
い、相手の言っていることが理解できないというこ

とが多々あります。そういう時は、違う言い回しを

使ったり、相手にもう一度ゆっくり言ってもらったり

して、コミュニケーションをとるように努力していま

す。また、私が履修している授業は、もちろんすべ

て英語なので、ついて行くのがやっとです。理解

できなかったところは、授業後に先生に質問した

り、自分で復習したりしています。こちらに来て、

自分の英語力の低さを思い知らされましたが、英

語力アップのために毎日頑張っています。 

ここでの留学生活と様々な経験やハプニング

は、きっと私の視野を広げ、私をひと回りも、ふた

大阪学院大学／大阪学院短期大学  
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 1. 第51回岸辺祭～New Phase 

OOFFFF 

時 
間が経つのは早いもので、アメリカに来

て、もう2ヶ月が経ちました。 

 私はOGU入学当初からアメリカへの

留学を目標にしていました。ずっと憧れていた

ニューヨークへの留学が決まり、期待と不安を胸

に抱きながら、アメリカに来ました。私が留学して

いるダウリング大学はニューヨーク州ロングアイラ

ンドのオークデールという街にあり、マンハッタン

までは電車で2時間かかります。初めてこの街に

来たときは、あまりにも田舎過ぎて、私が想像して

いたニューヨークのイメージがかき消されました。

さらに、ここでの留学生活は1日目からハプニング

の連続で、寮に着いた日は何も食べないで1日過

ごすはめになったり、私の寮の部屋のシャワーが

壊れて、廊下が水浸しになったりと、想像していた

以上に大変でした。あの時は、先の留学生活がと

ても心配になりましたが、今ではここでの生活にも

慣れ、アメリカ人や留学生の友達もたくさんでき

て、毎日を楽しく過ごしています。  

ダウリング大学には、OGUからの3人以外は、

日本人学生がいません。私は日本人が少ないこ

の環境がとても気に入っていますが、まだまだ言

葉の壁は大きく、伝えたいことが上手く伝えられな

今 
年も10月19日から21日まで開催された岸辺祭に、9月

に来日した留学生たちがOGU学生たちと協力して4つ

のブースを出店しました。みんなのがんばりにより、予

想以上の売上げをあげることができました。今回は、その売上げ

の内160,000円を日本赤十字社の活動資金として寄付させていた

だきました。これは、災害救護活動など日本赤十字社が行う人道

活動に役立てられます。この場をお借りしまして、留学生ブースに

ご協力いただきましたすべての方々に心より御礼申し上げます。 

ダウリング大学 小椋
こ む く

 舜未
き よ み

 (国際学部3年次生)  

香港理工大学 濱田 敬太 2 

リネアス大学  廣川 和暉  2 

文藻外語学院 原田 茜 3 

フォンティス応用科学大学 

小林 大祐 
3 

スンミョン女子大学 

塚本 萌桃 
4 

3. 新規提携大学： 壇国大学 4 

私のおススメ in Taiwan 

合田 有紀 
4 

目次: 

 2. Hello from All Corners of the World! 
 2012年は、33名のOGU学生を海外の提携大学に送り出しました。これは過去最高の人数となり

ましたが、OGUの学生総数が6,000名近いことを考えると、まだまだ少数でしかありません。今号

では、海外の提携大学でがんばっている学生たちの様子をお伝えするとともに、これが将来、留

学を目指している学生たちのモチベーションにつながるであろうことを期待しています。 

寮の留学生たちと（本人左から2人目） 

日本赤十字社への寄付金目録贈呈式

（左から日本赤十字社大阪府支部  

関口課長、川﨑主事、ブースリーダー

の学生たち） 
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香 
港に来て約2ヶ月が経ちました。私は

現在、香港の紅磡(Hung Hom)にあ

る香港理工大学に留学しています。

日々新しい発見があり、香港ならではの生活を

楽しんでいます。 

香港は、ヨーロッパ諸国、フィリピン、インドか

らの人たちを始めとする多くの外国人が住む、

とても国際的な場所です。そのため、香港は中

国の一部ですが、現地の人々は基本的には広

東語と英語の両方を話し、標識や広告、レスト

ランのメニューなども2ヶ国語で書かれていま

す。また、中華や香港料理だけではなく、イタリ

アンや韓国、日本料理のレストランなども多い

ので、毎日の食事が楽しみです。そして何より

も、香港の人々は外国人に対してとても親切で

すし、日本の文化や日本食、ドラマ、アニメ、

ファッションに興味のある人たちが多いので、

私にとっては住みやすい場所です。 

次に、私が今海外にいるからこそ経験出来

たことについて述べたいと思います。香港はと

ても国際的で面白い場所ですが、同時に様々

な人種がいるため、文化の違いをより深く理解

することが大切です。そのためには、言語が必

要不可欠ですが、それぞれが話している英語も

母国語のなまりがあり、上手く聞き取れなかっ

たり、上手く伝わらないこともあります。私も、香

港で多くの外国人と接して、改めて自分の英語

が日本語なまりであることに気付かされまし

た。だからこそ、自分の思いや考えを理解して

もらえるように、相手にとって分かりやすい英語

が話せるようにならないといけないと強く感じて

います。 

また、私は中国での反日デモからコミュニケー

ションの取り方についてのヒントをもらいました。

それは国や人種で人を判断してはならないとい

うことです。確かに異文化を理解するために、そ

の国の人の特徴や性格を知ることは大事です。

でも、それだけにとらわれると、何かトラブルが

起こった時に、その国の人を敬遠したり、それが

偏見や差別に繋がる可能性があると思います。

だから、私は国や人種ではなく、自分が接してい

るその人自身を理解するようにしています。 

（上） Victoria Peakで（本人左端） 

（下） 友人たちとの食事会（本人右端） 

香港理工大学 濱田 敬太
は ま だ  け い た

 (経営学部3年次生)  

回りも成長させてくれると信じます。 

留学に行くとなると、言葉や生活面などの

不安がつきものだと思います。しかし、私は留

学に行ったからこそ得られる事もあると思い

ますし、また留学に行かなければ得られない

事もあると思います。留学するかどうか迷って

いる人にとっては、留学という「壁」を一歩踏

私の香港での留学生活はもう半分を過ぎよう

としていますが、これからも様々なことを経験し、

より良い留学生活にしたいと思います。 

現 
在、スウェーデンのヴェクショーにあ

るリネ ア ス 大学で  “Management 

and Organization”を勉強していま

す。今回は、こちらの大学の授業について述べ

ようと思います。 

まず、OGUにいる時にも日本語だけでなく、

英語でも経営学を学んでいたので、スウェーデ

ンでは日本で勉強したことをただ英語にするだ

けで授業は大丈夫だろうと高をくくっていまし

た。ところが、いざ授業が始まってみると、まず

何を言っているか理解できない、むしろ何が分

からないかさえも分からないという状態でした。

授業の進め方は、主に重要な用語だけがパ

ワーポイントに書かれていて、それを先生が口

頭で詳しく説明するという流れです。一緒に授

業を受けているドイツ人やフランス人は積極的

に発言し、疑問に思うこともすぐに手を挙げて

先生に確認します。みんながきちんと自分の意

見を持っていると感じ、それに圧倒されるばか

りでした。さらに、リーディングの量がものすごく

て、1ヶ月間で500ページ以上の資料を読みま

した。もちろん、これだけではなく、毎日宿題を

    リネアス大学 廣川
ひ ろ か わ

 和暉
か ず き

 (経営学部3年次生)  

し、授業中にはグループワーク、プレゼン、ディ

スカッションもありました。寝る暇もないぐらい勉

強しました（実際は寝ていましたが！）。 

この半端ない状況をどのように乗り越えよう

か考えていた時に、あることに気づきました。プ

レゼンは3人一組で、11グループに分かれてい

て、各グループにはあらかじめ先生から担当

チャプターが割り当てられます。そこで僕は、

「ということは、各グループが重要なところだけ

友人たちとのコペンハーゲン旅行（本人

左端） 

Yankees Stadiumで （本人右端） 

み越えるのは、勇気のいる事かもしれませ

ん。でも、その一歩を踏み出して、新たな世界

や人生、夢を見つけ出してください。 

湖畔で友人たちとBBQ（本人右か

ら2人目） 
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をピックアップして、わかりやすく説明してくれ

るぞ」と思ったのです。これが的中しました。も

う少しで、本当に心が折れるとこでしたが、ど

うにか頑張れました。ここで僕が言いたいの

は、授業が死ぬほど大変でも、この膨大な量

の資料をみんなで読み、それをプレゼンし、

内容を他のクラスメートたちとシェアする、学

生主体の雰囲気が気に入っているということ

です。 

今も状況は厳しいですが、留学が終わった

現在、大学で中国語やマーケティングなどを

学び、学内にある寮で生活しています。最近

は、ようやくこちらでの生活に慣れてきたので、

これまでの事を振り返る時間が増えました。な

ぜ語学を習得したいのか？どのように社会に

貢献出来るのか？などを考え、色々な人の話

を聞き、私がしたかったことはやはりこれだった

と感じました。これからは、将来のために、こち

らでの企業研究も本格的に進めていきます！ 

この留学で自分と向き合った事で学んだこと

があります。それは、何があっても”逃げない”

姿勢を持つことの大切さです。台湾に来た当初

は、中国語の簡単な単語さえ分かりませんでし

たが、常にノートを持ち歩き、「これは中国語で

何て言うの？」と質問して、夜、寮に戻った後に

復習しました。後日、それを使って会話が成立

した瞬間は、たまらなく嬉しかったです。それか

ら、寮生活が想定外の厳しさで、アパートに変

更可能な初めの1週間、どうするかでとても悩

みました。でも、「今、ここで逃げたら、今後も逃

げ続ける人生になる！」と考え直し、寮にとどま

具 
体的に行きたい国が決まっていなく

ても、留学をしてみたいと思ってい

る、もしくは現時点で興味を持ってい

る学生の皆さん、私は、今回、オランダに留学

してみて、大学生の間に留学をしたほうが良い

と改めて思いました。なぜなら、当たり前です

が、日本で生活しているだけでは体験出来ない

ことを体験できるからです。 

留学先では、周りは日本人とは違った価値

観を持った人たちばかりなので、新鮮でありな

がらも、大変だと思ったことが何度もあります。

例えば、他の国からの留学生と2人で課題に取

り組んでいると、自分では思いつかないアイデ

アがたくさん出てきました。その時に“何で？”

や“これでいいのか？”などの疑問が生まれ、

一緒にやることが難しく感じられました。でも、

それは価値観の違いであり、自分が正しいと思

うことが、必ずしも相手にとっても正しいとは限

らないことを気付かされました。将来会社で働

きだしたら、自分とは違う考えの人や自分が嫌

なことを避けることはできないので、今のうちに

それを体験できることは貴重だと思います。ま

た、留学中に何事に対しても挑戦しようとする

姿勢を身につけることができます。自分以上に

真面目に、前向きに物事をとらえている人たち

がたくさんいることがわかって、自分にとっては

非常に良い刺激になり、モチベーションを上げ

ることができます。 

実は、こちらで、自分が取りたかったプログラ

ムを選択することができませんでした。というの

も、初めに選んだプログラムを変更できると

思っていたら、資格や基準などのために、でき

なかったのです。残念ながら、私の専攻である

経営関連の授業は2つしか履修できませんでし

たが、この数ヶ月オランダで勉強をしてみて、こ

こで学んでいることは、確実に将来に活かせる

と感じています。私が今学んでいるのは、マー

ケティングとケーススタディーです。私が面白い

りました。今は、寮生活にも慣れ、「人はどのよ

うな環境にも順応できる」ということを実感して

います。 

留学は、“自分と向き合う”時間を作ることの

できる貴重な機会です。そして、毎日が自分自

身との闘いです。でも、それを乗り越えられれ

ば必ず自信に繋がります！皆さんは、“自分と

向き合う”時間を大切にしていますか？大学時

代の今しか出来ないことを精一杯やって、次に

繋げましょう！ 

私に質問があれば、Facebook、または国際

センターを通して連絡してください！それでは、

再見！(さようなら！) 

    文藻外語学院 原田
は ら だ

 茜
あ か ね

 (流通科学部3年次生)  

    フォンティス応用科学大学 小林 大祐
こ ば や し  だ い す け

 (経営学部3年次生)  

後、何か一つでも大きな成果が得られている

であろうことを期待しつつ、毎日がんばってい

ます。大変なことばかり書きましたが、実は

“良く学び、良く遊べ”を身を以って体験してい

ます！ 

友人たちからの誕生日メッ

セージ（本人中央） 

（上） 大学のあるVenlo（フェンロ）の街並み 

（下） クラスメートの留学生たちと（本人後列） 

留 
学へ行くすべての人が、日本にいる

間にはっきりした将来の目標が決

まっている訳ではありません。私もそ

の一人でした。誰かに将来のことを聞かれて

も、漠然とした答えしかできませんでした。だか

ら、留学＝ゴール、ではなく、留学＝夢を達成

する為の”手段”だと考え、「この答えを見つけ

るために、真剣に自分と向き合い、大きく成長

して日本に帰国しよう！」と決意し、今年の9月

に台湾に向けて旅立ちました。 

ランゲージパートナーと（本人右） 
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 3. 新規提携大学：   

      ダングック大学 （韓国） 
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2 
012年9月、韓国のダングック（檀

国）大学と交流協定を締結しまし

た。ダングック大学は、京畿道龍

仁市と清南道天安市に二つのキャンパス

を持ち、約30,000人の学部生を擁する私

立の総合大学です。人文学部（日本語学

科あり）、法学部、社会科学部、商学・経

営学部、工学部等に加えて、芸術学部や

音楽学部もあります。日本でも人気のあ

るK-Popグループのメンバーも在籍して

います。また、日本はもちろんのこと、米

国、カナダ、オーストラリア、ドイツ、サウ

ジアラビア、モンゴル、ロシア、スペイン、

ウズベキスタン、ペルー、ベトナム等30以

上の国・地域に協定大学を持つ、国際色

豊かな大学です。韓国への留学を希望す

る学生の皆さん、ダングック学校への交

換留学第一期生になってみませんか？  

と思っているのは、ケーススタディーで、１

グループ5、6人のメンバーで会社の問題

について話し合い、決められた時間内に

解決策を考え出すというものや、スポー

ツイベントを企画して、予算、場所、スポ

ンサーなどを決めて、他のグループに

セールストークをするというものもありまし

た。ただ単に英語で経営学を学ぶのとは

違い、グループの仲間と共に良いものを

作り上げる楽しさやBrainstormingにより

自由に意見を交換しあえる面白さがあり

ます。また、将来必要となるディスカッショ

ンやプレゼンテーションのスキルが身に

付けられるので、やりがいがあります。だ

からこそ、今はとても大変でも、自分の周

りにいる真面目に、前向きに頑張ってい

る仲間たちを見習って、残りの留学生活

で出来る限り色々なことを吸収していこう

と思います！ 

（上）書道体験イベントで（本人左) 

（右）記事が掲載された新聞 

スンミョン女子大学  

  塚本
つ か も と

 萌桃
も え と

 (国際学部3年次生)  

 友達を作りました。 

授業はかなりハードです。朝10時から

夕方6時前まで授業のある日もあれば、

夜9時に終わる日もあります。大阪ではな

かった生活スタイルですが、すべてが新

鮮に思えて、辛いが楽しいに変わりまし

た。他の国に留学しているみんなも同じ

気持ちではないでしょうか。 

授業以外では、様々なイベントに参加

しています。先日、こちらで新聞に載りま

した。10月9日のハングルの日に、書道体

験のイベントがあり、「イベントに参加して、

韓国人の友だちとたくさん会話をし、ハング

ルについても学ぶことができました。書道は

難しかったですが、友だちが助けてくれたの

で、楽しく参加できました。」という私のコメン

トが掲載されました！今後は、韓国の外務

省のボランティアにも参加する予定です。

今、少しですが、韓国で就職活動も行なって

います。このまま最後まで、充実した日々が

送れるようにがんばります！ 

私 
は現在、韓国の首都ソウル

に い ま す。私 が 韓 国 に 来

て、2ヶ月が経とうとしていま

す。こちらでの生活は楽しいの一言で、写

真を見ていただければ、すべてわかって

いただけると思います。 

私は、国際学部の学部留学プログラム

で、昨年、大田（テジョン）にあるペジェ大

学でも韓国語を勉強しましたが、スンミョ

ン女子大学に来て、痛感したのは、韓国

語力不足はもちろん、英語力不足という

ことです。ここにいる外国人留学生は、ほ

とんど韓国語ができないので、英語がコ

ミュニケーションツールになります。私は

英語があまりできないので、とても大変で

すが、言語の壁を乗り越えて、たくさんの

（上）（下）キャンパス風景 

友人たちと（本人前列） 

私のおススメ in Taiwan～合田 有紀 
 台湾の代表的な屋台料

理である牛肉麺は、牛骨

からとったダシに八角等の

スパイスを利かせた、素朴

で優しい味わいの麺料理

です。台湾旅行中に10杯

以上食べましたが、まった

く飽きませんでした！写真

は、去年本学で交換留学をしていた台湾人学生が紹介し

てくれた高雄市にあるお店の牛肉麺です。また近いうちに

一杯食べに。。。と考えています。 （国際センタースタッフ） 


