して、日本の企業文化も触れることができました。今の私はすべての事に対

して自信満々とは言えないですが、「やらないとわからない」と、思うようになりました。これからも、勇気を

持って、前向きにいきたいと思います。 

二年間は早すぎると思います。まだまだ体験してみたいことはたくさんあります。正直に、日本と別れたく

ないです。学校にいる時間は残りわずかになりますが、充実にしたいと思います。皆さん、どうぞよろしくお願

いします。 

 

【蘇 雅格さん】 

  私は中国からの留学生です。中国にいた時、日本のアニメとドラマを見て、日本語に興味を持つようになり

ました。そして、日本語科の私は字幕を見ずにドラマの内容を分かるため日本語を一生懸命勉強しました。そ

の勉強の間に、私は日本に対してますます興味を持つようになりました。私にとって、日本の茶道、着物など

はとても魅力的なものです。もしいつかこの私でも日本に行けるとしたら、伝統的な日本文化を味わうことが

できたらいいなと思いました。 

  幸い、私は本当にいいチャンスを得ました。2016年 4月、私は中国の江

南大学から東雲女子大学に編入しました。私の日本での留学生活は始まりま

した。あっという間に私の二年間の留学生活はもうすぐ終わりますが、この

二年間の留学生活を振り返ると、とても有意義だと思います。 

 松山にいるこの二年間、私はいろいろな活動に参加しました。例えば、清

涼祭、大学祭、ボランティア活動、俳句大会、愛媛県 4大学留学生バスツア

ー、お寺での文化体験、広島平和研修など。清涼祭で初めてスイカ割りを見

ました。大学祭で自分が創作料理を売って好評を得ました。また去年の年末

に畑寺公民館の皆さんと一緒に門松を作りました。異文化交流会で桑原中学

校の中学生たちと交流して、けん玉も体験しました。俳句交流会で自分で俳

句を書いてみました。大街道の土曜夜市にも行きました。私にとって、印象深い物で

した。土曜夜市のとき、大街道の両側には露店がたくさんありました。可愛い女の子達は浴衣を着いて、友達と

しゃべりながら、ボールをすくっていました。両親と手を繋ぎ、りんご飴を舐めていた子どもたちもいました。

店主はテンションを高めて商品を売りさばいていました。ドラマやアニメでしか祭りを見ていない私は、祭りの

賑やかさを肌で感じることができてとても興奮していました。これらは全て私の人生の中での貴重な思い出で

す。これらの活動を通して、私は日本や日本の文化への理解も深くなりました。 

 また、日本に来る前に日本語を勉強しました、が、ここに来てからは、私が学んだ日本語は全然足りないこと

に気づきました。ここでは、先生は中国語で授業をしません。宿題や発表は全部日本語でします。日本に来たば

かりの私にとって、これは本当に難しいことでした。私は頑張って先生の話を聞かなければなりません。頑張っ

て日本語を勉強しなければなりませ ん。だが、こんな難しいチャ

レンジがあるこそ、私は以前よりも っと真剣に勉強することが

できます。しかも、ここで勉強するの は、日本語だけではなく、英

語や、福祉に関する分野の知識もあ ります。この二年間の勉強

を通して、多くの知識を身につける ことができました。 

 さらに、私は初めてアルバイトを しました。日本では、学生が

アルバイトをするのはとても普通な ことです。20 歳前に、私は

アルバイトしたことがありません。 私は自分の力で生活をして

みたかったので、私はコンビニでの アルバイトを始めました。

最初の時、私はお客さんの話をよく わかりませんでした。お客

さんに怒られたこともあります。でもアルバイト先の同僚たちはとても優しいです。私は何かわからないことが

あれば、皆さんは必ず助けてくれます。アルバイトは大変ですが、優しい同僚があるので、私は楽しいアルバイ

トの時間を過ごすことができました。アルバイトを通して、「生活」というものは思ったより難しいことだとよ
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く分かりました。 

 最後に、私はここで暖かさや優しさを感じました。日本に来る前、日本語はあまり上手ではなかったので、日

本での勉強や生活は行けるかなとずっと心配をしていました。ここに来てから、最初の心配は全部余計なことで

した。先生たちはいつも優しくて親切にしてくださいます。学校で会うとき、先生たちはいつも私に声をかけて

くれます。休みの日もわたしを連れて双海や久万高原に行きます。授業で知り合った友たちもわたしを誘って一

緒に遊びに行きます。先生たちや友達に感謝したいです。本当にありがとうございます。 

 日本に来てから、いろいろなことを体験して、勉強して、私は成長したように思います。日本に来る機会があ

って、本当によかったと思っています。この二年間の大切な思い出は一生に覚えます。これは全部私の人生の宝

物です。この二年間はお世話になりました。ありがとうございます。 

 

❐その他の活動 
○「愛媛の4大学留学生で行く「しまなみ紀行」バスツアー」の参加について 

2017年 12月は忙しかったです。その中、愛媛 4大学留学生で行く東予バスツアーに参加できて、本当に良

い気分転換になりました。 

一番最初は、愛媛県総合科学博物館に行きました。恐竜の模型が大きくて、びっくりしました。みんなで写

真を撮ったりして、楽しめました。また、科学館でみんなはたくさんの実験をしたりして、とても良い勉強に

なりました。あっという間に1時間が経ちました。まだ回ってないところがあると思うと、少し残念に思いま

した。 

アサヒビール四国工場での見学は素晴らしいものでした。工場のスタ

ッフの方はとても親切に私たちに工場案内をしてくれました。とても清

潔な工場です。自分もこのような工場で働ければいいなと思いました。

今回の見学のおかげで、ビールはそう簡単にできるものではないとよく

分かりました。また、アサヒビールはゴミの分類や排水処理について、

きちんとされているところは、とても素晴らしいと、感心しました。工

場見学の最後に、美味しいビールまで飲ませていただきました。 

バスツアー最後の目的地は、今治タオル美術館でした。ムーミンがた

くさん出てきました。とても可愛かったです。タオルはいろいろな種類

もあります。また、今治タオルの高い品質は、視覚、触覚でよく分かりました。タオルは日常生活の中で誰で

も使っていますが、但し、今治タオルは芸術品にもなれます。今治タオルが商品開発に力を入れている姿勢が

よく分かります。 

今回のバスツアーのおかげで、楽しい時間を過ごさせていただきました。また、このツアーで勉強になった

ものはたくさんありました。有意義なツアーはいい思い出になりました。本当にありがとうございました。 

（報告者：心理子ども学科 心理福祉専攻 4年 黄 昕垚） 

 

○部活の参加 

 【朱 詩麗】（心理子ども学科 心理福祉専攻 3年） 

私は大学の弓道部に入部してもうすぐ一年になります。この一年の間に、私は弓術を勉強しただけではなく、

四国インカレ、新人戦に参加し、弓道の審査も受けました。弓道を勉強することができ、

とても嬉しかったです。 

私は日本に来る前に、弓道についてあまり知りませんでした。矢を射るときの姿が非常

に格好いいと思ったので、大学の弓道部に入部しました。しかし、弓道の学びは簡単では

ありませんでした。私は弓道を勉強するうちに、様々な問題にぶつかりました。例えば、

私は初めて弓道を練習したとき、力が弱かったので、弓を広く引くことができませんでし

た。射法八節(弓を引くための８つの基本動作)を勉強したとき、先生は腕が自然に落ちる

ので、力が入れず、楽に矢を射ってくださいと言いました。しかし、私はいつもできるだ

け、力を入れて、矢を射りました。その結果、一回も的に当てることができませんでした

…。やらなければならない課題がどんなにたくさんある時でも、私は繰り返し練習していました。家にいる時に

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hV82Et4%2b&id=F767887E06C7A1FD47738451DB1BCE2C838FE132&thid=OIP.hV82Et4-TGLOfdemV7A14QHaGl&q=%e3%83%90%e3%82%b9%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608019671582248809&selectedIndex=98
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=auVz70HQ&id=EC74DDC501DB613045F309873CF8D9D5FDD75A0E&thid=OIP.auVz70HQY9gDopmhvLFYUQHaNZ&q=%e6%84%9b%e5%aa%9b%e5%9b%bd%e4%bd%93%e3%80%80%e5%bc%93%e9%81%93%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608035206549275121&selectedIndex=0&qpvt=%e6%84%9b%e5%aa%9b%e5%9b%bd%e4%bd%93%e3%80%80%e5%bc%93%e9%81%93%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88
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は、一所懸命筋肉を鍛えました。数ヶ月後、やっと弓を広く引くことができました。先生の指導を考えて、何度

も何度も矢を射りました。その結果、力を入れず、静かに矢を射ることができました。 

このように真面目に練習していて、弓道の楽しさも感じました。弓道の楽しさは的中の楽しさだけではないで

す。私は弓道によって自分の心も磨くことができ、とても嬉しいです。弓道は他のスポーツと違って、相手と戦

うのではなく、自分の心と戦うスポーツです。矢を射るとき、心を鎮め、集中することが必要です。まるで心を

映すかのように心の動きが的を射抜く結果につながります。したがって、矢を射るとき、自分の心も磨いていま

す。 

弓道を練習しているうちに、私は弓道に対する認識も徐々に深まりました。弓道は日本の伝統武道として、日

本社会に根強く存在しています。日本の子どもたちは学校の体育の中で弓道を学びます。世界中で弓道は伝統文

化としてより多くの人に知られています。私は外国人として、弓道を勉強して、日本の伝統武道の奥深さを知る

ことができ、とても楽しかったです。これからも、もっと頑張って弓道を練習したいと思います。 

 

❐奨学金受給感想文 

○ 「関奉仕財団留学生援助金」 朱 詩麗（心理子ども学科 心理福祉専攻 3年） 

私は関奉仕財団のご支援により、平成 29年度 1年間奨学金を受けることがで

きました。誠にありがとうございました。 

いただいた援助金は生活費、交流活動の費用等として使わせていただきまし

た。この一年間の応援のおかげで、生活に悩みがなく、勉強に専念することが

できました。日本語の実力を高めるだけではなく、経済学、心理学など専門的

な知識も習得しました。 

更に、私は様々な国際交流活動や文化活動にも参加しました。日本の文化や

地域のことについて、たくさん知ることができました。例えば、俳句と抹茶の

体験会によって、俳句の作り方を学び、日本の茶道の魅力を感じました。地域

の食文化、異文化交流会に参加し、様々な地域の食文化を体験しました。狂言体験会で日本の伝統芸能を

詳しく知りました。私は大学の弓道部に入部して、弓術を勉強し、自分の心も磨くことができました。今

年、私は弓道の進級審査と新人戦にも参加しました。これらは私にとって非常に珍しい体験でした。 

大学卒業後、私は日本の大学院に進学したいので、これからの一年に、私は日本語の勉強とともに、経

済学をもっと深く研究する予定です。 

最後に、関奉仕財団に重ねて深くお礼を申し上げます。ありがとうございました。関奉仕財団の益々の

ご発展を心より祈っています。 

   

○ 「財団法人松山済美会留学生奨学金」 スロ・リスラエン（心理子ども学科 心理福祉専攻 1年） 

この一年間、学業に専念することが出来たのは松山済美会奨学金を頂いたおかげです。 

誠にありがとうございます。生活費のため、日本の社会を勉強するためにアルバイトをしていました。 

財団法人松山済美会奨学金のおかげで、経済的に大変助かりました。アルバイトの時間を最小限に減ら

して、多くの時間を学業にかけることが出来るようになりました。学業の他ボランティア活動、広島平和

学習、地域との交流活動、大学の様々な行事、いろいろな交流活

動に参加して、日本の生活や日本の文化などを味わい、いい思い

出をたくさん作りました。また、新しいことをチャレンジするこ

ともできたので、いい勉強になりました。このような充実な大学

生活を送ることが出来ているのは、今まで私を支えてくださっ

た皆様のおかげです。心から感謝しています。これからも学業に

頑張り続けます。2018年度も有意義な大学生活を送りたいと思

います。ありがとうございました。 
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❐海外プログラム 

◆西シドニー大学語学・文化研修プログラム    

担当教員 心理子ども学科心理福祉専攻 佐伯 三麻子 

オーストラリアの西シドニー大学の語学文化研修に、今年は 1名の学生が参加しました。現地での研修期間

は 2月 10日から 3月 10日までの 4週間。滞在はホームステイ。授業でも、ホ

ストファミリー宅でも、英語漬けの毎日で、参加学生は英語でのコミュニケー

ション力がかなり鍛えられたようです。ホストファミリーも西シドニー大学の

担当の先生方も、とても親切に学生の面倒を見てくれました。シドニーへのデ

イトリップや西シドニー大学の学生との授業交流、週末のホームステイならで

はのファミリーイベント体験などもあり盛り沢山でしたが、学生は持ち前の発

想力と行動力で、クラスの仲間やホストファミリーともすっかり仲良くなり、

もっとオーストラリアを知りたいとの思いを強くするほど満足のゆく研修になったようです。 

 

【期 間】2018年 2月 9日～3月 11日 

【留学先】オーストラリア 西シドニー大学 

 

❦参加学生の体験記❦ 

【宮内 愛（心理子ども学科心理福祉専攻 3年）】 

文化と私 

平成 30年 2月から 3月にかけて一ヶ月間、西シドニー大学付属のカレッジにて、語学文化研修プログラム

に参加した。東京から約 9時間 30分のフライトで現地入りし、タクシーでホストファミリー宅へ向かった。 

 ホストファミリーは、5人家族で 3人の娘たちがおり、共働きしている夫婦だった。ホームステイ先は、と

ても広い立派な一軒家で、中庭にはゆったり過ごせるテラス的な空間とジャグジー付きのプールがあった。何

よりも驚いたのが、ちょうど到着した頃にハウスキーパーの方が

部屋の掃除をしていたことだ。また、ステイ先が街よりではなく、

山の方であったため、夕方になると毎日のようにオウムが騒ぎ飛

んでいたことも、日本では見られない光景で強く印象に残ってい

る。一人での海外渡航は初めてで、不安と緊張でいっぱいだった

が、現地入りしてからは不思議なことに堂々としていた。そして、

多民族国家である国だが、人間性は優しくて、おおらかな人が多

く、話をすることが本当に好きなところはオーストラリアの特徴

が感じられた。 

 学校は、初日のオリエンテーション終了後、試験を受け、2 日

目から EAP1 から 5 までのクラスに振り分けられた。クラスは約 10～13 人程度だった。学校内は英語圏外の

アジアが主流であり、日本、中国、韓国、カンボジア、ベトナム、クエート、ヨルダンの生徒がいた。私は3

回生ということもあり、同世代の生徒は少なかったが、日本人留学生は多かった

ため、気軽に昼食を一緒に食べたり、話したりして、楽しく過ごすことができた。

また、朝の挨拶をきっかけに、他国の留学生とも少しずつ話すようにしていた。 

 カレッジの授業は、クラスのレベルごとに内容が違っており、主にプリントを

活用していた。ノートタイプのテキストも一冊配布されたが、私のクラスでは単

語の確認用に使用したり、そこから課題を出されたりすることもあった。授業内

容は基礎的なことが多く、英作、リーディング、リスニングで文法や発音練習を

した。ほとんどの授業がグループワークで行われており、それがきっかけで他国

の留学生たちとの仲も深まった。一週間に一回は英作の試験もあり、英語があま

り堪能ではない私には大変だったが、「シンプルセンテンス」を基準に、自分が知

っている単語で英文を作っていた。 
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 放課後は、学校に残る生徒は少なく、帰宅する人もいれば、友達とショッピングに出掛けたり、課題をした

りするなど、人それぞれだった。また、生徒の一人ひとりに IDが配布されるため、学校へのサイトへのアク

セスは容易であり、Wi-Fiの利用も許されているので、自習に対するサポートは整っており、勉学に励みやす

い環境だと感じた。私は、シドニーでの生活に慣れるまでは、ホームステイ先に帰宅してファミリーと過ごす

ことを第一に考え、3人の子供たちとコミュニケーションを取ったり、

ゲームなどをしたりして楽しんだが、週末は家にいることは少なく、

シドニーの街を観光しに行っていた。特に、ブルー・マウンテンに行

けたことは良かったと思う。「スリーシスターズ」という奇岩が有名で、

絶景の世界遺産に登録されており、4000㎞に及ぶ広大な敷地内にはユ

ーカリの森が広がっている。 

 最後に、西シドニー大学での研修は自分にとって初めての経験が多

く、不安もたくさんあった。しかし、長いようで短かった一ヶ月間、

温かい家族と大自然に囲まれながら、より良い環境の中で「英語」を学ぶことができ、忘れられない「旅」と

なった。この旅で得たたくさんの出会いと、今回の留学に携わってくださった方々に感謝し、次のステップへ

つなげていきたい。 

 

◆江南大学短期交流プログラム    

担当教員 心理子ども学科子ども専攻 西村 浩子 

中国の協定校である江南大学に、今年は 1名の学生（短期大学）が参加しました。現地での研修期間は、2

週間。このプログラムは、江南大学で日本語を専攻する 2～3年生の授業に参加したり、日本の現代事情や愛

媛の地域文化の紹介を授業の中で行うという内容です。現地でのミニトリップや見学もあります。日本と 1000

年以上前から関係の深い国は、異文化の香りに満ちています。そして、何より「私はお姫様！？」と思うくら

い、中国人学生のチューターさんがお世話下さるそうです。ぜひ、みなさんにも体験してほしいプログラムで

す。 

【期 間】2017年 9月 11日～25日 

【留学先】中国 江南大学 

 

❦参加学生の体験記❦ 

【村上玲菜（現代ビジネス学科 2年）】 

夏休みの 2週間（9月 11日～25日）を利用し、中国の江南大学での短期交流プログラムに参加した。この

プログラムの参加者は私のみで不安もあったが、このプログラムに参加しなければ経験できなかったことが

本当に多く、参加して良かったと今では感じている。 

  松山空港から約 2時間半のフライトで浦東空港に到着、その後タクシ ーで大学まで向かった。高速道路を

走るタクシーから見える看板は中国語。私は外国にいる！それだけで心が躍り、これからの 2週間のことを考

え期待に胸を躍らせた。3時間ほどかけて大学へ到着した。到着後は学生 2名の方が待っており、中国語がで

きない私に代わり留学生寮の手続きをして下さった。彼女たちには中国にいる間大変お世話になり、彼女たち

の存在があったからホームシックになる事もなく楽しく過ごせたと思っている。 

このプログラムでは主に日本語の 授業を見学し、自由時間にはミニ

トリ ップを行った。日本語の授業 の中では現代の日本文化について

授業を行ったりもした。予め出発前 に作成したＰＰＴを担当の先生に

見てもらい、アドバイスをもらった。 その結果、私は日本の学生生活や

学生によく使われる若者言葉などを 紹介することにした。学生たちの

反応も良く、質問コーナーでは多く の学生から質問を受けた。学生た

ちは積極的に授業に参加し、日本に ついて学びたいという強い思いが

ひしひしと伝わり、日本人としてと ても嬉しかった。 

日本人の留学生は珍しく、私のような若い女性が来るのは久しぶりであると聞かされた。久しぶりの日本から

の留学生ということもあり日本語学科の学生からは大変歓迎され、普段、ネイティブの日本語を聞くことがな
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い学生たちからこのチャンスを逃すまい。と、たくさん話しかけられた。話しているときにわからない単語が

あると、スマートフォンで調べ必死に伝えようとしていた。そうしたふとした瞬間にも、江南大学の学生の熱

心さを垣間見ることができ、とても感動した。もっと話したいという積極的な学生からは昼食や夕食に誘われ

た。積極的な学生が多かった為、夕食は毎晩異なる学生と共にした。どの学生も初めて会った私に対して温か

く接してくれ、とても幸せだった。 

このプログラムで中国のことをたくさん知ることができ、自分らしさをみつ

けることが出来た。中でも一番感じたことは、中国は外からのものを受け入れ

る国だということだ。その根底には様々な民族が居り、違うことが当たり前と

いうことが前提にあるからだと私は考えた。私のような外国人に対しても寛容

で家族のような温かさで接し、とても大事にしてくれた。中国では日本よりも

自分らしくいられた。みな言いたいことを言うので、自分も言いたいことをは

っきりと言える。自分の意見をしっかり主張することができるようになった私

は、自分に自信が持てるようになった。 

そんな私は様々な学生に積極的に声を掛けるようになり、たくさんのかけが

えのない友人、大切な人も出来た。これからの自分の人生においても忘れられ

ない時間になった。日本にいる時も常に自分らしさを忘れず、大事にしてくれ

た学生たちのように私も人を大事にして生きていきたいと思う。今では、勇気

を出してこのプログラムに参加して本当に良かったと感じている。サポートして下さった西村先生、江南大学

の先生方、良くして下さった日本人の方々。そして家族。本当にかけがえのない時間を私に与えてくださって

ありがとうございました。 

 

 

 

❐2017年度外国人留学生受入れ状況 

人数 出身校 

1 中国 江南大学 

1 日本国内の高校 

 

❐2017年度外国人留学生卒業生の進路状況 

人数 進路状況 

2 母国への帰国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山東雲女子大学 松山東雲短期大学 
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