文学部４年 大原 千佳さん

総合政策学部３年
松浦 果穂さん

2

1

ホルドス ラス アレクサンデル アウリー （ノルウェー科学技術大学）

Y.M.O.

2

クライツ ジェイソン ミチェル （ネバダ大学ラスベガス校）

The True Wonderbread

3

ワッロ ディアナ エヴァ （マンチェスター大学）

Pets in Japan

4

ヨウ エイリン （東呉大学）

Kimono

5

ウィンターボートム セーラー ディアナー （カーセイジ大学）

Kit Kats: Snack of Champions

6

バービク トニ （エアランゲン・ニュルンベルク大学）

Shodo - More than Writing

7

ライツ ジェイコブ デイビッド （ステットソン大学）

A Direct LINE To Communication

8

タケイ ナオミ （パシフィック大学）

Japanese Special Edition Snacks

20

テーマ

〈司会をするミネソタ大学からの交換留学生、
ランバーツ・スコット・エドワードさん（左）と
関西学院大学文学部 酒井友登さん（右）〉

コメンテーターの感想

トークショーにコ
このイベントのコメンテーター
Cool Japan
メンテーターとして参加しまし の依頼をいただいたとき、率直に
た。 留学生が「 Cool!!
」だと
おもしろそう！そう思いました。
感じているものは、パンやペッ 私は 年生の秋学期半年間を使っ
など多岐に
ト、お菓子、 LINE
て海外へ行っていました。その半
渡っていました。私が一番驚い 年間で、今まで生きてきた 年分
たことは、どれも「日常にあり よりも多くの「日本のこと」を学
ふれたもの」であった点です。 べた気がします。外に出て、他と
異文化に触れ、理解するという 比べて初めて日本の良さや独特さ
ことは、このような日常の一コ がわかる、そう気づいた私は外国
マに「 Cool
」であると感じるこ 人から見て日本ってどんな風に映
となのではないかと発表を聞い るのだろうと興味深々でした。当
て思いました。また発表者同士 日、留学生は私の期待を裏切りま
や、コメンテーター、学生たち せんでした。ああ、確かに日本っ
など多方面のコミュニケ シ
―ョ てそういうところが外国と違うよ
ンによってこのトークショーが ねと納得させられ、気づかせられ
成り立っていた点もまた、一つ る 時間でした。会場の雰囲気も
の大きな魅力であると感じまし すごくよく、オーディエンスが積
た。
極的に参加してくれたおかげでと
ても楽しいイベントだったと思い
ます。

1

発表者

司会者の声
文学部３年 酒井 友登さん
僕は Cool Japan
トークショーに司
会者として出ました。同じく司会者
であるスコットさんと共に、どうす
ればトークショーを面白く、また発
表者の方が話しやすいように司会が
できるのかを考えて、事前準備・本
番に取り組みました。トークショー
では留学生から見た日本の「 Cool!
」
な物事や文化について学ぶことがで
き、とても勉強になりました！普段
僕たちが気にも留めないようなこと
や、感謝すらしない物事であっても、
他国から見ると日本の魅力であると
いうことは大いにあります。日本の
魅力は実はそこら中に転がってい
る！というのは非常に素晴らしい
「気づき」ですし、異文化理解は普
段の当たり前の生活を充実させるの
だということを、もっと多くの人と
共有したいですね！

Cool Japan トークショー in English
日時：6月10日（火）3限 13：30－15：00
場所：グローバルラウンジ
司会：ランバーツ・スコット・エドワード （ミネソタ大学）
酒井 友登（文学部）
コメンテーター：大原 千佳（文学部）
松浦 果穂（総合政策学部）

日本語教育センター通信
６月に第８回留学生 WEEK
を開催し、
英語でプレゼンする「 Cool Japan
トークショー」、日本語で発表する
「スピーチ発表会」の２つのイベント
を行いました。
トークショーで司会を務めてくれた
のは交換留学生と日本人学生、スピー
チ発表会で司会を務めてくれたのは学
部留学生と交換留学生です。しっかり
準備をして臨んでくれた司会の学生た
ちやトークショーに参加してくれた日
本人学生２名のコメンテーターのおか
げで、とてもよいイベントになりまし
た。
トークショーは計８つのプレゼン、
スピーチは計 の発表がありました。
多くの留学生が発表してくれ、聞き手
にとっても学ぶことが多かったのでは
ないかと思います。
来年も同時期に開催予定です。多く
の日本人学生のみなさんに聞いてもら
いたいと思っていますので、ぜひ参加
してください！
27
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★Cool Japan トークショー in English★

発表を聞きに来てくださった先生
から感想をいただきました。

★スピーチ発表★

一言
英文先生

自分で自分のことが分かりにくいように、
日本文化のことは日本人の視点からのみで
は理解することはできません。留学生のス
ピーチ発表会に出席し、彼女／彼らの視点
から見た日本文化が、世界の中でいかにユ
ニークな存在であるかがよく分かりました。
発表では、留学生が面白いと感じたこと、
こだわりを感じたこと、驚いたこと、不思
議に思ったこと、もったいないと思ったこ
と、感心したことなど、彼女／彼らのここ
ろが動いた思い出が次々に発表され、その
それぞれが世界中からの鏡となって日本文
化を映し出していたように感じました。
このスピーチ発表会のような国際交流が、
もっと日本人学生の日常生活に広まると素
晴らしいと思います。留学生に文化と心の
関係について教える立場として、日本文化
に対する彼女／彼らの真摯なまなざしと積
極的な関わり合い、学習する意欲を尊敬し
たいと思います。

総合政策学部２年 金 鉄龍さん

参加する前はいわゆる固いスピーチ大会
のイメージでしたが、このスピーチ発表会
は、発表者のみんなに伝えたいという気持
ちがもっと感じられるような楽しいもので
した。
普段三田キャンパスで勉強していると、
アジア出身の学部留学生としか触れ合うこ
とがありませんが、スピーチ発表会では
色々な国から来ている交換留学生の発表も
聞くことができました。学部留学生である
自分は日本にも慣れてきて、来日直後の新
鮮味をあまり感じなくなっていました。で
も交換留学生は留学生活もスピーチ発表も
すごく楽しんでいると感じました。自分も
もっと留学生活を楽
しまないと！と思う
ことができました。
グローバルな関学
を感じることもでき
ましたし、参加して
本当によかったと思
います。

1限（9：00～10：30）
発表者
1

テーマ

バイエル フロリアン ヨセフ （アウグスブルク大学）
キム イェウン （国際学部）
リー ジョン （ノース・キャロライナ州立大学）

私たちの日本のアイドル

日時：6月13日（金）1･2限 9：00－12：40
場所：社会学部チャペル
司会：1限 沈 冠成（社会学部）
2限 ランバーツ・スコット・エドワード （ミネソタ大学）
2限（11：10～12：40）

マビレ ジュリエン ディディエ モイスー ローラン （リール第１大学）
シオン マイケル （北イリノイ大学）

発表者

テーマ

2

クライツ ジェイソン ミチェル （ネバダ大学ラスベガス校）

日本のゲームセンター

1

ガリゴス ティモテ （リヨン第２大学）

日本と自国の比較

3

馬 伯翰 （人間福祉学部）

日本のおかし

2

李 在鉉 （社会学部）

嵐はなんで人気があるの？

4

ベーンケ スカーレット グェンドリン （ラドバウド大学ナイメーヘン校）

４か月日本にいます

３

ヨウ モウリン （国立台湾師範大学）

日本のびっくりしたこと

5

スパークス ジェイミー リー
（マサチューセッツ大学アムハースト校）

ヒトのことを思いやる気持ち
が芽生える旅

4

プリエデ エギヤ （ラトビア大学）

楽しい日本

5

季 新釣 （商学部）

日本食

6

アザウ クレメンティーン アデル カリーン ヴィクトリア （リヨン政治学院）

6

李 根 （商学部）

日本で学んだこと

7

ブラクスター スヴェレ （ノルウェー科学技術大学）

フローエトマン ティモ （ベルリン技術経済大学）

ドブレスク パウル （アウグスブルク大学）
クー グレンダ リ エン （南洋理工大学）

日本はすごい！
7

ヌーネズ ヴェナンシオ （テキサス州立大学サンマルコス校）

デイビッド リアノン ジェーン （マードック大学）
マセ マリナ オド ナタリ （リール第１大学）

シェリ ブライアン ロバート （メトロポリタン州立大学デンバー校）
8

日本のおもしろいところ

サイモンズ カースティン マカレア ウィング ラム （ピッツァー大学）

もったいない日本の生活

リダ ミランダ ジェネル ギブズ （マウントユニオン大学）

バービク トニ （エアランゲン・ニュルンベルク大学）
日本の生活
ブランコ モニカ マリア （サルヴェレジーナ大学）

8

ダニエル・グナワン （商学部）

交通ウォーズ

9

朴 鎮淑 （文学部）

日本料理のマナー

9

キ シュンコウ （蘇州大学）

アニメ

10

崔 秀安 （文学部）

日本の良い場所について

10

金 鉄龍 （総合政策学部）

私から見た日本語

11

黄 夢櫻 （総合政策学部）

外国人から見た驚きの
日本のサービス

11

キム ソンミン （ハンドングローバル大学）

右と左

馬 立国 （総合政策学部）

12

韓 榮均 （総合政策学部）

12

金 宰晙 （経済学部）

日本について考えたこと

13

クラシェウスカ ナターリア （マギル大学）

日本で驚いたこと

韓国人から見た日本の女性

ライ セーユ （香港中文大学）

金 定賢 （総合政策学部）
13

ブライアン ハナー キャスリーン （フロリダ州立大学）
シーハン ウィリアム パトリック （ユタバレー大学）

世界市民～Global Citizen～
になるために

★２０１４年度秋学期開講 選択科目について★
学部留学生向けの選択科目として「日本語（聴解・会話）」、「日本語総合演習Ｂ（交換学生との合
併科目）」、「ビジネス日本語A・ビジネス日本語C（学部・大学院留学生合併科目）」、大学院留学生
向けとして「日本語（口頭発表B）」、「日本語（論文作成B）」「日本語（総合）」が、正規学生向け
の科目として「日本語教育基礎」と「日本語教育基礎演習」が開講されます。「ビジネス日本語C」は日
本での就職活動を念頭に、履歴書やエントリーシート、自己ＰＲ文などの書き方を中心に学びます。
なお、「日本語総合演習B」「日本語学習コース（アカデミック日本語）」「ビジネス日本語C 」で
はラーニング・アシスタント（正規学部生）を募集しています。
エントリーシートの書き方を学びたい留学生、日本語を教えることに興味がある学生のみなさん、一
緒に学びましょう！
【科目】□は留学生対象科目 ☆は正規学部生
＜学部生対象＞
＜大学院留学生対象＞
☆日本語教育基礎：③金4④木4(KSC)⑤火4☆日本語教育基礎演習：月4
□日本語(口頭発表B)：水4
□日本語(論文作成B)：金2
□日本語(聴解・会話)：火2
□日本語総合演習B：火4･5 □日本語(総合)：クラスにより曜日時限が異なります
□ビジネス日本語A：木2
□ビジネス日本語C：木3
□ビジネス日本語A：木2
□ビジネス日本語C：木3
＜申込期間＞
発行人： 関西学院大学 日本語教育センター
2014年9月5日（金）9：00 ～ 9月8日（月）16：00
発行日： ２０１４年８月４日
＜申込方法＞
（学部生）Web申し込み （大学院生）日本語教育センターで申し込み

