
交換留学から帰国後は、オーストラリアの大学院

進学に必要なIELTSの勉強に取りかかりました。今

度は、アメリカ留学を通して身につけた英語の基礎

があったおかげで、大学院に無事合格できました。

大変なのを覚悟して渡豪したつもりでしたが、現実

は想像以上でした。専攻を国際学からビジネスに変

更したこともあり、バックグラウンドがない、英語力が

足りないから課題のやり方がわからない、莫大な量

の課題が終わらない、テスト問題が読めない、ディ

スカッションにもついていけない…。人生の選択を間

違えたかと、帰国を考えたこともありました。しかし、

周りの人たちの応援もあり、最後まで戦い抜くことが

できました。 

何事も最初は大変ですが、慣れればどうにかなり

ます。サッカーから勉強に切り替え、TOEIC285点か

らスタートした大学生活。どんなに頑張っても成績が

「C」しか取れず、ギブアップしかけた大学院生活。そ

れでも、一つ一つ目標を達成してきました。そして、

今、次なる目標に向かって、また歩き出そうとしてい

るところです。物事に真剣に取り組んでいれば、失

敗することもあります。でも、諦めずに継続すれば必

ず報われます。大学生活4年間はあっという間です

が、目標を持ち努力すれば必ず成長できます。皆さ

んの目標達成のために、私に何かできることがあれ

ば、国際センターを通していつでも連絡ください！ 
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 1. Hello from All Corners of the World! 

OFF 

2 
013年12月16日、色々な方々の支えの中、

無事にオーストラリアのクイーンズランド大学

の修士課程(ビジネス専攻)を卒業することが

できました。ここでは、オーストラリアでの経験談はも

ちろんですが、私がOGUでどのように4年間を過ご

したか。そして、そこから何を学んだかを伝えたいと

思います。 

いきなりですが、皆さんには何か達成したい目標

がありますか？どんな小さな目標でも、目標を持つ

ことで、毎日の過ごし方が変わってきます。私の家

族は、私が高校生の時に、ホストファミリーとして

ニュージーランドの少年を受け入れましたが、その

時は英語で全くコミュニケーションが取れず、とても

悔しい思いをしました。この経験を通して、世界共通

語の英語が話せたら、見える世界が広がると気付

き、自分の将来の夢を見つけました。 

その後、交換留学でアメリカへ行くという目標を掲

げ大学に入学しましたが、入学後にいざTOEICを受

けると厳しい現実に直面しました。285点という悲惨

な点数が返ってきたのです。大学入学までサッカー

漬けの日々を送っていたので、英語力が全くなく、授

業についていくのにも苦労するほどでした。当時は

もうサッカーもやっていなかったので、自信を持てる

物が何一つない状況だったため、さすがにその時は

落ち込みました。しかし、そのどん底から私を救って

くれたのが留学という目標でした。アメリカ留学を絶

対実現させるという目標があったからこそ、毎日寝

る間も惜しんで努力できました。OGUには国際セン

ターやI-Chat Loungeなど、頑張る学生をサポートす

る体制が整っているため、それらをフルに活用し、2

年次には目標を達成し、渡米することができました。

卒業後のことは、漠然とした考えしかないままで、留

学をスタートさせた私ですが、現地で出会った留学

生や大学院で頑張っている日本人の先輩を見て、

海外の大学で学位取得に挑戦してみたいと思うよう

になりました。 

卒業式でクラスメートたちと (本人左端) 
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本では体験できないことができたことで、より視

野が広がりました。その中で、最も印象に残っ

ているのが、香港理工大学の学生たちが、自

然に英語を話していること、そして、たくさんの

学生たちが、いつも図書館や寮の自習室で真

面目に勉強していたことです。ゆとり世代の日

本の大学生たちが、世界で活躍できるようにな

るためには、英語の勉強はもちろんですが、日

本から出て、海外の生活を体験すべきだと感じ

ました。 

 私は、すでに日本での就職が決まり、来年の

3月から社会人になります。それをとても楽しみ

にしています。入社する前に、今から社会人と

してのマナー、会社の製品に関する知識などを

勉強するつもりです。大学生活では、常に一生

懸命色々なことに挑戦してきましたが、その姿

勢を忘れず、また、会社ではいつも謙虚な気持

ちを忘れず、早く社会人として成長していきた

いと思っています。皆さんも、積極的に前に踏

み出して、充実した大学生活を送ってください。 

中 
国から日本に来て、約5年が経ちま

した。この5年の間には、楽しかった

こと、面白かったこと、難しかったこ

と、辛かったことなど色々ありました。でも、振り

返ると、日本に来ることができて、本当に良

かったと思っています。 

 高校2年生で日本に来た私は、日本の高校で

1年半ほど日本語を勉強してから、OGUに入学

しました。入学当初は、日本語のレベルが低

く、日本人学生と一緒に授業を受けるのは、想

像以上に難しかったです。また、彼らと日本語

でコミュニケーションを取るのも大変でした。早

く新しい生活に慣れるために、時間があれば友

達と会話の練習をしたり、学部の授業以外に日

本語のクラスに通ったりもしました。 

 “郷に入れば郷に従え”という言葉を常に心に

留めて、日本の文化、風習などを学び、授業も

真剣に受けました。日本人の学生たちに負け

ないように、いつもクラスメートたちより2倍の努

力をし、どんなに難しくても、諦めずに頑張りま

した。そのおかげで、4年次生の前期で、卒業

までに必要な128単位をすべて修得でき、4

年間で3つの奨学金をいただきました。 

 そして、さらに自分の視野を広げ、英語力を

向上させるために、交換留学をすることを目

指しました。しかし、英語圏に留学するために

は、TOEICス コア が最低で も450点必要で

す。最初は、270点しか取れず、本当に私が

留学できるのか不安でしたが、国際センター

のスタッフが毎週英語の補習をしてくれたり、

英語の文章をチェックしてくれたおかげで、少

しずつ英語力が向上し、自信が持てるように

なりました。最終的には、TOEICで470点が

取れ、香港理工大学に1学期間留学すること

ができました。 

 留学先の香港での勉強は大変でしたが、と

ても楽しく、充実した生活を送ることができま

した。授業はすべて英語だったので、それが

一番大変でした。その上、最初は、英語を話

すことにあまり自信が持てず、なかなか自分

から積極的に話しをすることができませんで

した。それでも、少しでも英語を上達させたい

という一心で、頑張って恥ずかしさを捨て、勇

気を振り絞って、英語で会話したり、積極的に

色々なイベントに参加をしたりしました。そし

て、英語で会話をする機会を一回、一回大切

にしました。香港での留学生活では、言語を

勉強できたのはもちろんですが、現地の学生

のみならず、様々な国からの留学生とも友達

になり、異文化交流もできました。そして、日

久保 美沙都
み さ と

・川井 業之
な り ゆ き

 (外国語学部3年次生)  

OGUからの留学生2名 (本人右、原田茜さん左) 

誕生日に友人たちと (本人前列右) 

リア大学の日本語学科の先生や学生をはじめ、たくさん

の方々が出席されていて、私たちはとても緊張してしま

い、ちゃんと役目を果たせるのか心配になりましたが、参

列者の皆さんが温かく見守ってくださったおかげで、無事

にスピーチを読み終える事が出来ました。式典を通じて

私たちが強く感じた事は、私たちの留学はたくさんの

人々の支えの上に成り立っているという事です。現在、

私たちは、綾野睦子さんのご両親、綾野豊さんと綾子さ

私 
たちは、現在、ドイツのトリア大学に

留学しています。私たちがトリア大学

に来てから早3ヶ月が経とうとしてい

ます。今日は、私たちが2013年11月21日に出

席した綾野睦子さんの没後30年の式典につい

て書きたいと思います。 

 この式典では、2人で睦子さんに捧げるス

ピーチを読ませていただきました。式典には、ト

鄭 秋瑩
じ ゅ ん  ち ゅ う い ん

 (経営学部4年次生)  

記念碑の前でのスピーチの様子

（右）久保さん、（左）川井君 

 次に、2013年9月から4か月間、香港理工大学に交換留学をした鄭 秋瑩さんです。鄭さんは、中国・山東省出身の学部の正規留学生です。英語圏へ

の交換留学を実現するために、本当に一生懸命努力をした学生です。中国の特別行政区である香港にある香港理工大学は、ほとんどすべての授業を英

語で行っている非常にレベルの高い大学です。そこで苦労しながらも、英語と広東語を学んだ彼女は、卒業後、日本での就職が決まっています。言葉

や文化の壁を乗り越えて、日本、香港で学んだ鄭さんも、努力をすれば夢を実現できることを身をもって証明した一人です。 

 最後に、現在、ドイツのトリア大学で学んでいる久保 美沙都さんと川井 業之君を紹介します。OGUからトリア大学に留学する学生には、ムツコ・

アヤノ奨学基金からの奨学金をいただいています。綾野睦子さんは、トリア大学留学中に、不慮の事故で亡くなりましたが、その遺志を継ぐ学生たち

が、この基金により支えられています。先日、トリアにて睦子さんの没後30年の式典が催され、トリア大学関係者、トリア市民、報道関係者が集まる

中、2人は学生代表としてスピーチをしました。ドイツの冬は寒いですが、彼らはそこでドイツと日本の架け橋になるべくがんばっています。 
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作った餃子、チヂミ、トッポッキ、フレンチトー

ストを販売しました。9月に準備を開始し、言

葉や文化の壁にぶち当たりながら試行錯誤し

た1ヶ月でしたが、当日は全員で協力して岸

辺祭を盛り上げてくれました。 

毎 
年、国際センターの国際交流プログ

ラムに参加する留学生とOGU生が

協力して、岸辺祭において国際通り

にブースを出展しています。昨年も10月19、20

日の2日間に亘り、留学生たちは、自分たちが

 2. Internship～東大阪大学柏原高等学校 劉
り ゅ う

 行謙
し ん ち ぇ ん

 

ブースの売上128,000円を日本赤十字社に寄付しました！ 

れにより私たちの寮費は免除されているの

で、経済的な負担なくドイツで留学生活を送る

ことができます。そして、私たちの学費や留学

のための費用を負担してくれている両親や家

族、私たちの留学の手続きや準備を支援して

くださった国際センターのスタッフの方々、留

学に行くまでに様々なアドバイスをしてくだ

さった大学の先生や先輩方、そして何よりも

共に同じ時間を過ごしている仲間たち。少々

ありきたりだと思うかもしれませんが、私たち

の留学は自分だけの留学ではなく、様々な人

のおかげで成り立っている「みんなの留学」だ

と強く感じました。同時に、ドイツに留学できた

ことに感謝し、早くドイツ語をマスターし、もっ

ともっとドイツの文化に触れていかなければ

んが睦子さんの「ドイツと日本の架け橋になる」

という遺志を形にするために設立されたムツ

コ・アヤノ奨学基金の援助を受けています。そ

いけないと思いました。そして私たちの留学に

おいて絶対に忘れてはいけない「感謝する心」

を綾野睦子さんの没後30年の式典を通じて、

私たちは再認識させられました。 

 また、睦子さんは奨学金の他に貴重な財産を

私たちに残してくださいました。それはトリア大

学の日本語学科です。綾野さんご夫妻が設立

してくださった基金をきっかけに、トリア大学に

日本語学科が設立されました。このような形

で、睦子さんの遺志が、今もこのトリアで生きて

いる事を感じます。 

 私たちは睦子さんの遺志を継ぎ、将来は日本

とドイツの架け橋になるべく、これからも、ドイツ

の文化に触れ、たくさんの人と出会い、そして、

勉学に励んでいきたいと思います。 

トリア大学日本語学科のゴスマン教授(左)と 

 図書館と国際センターのスタッフの方々は、

とても親切で、私にたくさんのことを教えてく

れました。また、助けが必要な時はいつでも

手を差し伸べてくれました。温かいサポートに

感謝しています。 

 今回のインターンシップを通して、できるだ

け多くの外国語を修得しようと心に決めまし

た。私は語学学習にとても興味があります。

語学を学ぶと、同時にその国の文化や歴史も

学ぶことができるので、一石二鳥です。日本

語をマスターした後は、ロシア語とドイツ語を

学びたいと思っています。そして、私の母国

語である中国語もまだまだなので、それにも

力を入れたいです。言語を学ぶことは大変で

すが、楽しんでできるので、私は好きです。こ

れからも継続して頑張っていきたいと思います。 

 この4日間は、私の人生にとって貴重な体験

になりました。この機会が得られたことを、と

てもラッキーに思います。この経験は一生忘

れません。 

私 
は、東大阪大学柏原高等学校2年生

の劉 行謙です。12月17日から20日

まで大阪学院大学の図書館と国際

センターでインターンシップをしました。 

 最初の2日間は、図書館事務室に行き、本の

貸出しや返却の受付け、返却された書籍を一

冊ずつ棚に戻していく作業をしました。この図

書館の地下1階で、すごい物を目にしました。

棚がボタン一つで自動で動き、書籍を探したい

人が自分の見たい棚のところでストップできる

システムでした。この方法は、図書館にスペー

スを作る最も良い方法のように思い、感動しま

した。 

 次に私が行ったのは、国際センターです。そ

こで、本物のドイツ語やフランス語を耳にしまし

た。国際的な場所とは、まさにこのような所だと

感じ、とても楽しかったです。世界の様々な国

からの交換留学生が学んでいて、私が記憶し

ているだけで少なくとも8ヶ国から来た留学生が

いました。本当に素晴らしいことだと思います。 

 一昨年に引き続き、昨年も12月に国際センターに高校生のインターンがやってきました。今年は、台湾から日本に留学に来てまだ3ヶ月という劉 行

謙君です。日本に来た時は、ひらがなとカタカナが読める程度だったそうですが、今はすでに普通のコミュニケーションには困らないほど、日本語を

流暢に話します。母国語の中国語、日本語に加えて、実は、英語も得意で、すでにTOEIC850点を取得しているそうです。国際センターでは、ちょう

ど12月20日に受入れ留学生の中間修了式が行われたので、劉君には修了式と修了パーティーのサポートをしてもらいました。 

(上)国際センターでの仕事の様子  

(下) 国際センタースタッフと一緒に (本人前列左

から2人目、左端は東大阪大学柏原高校 井川 

正明先生) 

 3. 受入れ交換留学生2013-2014  

 今回も留学生ブースの収益から128,000円

を日本赤十字社に寄付をさせていただきまし

た。11月15日には、大阪府支部振興部の森 

正尚さんと川﨑 美奈さんをお迎えし、寄付金

贈呈式も開催しました。ちょうど、フィリピンで
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大きな自然災害が起こった直後だったことも

あり、森さんからフィリピンを始め、支援が必

要なところに大切に使わせていただきますと

のコメントをいただきました。 

 さらに、一昨年の寄付金に対して、11月20

に開催された大阪府赤十字大会において、大

阪学院大学国際センターに表彰状をいただき

ましたので、それも併せてご報告させていただ

きます。 

 最後に、雨にも関わらず、多くの方々が留学

生ブースに足を運んでくださり、予想以上の収

益を上げることができました。この場をお借り

して、ご協力くださった皆様に心より御礼申し

上げます。 

(上) ブースで呼び込みをする留学生たち 

(右上) 贈呈式での赤十字社の職員の

方々と留学生代表 

(右下) 日本赤十字社からの表彰状 

私のおススメ in Finland～Antti Kunnas 
 フィンランドと聞くと、日本から遠い国のように感じるかもしれませんが、実はフィ

ンランドは日本から一番近いヨーロッパの国です。人口は少ないですが、森、湖、

国立公園はたくさんあります。そのため、フィンラ

ンド人は自然が大好きで、趣味でアウトドアを楽し

むのが一般的です。夏にはハイキングやキャン

プ、冬にはスキーやアイスホッケーなどのウィン

タースポーツを楽しむことができます。特に、冬に

オススメなのが、フィンランド北部のロヴァニエミ

市にあるサンタクロース村です。サンタクロースに

会えるだけでなく、スノーモービルやトナカイのそり体験もできます。ぜひ、冬の

フィンランドに！ (元国際センター非常勤スタッフ) 

2 
013年11月7日、大阪府立北淀高等

学校（大阪市東淀川区）で高校2年生

と海外からの留学生との交流会が開

催されました。この交流会も今年で3回目にな

ります。この交流会には、OGUの留学生以外

にも、大阪経済大学、大阪成蹊大学の留学

生たちも参加していたので、国際色豊かな雰

囲気の中で行われました。OGUからは大学

院で学ぶ留学生を含むフランス人3名、フィン

ランド人1名、中国人7名、韓国人1名、イタリ

ア人1名の計13名が参加し、高校生たちとの

交流を楽しみました。 

 当日は、まず留学生1人と高校生5、6人が

グループになり、配付された絵付きのカルタ

カードを使って、留学生がそれぞれの国の言

葉で絵に相当する単語の発音を高校生に教

に日本の高校生たちと触れ合うだけでなく、

日本の教育現場を目にする貴重な機会でも

あります。また、高校生たちにとっては、直接

外国人と触れ合うことで、自分の視野を広

げ、さらなる世界への扉を開くきかっけになる

であろうことを期待します。今年も北淀高校に

留学生を派遣するのを楽しみにしています。 

(国際センター助教 Daniel Lilley) 

え、一緒に練習しました。発音だけでなく、中

国人留学生は日本語とは違う漢字を、また韓

国人留学生はハングルを教えていました。各

グループが十分に練習してから本番がスター

ト！新しく習った言葉でカルタ遊びをするのは

思いの外大変で、大騒ぎになっていました

が、教室は熱気で溢れていました。 

 その後、留学生がそれぞれ自己紹介をし、

自国と文化についての説明をしました。フィン

ランドのサタクンタ応用科学大学からの留学

生Antti Horkka君は、自国ではみんな大好き

だと言う「Salmiakki（サルミアッキ）」というお

菓子を配ってくれましたが、高校生たちは日

本にはない匂いと味に驚き、身をもって異文

化を体験していました。 

 最後は、高校生たちが一生懸命準備をして

くれたアクティビティとパフォーマンスでした。

一緒に折り紙をしたり、クイズに答えたりして

楽しんだ後に、和太鼓や軽音クラブの演奏、

剣道と柔道のデモンストレーションが次々と披

露されました。高校生が留学生たちに太鼓の

たたき方や折り紙の折り方などを真剣に教え

ている姿は、とても微笑ましいものがありました。 

 この交流会は、留学生たちにとっては、実際

留学生と高校生が文化交流！ 

(上) 高校生に中国語を教える留学生 (右端) 

(下) 和太鼓の練習をする留学生たち 


