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UNHCR(国連難民高等弁護官事務所)学校パート十一ス

難民映画「シllアに生審れて」上映会報告
2018年 11月 、千代田二番町、町田の両キャンパスにおいて「シリアに生

まれて」の上映会が開催されました。UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)

学校パートナーズとしての開催です。
上映会では、心身に傷を負い、家族を失い、受け入れを拒否され、落ち着

き先が見つかるまで移動し続ける子ども達の姿を両キャンパス 159人が真
剣に見つめました。上映後アンケートには「今まで知らなかつたことが恥
ずかしい」「難民問題は大きく、私の力は小さい。出来るだけのことを少し
ずつでもやっていきたい」「私たちにはあまり関係のないことだと思つて
いたが、世界中で問題にすべき」などの感想が寄せられています。
町田キャンパス上映会にはJNHCR」apanの 職員の方もご参加下さり、

シリアの現状および私たちに何ができるかについてお話し下さいました。
尚、上映会では両キヤンパスの募金箱に 16,832円 が集まり、UNHCRの

難民支援活動に寄付しました。ご協力ありがとうございました。

▲ 千代田三番町の様子 ▲ 田丁田の意見交換会

新しくらたタト国語絵本展報告
2018年 11月 22日 (木 )～ 12月 21日 (金 )、 町田キャンパスの東京家政学

院大学附属図書館、千代田三番町キャンパスの大江記念二番町図書館で
「外国語絵本展」が開催されました。今回は、いたばしボローニャ子ども絵
本館との連携により、合計23か国の絵本を展示することができました:中

には、ラオス、アラブ首長国連邦、ベネズエラで出版されたものなど、日本
から遠く離れた国の珍しい絵本があり、来場者からは「国によって絵や雰
囲気が違つて面白い」「それぞれのお国柄を感じさせる絵とス|―

卜ニリーで
楽しめた」「主役の動物がその国独特」といった声が聞かれました。中国か
らの留学生の2冊の「おすすめ絵本」も好評でした。        |

本学が目指す国際交流

他者を国籍、民族、性別、年齢などの枠で半1断す|る |め

ではなく、同じ人間として心を開き、相手の人権を尊重
することができる。

自国文化も他国文化も数ある文化の中のひとつとして客
観的に捉えることができる。           |
国際情勢に関わる情報の本質を理解することができる。

本学で展開してきた知識体系の蓄積を発信することで国
際社会に貢献できる。

よりよい社会および世界を構築するために、自分ができ
ることを見いだし、実行 していくことができる。
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l繭期活動予定
|■‐国際交流センター 11バザー100円 市"開催
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●   4月 5日 (金 )11:00～ 15:00

■  集団給食実習食堂 (I日第一食堂)にて
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軍言2回外蟄語スピーチコンテスト報告

2018年 12月 8日 (土 )、 町田キャンパスで外国語ス

ピーチコンテス トが開催 されま した。このス ピーチ
コンテス トでは、日本の学生も留学生も自分の母語
以外の言語でス ピーチをします。

今年の英語暗唱部門のテーマは、“Nobel Peace
Prize speech by ICAN campaigner, Hiroshillla
survivor SetsukO Thurlow''“ SeVern Suzuki"
“Womett Rights Are Human Rightざ 'の 3つで した。
どれも国際社会で活躍する女性のスピーチです。

また、日本語弁論部門では、留学生がそれぞれの思
いや考えを日本語でスピーチ しました。テーマは「私
の夢」「日本で暮 らして考えたこと」です。出場者の熱

意が参加者全員に伝わ り、その後の質疑応答も活発
に行われま した。結果は以下の通 りです。

◇英言吾日音口昌音FF弓

優勝   鄭 宇几

準優勝  須藤 陽花
敢闘賞  井上 明日香

◇日本語弁論部門

優勝   饗1 依萌

準優勝  梁 群力

敢闘賞  黄 運梅、趙 越、空1 雨桐、鄭 宇凡、
葉 雨断、高 岩、張 夢晨

◇保護者会会長賞  梁 群力

◇保護者会副会長賞 須藤 陽花、黄 運梅

その後は地域サポーターの方々や留学生による中
国語教室の受講生の皆さま、そのご家族・ご友人の

方々も一緒にクリスマスパーティーが開催されまし
た。様々な年代のメンバーからなる 6つのチームに

分かれてのクイズ大会が行われましたが、富士山や

東京タワーの高さ、日本で人気のアニメに関するク
イズは、日本に来て間もない留学生も負けていませ
んで した。国際交流センターの活動を支えてくださ
る地域の方々、保護者会の方々に感謝の気持ちとと

もにご報告をいたします。

く 熱のこもったスピーチ

私たちのキャンパスIき

多文化共生社会

東京家政学院大学には現在、中国および韓国か

らの留学生がいます。留学生は、一緒に学ぶ仲間

であると同時に、日本語以外の母語を持ち、日本

以外の文化圏からやつて来た人々一つまリキャン

ノ
=ス

に異文化を運んでくれる人達です。

言語千 ューター (中国 を通して

六の伸良しに

く 新宿御苑にて

(左 )湯さん(右 )須藤さん

人間福祉学科 4年 (2019年 3月 当時)の湯承晨さんと生

活デザイン学科 3年 (同 )の須藤陽花さんは、2017年 度後

期に言語チューター制度 (4面参照)を通 して出会いまし

た。最初は発音と簡単な文法から始まつた勉強会も、少し

ずつ会話の量が増え、中国の若者文化の話をしたり、中国

の歌を一緒に歌つたり。結局 2018年 度後期まで、同じペア

で 3学期間勉強 しました。その間、一緒にご飯を食べに

行つたり、ディズニーラン ドに遊びに行つたり、新宿御苑

に寒桜を見に行つたりするなど、ふたりはすつかり仲良し

に。湯さんは 2019年 3月 に卒業を迎えましたが、8月 には

ふたりで上海旅行を計画中とのこと。ふたりの仲はこれか

らも続きそうです。

☆インタビュー☆多

Qlなぜ中国語チューターをやろうと思ったのですか ?

<湯さん>中国語を教えるのに興味があつたのと、日本人

学生と交流 したかつたからです。

<須藤さん>語学に興味があつたのと、留学生と交流 した

かったからです。他の人と違つたことに挑戦 してみた

い、学生のうちしかできないチャンスを逃 したくない

という気持ちもありました。

Q2中国語チューターをやつて良かつたことは何ですか?

<湯 さん>陽花ちゃんという大切な友達ができたことで

す。陽花ちゃんは、国際交流センターのイベン トにも

参加 してくれるようになり、他の留学生とも仲良く

なつてくれて嬉 しかつたです。

<須藤さん>中国語が学べただけでなく、中国にも興味を

持つようになりました。留学生と仲良くなって休日に

遊びに行くようになつたことも良かつたです。湯さん

とは、8月 に上海で一緒に遊べるのをとても楽 しみに

しています。

語
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クリスマスパーティのゲーム >
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キャンパスで気軽に回朦交流
わざわざ飛行機に乗らなくても、キャンパス

で国際交流が可能です。せっかくのチャンスを

逃さずに異文化体験してみましょう I

蟹学生けどこにいる?
ここにいます。自分の所属学科にいる方は声をかけてみ

ましょう。いないけど交流 したい方は出会いの制度をご利
用下さい(4面参照)。

雪学生勝こんな活動も痰 ll議峨
2019年 1月 29日 (火 )に本学の中国人留学生 10名 と横

山第一小学校 6年生が交流授業をしま した。

授業は、留学生がパワーポイン トを使 つて中国について

のクイズをするところか ら始ま りま した。知 っているよう

で知 らない問題に、6年生達は驚いた り感心 した り、大い

に盛 り上が りま した。

クイズの後は、小グループに分かれてお互いの国のこと

や生活について質問 し合 うコーナーです。子 ども達は、留

学生が 自分のら、るさとを紹介する時に中国の広 さにびっ

くりした り、自分の名前を中国語で読んでもらったのをメ

モ した り、中国人に直接教えてもらう「中国」を味わつてい

ま した。「中国の小学生は朝何時に学校に行 くのか」「中国

で有名な日本のアイ ドルは誰か」「中国で一番おい しい料

理は何か」などの質問もた くさん出て、活発な、そ して楽 し

い交流 となったようです。

く クイズ
「友好の印に日本が

中国に送つた動物は?J

短期変換饗学生修了セ狂 ニーも開催
2019年 1月 28日 (月 )、 大学院短期交換留学生修了セ

レモニーが行われました。この度修了を迎えたのは、中国

吉林外国語大学からの黄運梅さん、趙越さん、餐1依萌さん、
劉雨桐さんです。地域の方々にもお越 しいただき、4人の

門出を祝いました。
修了生が参加 したホームステイのステイ先からは、修了

生の親切で礼儀正しい様子に感動 したとのご報告があり、
修了生を通 した国際交流がとてもよい形で行われている

様子も窺えました。修了生のこれからのご活躍をお祈 りし

乾杯 ! ト
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流聰又餡ι漑多盗膊衿聰 鑢袂陪

恵れ拳せた饉薔・イギ量』スでの議い出

井澤  尚子 (現代 家政学科 )

私の数少ない海外体験の中に、イギリスでのホームステ

イがあります。記憶を紐解いていくと、それは 30年程前の

体験です。
1989年 の夏、友人に誘われ旅行社が企画する「英語を学

ぶホームステイの旅」に参加 し、イギリスに旅立ちました。

滞在 したのは、イギリス・イングラン ドのウェス ト・ミッ
ドランズ州にあるコヴェン トリーです。コヴェン トリーは

中世の街並みを色濃く残 し、大聖堂や Lady Godiva(ゴダ
イヴァ夫人)伝説で有名な都市です。ここで、2週間の英語

研修とホームステイが始まりました。
ホームステイでは、友人とは別々のお宅にお世話になり

ました。私のホス トファミリーは、70歳代のご夫婦二人だ

けのご家族でした。まず忘れられないのは、毎日の朝食で

す。English breakfastと いわれる伝統的な食事をいただ

きました。ミルクティー、シリアル、卵料理・ベーコン・ソー

セージ・ベイク ドビーンズ・ トース ト、自家製デザー ト(タ

ル ト、ケーキ)な どが記憶に残つています。デザー トには、
庭の果物が使われていたようです。後に友人に聞くと、若
い共働きのご夫婦がホス トファミリーの場合は、日本と同
じような洋食の食事だつたようです。時間に余裕があり、
年を重ねたファミリーにお世話になつたからこその体験
だつたと思います。また、ホームステイはお客様ではあり

ませんから、食事の後片付けなども手伝いました。事前学

習で、イギリスでは水やお湯は貴重であり、日本のように

は使えないということも学んでいきました。やはり食器を

洗う時などは、そのことを実感 しました。また、それは洗濯
やシャワーにもつながる話です。海外であることを強 く感
じた体験でした。
ホス トファミリーのご夫婦は夕食後、週に 2～ 3回ほど

サークル活動にでかけるのが日課で した。私はホス トマ

ザーから、「Shoko、 私たちが帰つて来たら、ミルクティーを

滝れてね。」と頼まれていました。その準備をし、午後 9時
頃からいただく、ミルクティーとビスケットの味がいまだ

に忘れられません。毎回、それほど美味 しく感 じられたの

です。
全ての予定を終了し、友人と別れ、帰国するまでの 2日

間を、一人ロン ドンで過ごしました。ロン ドン市内の B&B

に一人で宿をとり、市内の美術館・博物館を訪れました (今

考えると、旅行経験も少ない私が、なぜそんなことができ

たのか不思議です)。 不安や緊張があつたことは事実です
が、2週間の体験が少 しだけ自信になつたのかもしれませ

ん。

そ して、私は無事 ロン ドンを後に帰国の途につきま し

た。しか し、この後 “ある出来事 "があつたのです。この続

きは、「また機会があった ら・・。」ということに します。

コヴェントリーのLady God市a像 ▲ Engも h breaklast(イ メージ)

ます。
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念春茫春魃募集|〔本攀学生対象》
新 しい春に国際交流の花を咲かせましょう !

アメリカの大学生とメール交換

ア メ リカ合衆 国 フ ロ リダ州 に あ る Florida
lnternational Universityで 日本語 を学ぶ学生 と
メール交換 しませんか。使 う言語は「日本語」でも
「英語」でも「両方」でも大丈夫。アメリカに友達をつ

くるチャンスです。 |

申し込み先 :学務グループ(申 込用紙あり)

申し込み期限 :4月 24日 (水)        |‐ |

留学生と日本人学生との出会い

「日本語会話パー トナー」という制度で、留学生
と日本人学生が出会う機会を提供 しています。どの
ように交流するかは自由。これまでは週に1度 二緒
に「おしゃべ りする」「ご飯を食べる」というとこ

ろか ら始めたペアが多かつたようです。テ レビや
ネッ トでは分からない新 しい文化に出会うチャンス

をお見逃 しなく !

申し込み先 :学務グループ (申 込用紙あり)

申し込み期限 :4月 24日 (水 )

英会話を楽 しむ

「英語サロン」で、マーク・ルイス先生と英会
話を楽 しみませんか。自分のペースで参加可能で
す。レベルも問いません。リラックス した楽 しい
サロンですので、お気軽にお越 し下さい。

◇開催日時・場所

【町田キャンパス】
水曜日12:20～ 12i50 図書館1階 にて
4月 17,24日 /5月 8,15,22,29日 /6月 5,12,19日

【千代田二番町キャンパス】
金曜日12:20～ 12:50 1404に て
4月 19,26日 /5月 10,17,24,31日 /6月 7,14,

21日

申し込み不要。直接会場へどうぞ。

海外協定校に留学する

本学学生である皆さんは、協定校である吉林外
国大学 (中 国・長春市 )、 釜山女子大学校 (韓

国・金山広域市)、 韓南大学校 (韓国・大田広域
市)、 カリフォルニア州立大学モン トレーベイ校
(ア メリカ合衆国・カリフォルニア州)、 コンケ

ン大学 (タ イ・コンケン市)に短期留学等ができ
ます。前期の留学説明会を以下の通 り開催 します
ので、興味のある方は是非ご参加下さい。

【町田キャンパス】
4月 25日 (木 )12:20～ 12:50
1204教室にて

【千代田三番町キャンパス】
4月 25日 (木 )12:20～ 12:50
1706教室にて

申し込み不要。直接会場へどうぞ。いずれのキャ
ンパスでもお昼ご飯持参OKです。

学生同士で中国語 =韓国語・日本語を学ぶ

中国語や日本語を学びたい学生が、それ らを母
語 とする学生と1対 1で勉強する「言語チュータ
ー」という制度です。「教える人」「習う人」の両
方を募集 します。ただ し、2019年度前期は町田キ
ャンパスのみの実施となります。
◇中国語
<習 う人>本学学生であればどなたでも
<教える人>中国語母語話者の本学学生

◇韓国語
<習 う人>本学学生であればどなたでも
<教える人>韓国語母語話者の本学学生

◇日本語
<習 う人>本 学学部1・ 2年生の留学生
<教える人>日 本語母語話者の本学学生

申し込み先 :学務グループ (申 込用紙あり)

申し込み期限 :4月 24日 (水 )

国際交流会で活動する&iecpalになる

◇国際交流会とは

会員同士の交流を図るとともに、国際交流のイベ
ー

ン ト等を企画 口運営する学生の会です。楽 しみなが

ら国際交流をしませんか。

申し込み先 :学務グループ (申 し込み用紙あり)

申し込み期間 :随時受付

◇iecpal(ア ィイーシーパル)と は

登録 しておけば、国際交流のイベン ト、ニュース

などがメールで送られてくるシステムです。

申し込み先 :iec@kasei― gakuin.ac.jp

申し込み方法 :件名を「iecpal」 とし、本文に氏名
と学籍番号を記 して下さい。メール
は大学gmai Hこ 送 ります。
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