
  

第９回 留学生WEEK 

６.１０（水）  
▶ 日本の魅力再発見 聞いてみよう！留学生の英語のプレゼン！ 

 （交換留学生が日本で見つけたCoolなものを英語で紹介します。） 

Cool Japan トークショー in English 

６.１２（金）  
▶ 留学生の「想い」を聞こう！ 

 （初級から超上級ﾚﾍﾞﾙの学生が、日本についてｽﾋﾟｰﾁします。） 

日本語スピーチ発表会 

■映画上映会 
6.8 (月) & 6.12 (金) 13:30～15:00 

■書道 日本の思い出に、自分だけのうちわを作ろう！ 

6.8 (月) 15:10～16:40 

留学生と一緒に体験！ in ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｳﾝｼﾞ 

■折り紙体験 願い事かなえ！「七夕フェスティバル」 
6.9 (火) 15:10～16:40 

■茶道 ※見学可 

6.11 (木) 13:30～15:00 

■日本の昔遊び体験  かるた、コマまわし、おはじき、福笑い、 

6.11 (木) 15:10～16:40  似顔絵など日本の昔遊びを体験しよう！ 

コーヒーアワー  
              in 関学会館 
国際交流の出会いの場！ 

6.10 (水) 17:15～18:30 
海外から関学に来ている留学生や 
先生の方々と楽しく交流できます！ 
世界のお菓子も用意しています。 
また日本人学生と留学生による 
パフォーマンスもあります！ 
 
★アフリカのダンス、 
      落語や能楽などを予定！ 

●ボランティア募集● 
上記イベントのうち、6.8(月)の書道、6.9(火)の折り紙、6.11(木)の昔遊び体験にて 
イベント運営をお手伝いしてもらえるボランティアを募集しています。 
興味のある方は国際教育・協力センターにて申し込みをしてください。 
申込期間：5.27（水）～5.29（金） 募集定員：各イベント先着10名 

●会場地図● 

社会学部 

  

  13:30～15:00 

    in G号館 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｳﾝｼﾞ 

 9:00～12:40 

   in 社会学部チャペル 



発表者 テーマ 

1 フォスター ホール エドワード （アデレイド大学） ONSEN 

2 リオハス アマンダ マリー （テキサスA&M大学） The Sound of Japan 

3 ヨシムラ チャールズ エー ワイ （ピッツァー大学） Kanji 

4 リチャードソン アリ （デニソン大学） Manzai 

5 シ ハイキ （国立台湾師範大学） Japanese Castles 

6 ル フィリップ マリーヌ （リール第1大学） Gotochi Cards 

7 グラッツ キンバリー アンバー （南キャロライナ大学コロンビア校） Traditional Japan 

8 ウエルシュー ジャック ハンズ （南オーストラリア大学） 
Yukimi Daifuku: The chewy ice 
cream 

発表者 テーマ 

１ デン ギョウゲイ （総合政策学部） 見つけよう自分なりの楽しみ 

２ 
シモンズ ジョーダン ダニエル （メリーランド大学カレッジパー
ク校） 日本での経験 

ソウ ジャヌォウ （ガウチャー・カレッジ） 

３ ベ ソンミン （国際学部） 日本の食文化 

４ キム ユキ （東国大学） 私の好きなもの 

５ ファウスティノ エイドリアン アンソニー （カルガリー大学） 人間はただの家具か 

６ セイ ケイホウ （社会学部） 
関西弁と標準語について 

チョウ ウンギョン （国際学部） 

７ ハミルトン ダラー エレノア メアリー （エジンバラ大学） 日本人の食材に対する意識 

８ ユン テソク （総合政策学部） 
ポジティブに行こう！ 

リ ウンヒ （総合政策学部） 

９ ランジュロ キャサリン （西オーストラリア大学） 直島 

１０ キ シンキン （商学部） 日本の音楽業界の現状 

１１ リオハス アマンダ マリー （テキサスＡ＆Ｍ大学） インターネットレーベル 

１２ リ ケンリン （文学部） 「すみません」という言葉 

１３ スティーブンス エミ ミシェル （マンチェスター大学） 乗せて！ 

１４ ソン イ （経済学部） 日本の電車 

１５ ファン インジョン （韓南大学） 
ダンゴ 

キック サンディー カレン （ルール・ボーフム大学） 

発表者 テーマ 

１ シャディーク ム ズルファジュリ （パジャジャラン大学） だから笑顔！ 

２ ジャ マン ロイ （国際学部） 日本と私の国の違い 

３ アレクサンダー ケイトリン マリー （メイン・ファーミントン大学） 日本のマスコット 

４ 
キャロル ジョン テイラー （サウスキャロライナ大学コロンビア
校） 

私の趣味－日本の好きな音楽 

５ コ カイエン （人間福祉学部） 日本の選挙活動 

６ コマバ トモ （サイモン・フレーザー大学） 日本の思いやり文化 

７ ホヴ マグヌス イングヴェソン （オスロ大学） 日本の飲酒文化について 

８ ボーマン タラ ジョアン （サウスウエスト・ミネソタ州立大学） 
日本でおどろいたこと 

フルナリ マイケル エー （マサチューセッツ大学ローエル校） 

９ シャ リン （経済学部） 
外国人が理解できない日本人
に関する10の現象 

１０ エズディケル メルト バトゥハン （ルール・ボーフム大学） 楽しい授業の大切さ 

１１ テイ ブンシュン （商学部） 慣れないこと 

１２ エンゲン アストリ エリサベス ショー （オスロ大学） 
日本での職場体験 

ヒロ エマ シリーン （ロンドン大学東洋アフリカ学学院） 

１３ 
ブラッキア ザッカス ジェニファー レスリー （マウント・アリソ
ン大学） 

自分らしくあるために。 

１４ リ ユウ （社会学部） 散歩 

１５ 
カルッカイネン カタリーナ ディサ チャルロッタ （バーサ大
学） 持って帰りたい懐かしい思い出 

ル フィリップ マリーヌ （リール第１大学） 

発表者一覧 
Cool Japan トークショー in English 
日時：6月10日（水）3限 13：30－15：00 
場所：グローバルラウンジ 
司会：ヒロ エマ シリーン （ロンドン大学東洋アフリカ学学院） 
    長谷部 遼 （国際学部） 
コメンテーター：平田 依里朱 （経済学部） 
          中嶋 大地 （国際学部） 
           

日本語スピーチ発表会 
日時：6月12日（金）1･2限 9：00－12：40 
場所：社会学部チャペル 
司会：1限 プラティッポーンクン ルアンリン （商学部） 
    2限 グラッツ キンバリー アンバー （南キャロライナ大学コロンビア校） 

6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 

イギリス スコッチブロス 

カナダ パテシノア プティーン 

アメリカ ジャンバラヤ 

スウェーデン ヤンソンの誘惑 

フランス ブッシュアラレーヌ 

各国ランチフェア 
               In BIG  PAPA(生協後援) 

6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 

インドネシア ナシレマク 
ピザンゴレン 

ベトナム 生春巻き 

フォー 

韓国 キムパップ 

ビビンククス 

台湾 魯肉飯 

Week2 （6月15日～19日） アジア 

Week1 （6月8日～12日） ヨーロッパ・アメリカ 

KG GLOBAL WEEK 

第９回留学生WEEK 

1限（9:00－10：30） 2限（11:10－12：40） 

http://4.bp.blogspot.com/-FdsuS4amIQU/UfIJHRwWKwI/AAAAAAAAWdY/i-Y0zgKwX4Q/s800/fork_spoon.png

