
 第10回 

留学生WEEK 
6月22日 (水) 13:30~15:00 

  場所：G号館 フジタ・グローバルラウンジ 

「Cool Japan トークショー 
in Japanese」 

交換留学生が日本で見つけたCoolなものを日本語で紹介します！ 

6月24日 (金) 9:00~12:40 

   場所：社会学部チャペル 

「日本語スピーチ発表会」 
初級から超上級の学生が日本についてスピーチをします！ 

6月6日（月）～10日（金） 
交換留学生 成果物展示 
＠大学図書館入口ホール 

交換留学生が授業で作成した
成果物や興味を持ったテーマ
について書いた作文などを 

展示します！ 

6月28日（火）3＆4時限 
縁日（夏祭り） 

＠グローバルラウンジ 
GS  Networkによるミニ祭りをグローバ
ルラウンジで開催！留学生も関学生も一緒
に参加して、いろんなゲームで遊ぼう！ 
七夕用の笹も設置しているので、笹を飾り
付けるための装飾も折り紙で作ろう！ 

6月28日（火）17:15～ 
コーヒーアワー 

＠グローバルラウンジ 
海外から関学に来ている留学生や
先生方と交流できるチャンス！お

菓子や飲み物もあります！ 
ぜひ気軽に参加して下さい！ 

6月24日（金）4時限 
映画鑑賞会 

＠グローバルラウンジ 
ジブリ映画「となりのトト
ロ」を英語音声/日本語字
幕で放映します！お菓子と
飲み物を用意しています！ 



Cool Japan トークショー in Japanese 
日時：6月22日（水）3時限 13：30～15：00 
場所：G号館 フジタ・グローバルラウンジ 
司会：リチャーズ ドミニク セバスチャン（ロンドン大学東洋アフリカ学学院） 

   カピト ケヴィン（デュッセルドルフ大学） 
コメンテーター：増原 早紀（法学部） 
        半井 翔太（経済学部） 
        小牧 陽輔（商学部） 
        山本 紗耶香（国際学部） 

発表者 テーマ 

1 カウフマン カユース コンスタニン （ベルリン技術経済大学） トイレ 

2 アンダーソン ニコール ダニエル （ミネソタ大学ダルース校） プリクラ 

3 
オチ エリザベス エミコ （カリフォルニア・ポリテクニック州立
大学） 

玄関 

4 バング マリアンネ （オスロ大学） 季節で変わる商品 

5 チョーア スー リェン （ラドバウド大学ナイメーヘン校） 食券の自動販売機 

6 チョウ リンチュン （東海大学） 女子高生とことば 

7 リース アラナ ニコル （ノース・キャロライナ州立大学） シャワーとお風呂 

発表者 テーマ 

１ 

ズヒリニア アウヂ （パジャジャラン大学） 

日本の生活 
オチ エリザベス エミコ  
  （カリフォルニア・ポリテクニック州立大学） 

２ ソン ジャクカ （文学部） 日本人と曖昧さ 

３ 
ベイカーサリヴァン アナベル ジェイン 
  （マウント・アリソン大学） 

留学生の経験 

４ ソ ウンベ （経済学部） 
日本の部活動について -良い
点・悪い点- 

５ 
ラーセン ウィリアム （オスロ大学） 

外国人として困ったこと 
チン ユエン （国立台湾大学） 

６ 

カウス ルース  
  （サティヤ・ワチャナ・キリスト教大学） 日本での初めての経験 

タリ ディー （パジャジャラン大学） 

７ リ ユウ （社会学部） 野良犬 

８ 

デューラー ロバート シェイ  
  （ネバダ大学ラスベガス校） 

日本人の本音／日本人の建前 
ペネド セバスチアン マウリーシーオー 
   （シドニー大学） 

９ キム ヒスン （人間福祉学部） 在日韓国人について 

１０ 

サンドヴィク ペッテル （オスロ大学） 
デートしようか？―日本人の曖昧
な態度― デュラント ジョシュア ロバート  

  （南キャロライナ大学） 

１１ 
アルフォンソ エーベル アレクサンダー  
  （ メリーランド大学カレッジパーク校） 

関西人になる方法 

１２ ゴ ミンジョン （国際学部） 日本に来て学んだこと 

発表者 テーマ 

１ イ ジュンヒ （国際学部） なぜ俺は日本におるのか 

２ 
ファリナス シェーナ ミキハラ （ロヨラ大学シカゴ校） 

コンビニエンスストア 
コーモー アリクス グレイス （ガウチャー大学） 

３ モロコシ タケシ （社会学部） 朝食の大切さ 

４ パホモヴス ドミトリス （ラトビア大学） 
日本の強いおじいさんとお
ばあさん 

５ ハイアム クレーグ オーエン （ヤングスタウン州立大学） 
科学の年：明日へのステッ
プ 

６ シム ウクジン （文学部） 地震 

７ 
リチャーズ ドミニク セバスチャン ベンジャミン  
（ロンドン大学東洋アフリカ学院） 

わたしの日本での生活 

８ リ イチゲン （社会学部） 日本の食文化 

９ 
タン エイ （ノルマンディー・ビジネススクール） 

日本の体験 
ファン ハイ タン ヴァン （ヴィアドリナ欧州大学） 

１０ イ ジョンジェ （国際学部） 日本と私 

１１ ベノア モルガン ノラ （リヨン第2大学） パンの伝説 

１２ キム ソンギュ （文学部） 夜の難波 

１３ カピト ケヴィン （デュッセルドルフ大学） 
私たちの目の前にある美し
い世界 

１４ 

アンダーソン アレックス ダビデ （アラバマ大学） 

世界と話そう！ 
フォーンセッカー サンドバル エドガー アルマーンドー 
 （西テキサスA&M大学） 

各国ランチフェア 

6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 

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 

Week１ （6/6～10） ヨーロッパ・アメリカ 

Week２ （6/13～17） アジア 

6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 

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 

in BIG  PAPA 

１時限目 ２時限目 

日時：6月24日（金）1時限：9:00～10:30/2時限：11:10～12:40 
場所：社会学部チャペル 
司会：【1時限目】ムハンマド ザキ ルクマン（商学部） 
   【2時限目】ハワード クリストファー ジョングフン（メリーランド大学カレッジパーク校） 

日本語スピーチ発表会 

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

