
今号は学内でできる国際交流について紹介します。
SEIKEIポータルサイトや掲示板でスケジュールなどの情報をチェックして参加しよう！

新国際教育センター
所長よりメッセージ
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特集は
中面で！

国際教育センターには国際交流担当の教員がいます。
留学プログラムや語学勉強のコツなど国際交流に関することを相談することができます。

成蹊学園　国際教育センター

【オフィスアワー】
毎週木曜日の4限

【場 所】
国際教育センター常勤講
師室２（大学１号館２階）
●予約不要です。
　気軽にお越しください！

【メールアドレス】
averla@ejs.seikei.ac.jp
●メールでの相談も可。

Ms. Verlaの
オフィスアワー

　いま私がこの原稿を書いている2016年7月において最も重要な世界的ニュースは、イギリスのEU離脱です。イ
ギリスではこれをBrexitと表現します。Britainとexitの合成語です。イギリスはEUを離脱すべきか否か、その決
断のために国民投票が行われ、僅差ながら離脱派が勝利しました。これが世界に衝撃を与えたのは、EU離脱がか
なりの経済的損失をイギリスに与えることが明らかであったからです。離脱派が経済的損失よりも優先したのは、
国内における移民の数の制限です。イギリスは19世紀初頭から人権の先進国であり、政治的迫害を受けた人たち
を移民として受け入れることに寛大な国でした（東欧で大量殺戮の対象になっていたユダヤ人移民がその典型例
です）。21世紀のイギリス国民の過半数は、この人権重視の伝統からの離脱をも決断したのではないでしょうか。
　EUは、単に経済的利害のための組織ではなく、ヨーロッパにおける二つの世界大戦の反省を経た、哲学的な理
想と理念がその根本にあります。19世紀に過激化した偏狭なナショナリズムがもたらした未曾有の殺人と破壊行為を繰り返さぬために、
国家を超えた統合をヨーロッパ人は志向=思考したのです。EU圏内はパスポートを必要としない通行の自由が可能ですが、移民の流入の
制限という見地からイギリス人の過半数はこのシステムを嫌悪したわけです。移民は経済格差の犠牲者であり、より裕福な国家へと移動
します。それを受け入れる寛大さを放棄した21世紀のイギリスは、19世紀以前に退行したのかもしれません。この傾向=退行は、他のヨー
ロッパの国々の極右政党の主張にも顕著であるばかりか、大西洋を超えた米国の大統領候補の雄叫びにも反響しています。
　世界の資本主義が経済格差を、各国内そして国際的にも拡大する中で、相対的に裕福な人間はより排他的になっています。偏狭なナショ
ナリズムは欧米のみならずアジア、日本国内でも声を徐々に大きくしています。いわば私たちの21世紀は19世紀に回帰しているかのよう
です。19世紀の生み出した偏狭なナショナリズムの結果が二つの大戦であったとすれば、世界は激動の歴史に舞い戻っているでしょうか？
　こういった歴史的な転換点において、真の国際人とは何か、という問いを真剣に問うことが、私たち日本人にも要求されています。英語
を代表とする外国語の学習も必要ですが、それと同時に真の国際人としての知性と教養がこれまで以上に必要になっています。

激動する国際社会を直視し、そこで生きるための知性と教養
国際教育センター所長　文学部教授� 遠藤�不比人

Hello�everyone!�My�name�is�Adrianne�Verla,�but�most�people�call�me�Adie�
（エイディー）.�I�began�teaching�a�variety�of�classes�and�working�with�the�SIIS�
Center�in�April.�Besides�teaching�College�English�classes,�I�am�also�teaching�an�
Independent�Study�class.�With�SIIS,�I�have�a�chance�to�talk�and�advise�Seikei�
students�who�want�to�study�abroad�on�both�summer,�short-term,�and�long-
term�programs.�If�you�see�me�walking�around�campus,�I�will�usually�（always?）�
have�a�smile�on�my�face�so�please�don’t�be�afraid�to�say�hello!�My�goal�is�to�
see�more�students�studying�abroad�from�Seikei�in�the�future�and�I�hope�more�
international�students�will�want�to�come�to�Seikei�to�study�as�well!�

キャンパスで国際交流
特 集
Feature



　来日する協定留学生を空港で出迎
え、彼らが居住する国際交流会館ま
で案内するのがバディ。来日後も
キャンパスや吉祥寺の街を案内した
り、週末に一緒に出かけたり。楽し
く交流しています。

バディは年 2 回（6 月、12 月）
に登録を受付けています。
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日本語を学ぶ留学生や外国人聴講生と交流！

English Chat Time で交流しながら英語力 UP ！

　留学生や外国人聴講生がアイディ
アを出し合って日本語で台本を作り、
キャスティングから演出まで手がけ
ます。集大成としての演劇発表会は
涙あり、笑いありで盛り上がります。

台本作りや劇の練習などの過程は楽しかったし、本番も楽しんで演
じることができました。観客が笑顔で拍手してくださり、終演後に
お話できたことも良かったです。　� （外国人聴講生）

　留学生や外国人聴講生が料理や伝統行事などの
自国の文化を紹介するポスターセッション。レシ
ピや祭りの紹介などバラエティに富んだプレゼン
に、在学生も積極的に留学生に質問しています。

　留学生と英語でおしゃべりをする English Chat Time をご存知ですか？アル
バイトや旅行について話したり、留学生に海外の学生生活について聞いたり。時
間があっという間に過ぎます。留学を希望している学生や留学生と交流したい学
生が多く参加しています。

私たちTAにとっても、日本人
の学生と知り合って仲良くな
る機会なので、うれしいです。

趣味や週末のお出かけなど、楽しく
おしゃべりしています。� （留学生）

ネットやニュースでは伝えら
れていない、海外の学生の意
見や主張を聞くことができ、

英語以上に得るものがあります！
� 　（文学部　女子）

日本語科目：ロールプレイ

日本語科目：
　　　話す（4）

来日する前から頻繁に
連絡を取り合っていた
ので、すぐに打ち解け

ることができました。活動を
通じて、日本のことを紹介す
るためにも、自分自身が日本
についてより深く知り、説明
できるようになることが大切
であると強く感じました。
� （法学部　男子）

週 1 ～ 2 回、 留 学
生と一緒にランチを
食べるのが楽しみで

す。日本に来た外国人が日
本のどういうところに興味
を持っているのか、どのよ
うに疑問に感じるのかを知
ることができ、会う度に新
たな発見があります。
� （経済学部　女子）

成田空港に到着した時に、日本と中国の国旗、「ようこそ
日本へ」のウェルカムボードを持ったバディが待っていて、
すごく感動しました。私はバディたちの手伝いで、スイカ

カードを買って、バスに乗って、やっと吉祥寺に行きました。私
の疲れた顔を見て、積極的にスーツケースを持ってくれました。
最初は、一人で留学するのはすごく寂しいと思っていましたが、
バディと出会って気持ちもだんだん楽になりました。分からない
ことがあったとき、バディに聞くと必ず教えてくれました。バディ
のおかげで日本のいろいろなことを勉強できて、自分も日本での
留学生活にも慣れました。� （留学生）

参加者の声

参加者の声

参加者の声 参加者の声

参加者の声 参加者の声

キャンパスで国際交流特 集

演劇鑑賞はいかが？ ポスターセッションで

異文化を知る！

バディに登録して留学生のサポートをしよう！



学生アドバイザーは
毎年 10 月に募集しています。

　国際交流会館で留学生と共同生活する
ことで、日常的に国際交流ができます。

私たちが 2016 年度の学生アドバイ
ザーです！5人で協力して、留学生の
皆さんのサポートや交流イベントを企
画しています。パーティやイベントを
行うたびに入居者の距離が縮まり、日
ごとに仲良くなっています。

　国際交流会館の入居者が企画したパー
ティに参加するもよし、留学生とこんな
交流をしたい！この国のこの文化を体験
したい！など、国際交流イベントを自ら
企画するもよし。国際交流を目的とした
イベントであれば、国際交流会館のラウ
ンジや和室等の施設を利用することもで
きます。内容によっては、一部補助金も
ありますので、こんなことやってみたい！
という人は国際課にご相談ください。

　日本文化体験や留学生と在学生の交流
を目的としたバスツアーを年 2 回（5 月、
10 月）に催行しています。春のバスツアー
では群馬県高崎市を訪れ、伝統工芸であ
るだるまの絵付けを体験。願を込めなが
ら真剣に絵付けをしていました。毎回、
大好評のイベントです。

群馬に初めて行きました。高崎
観音からの眺望は素晴らしかっ
たし、お昼に食べた刺身こん

にゃくが美味しかった！バスの中では
新しい友達とたくさん話しました。�　
� （留学生）

学 生 ア ド バ イ ザ ー の 声

9月27日 火  12時20分より本館大講堂にて
9月に来日した協定留学生と交流するチャンス！

予約不要です。ぜひお越しください。

10 月 21日 金　に催行決定！
南房総で地引網やバーベキューを通じて留学生と交流
しよう！参加申込みは国際課（大学1号館2階）まで。

協定留学生歓迎式のご案内

秋の国際交流バスツアー参加者募集
参加者の声

自らイベントを企画しよう！

国際交流バスツアーで留学生と一緒に日本探訪！

国際交流会館の学生アドバイザーになろう！

Welcome！

Join us！



DCU（ダブリンシティ大学）は、アイルランドの首都、ダブリンからバスで15
～20分ほどのところに位置する、学生数約12,000人の総合大学です。85エー
カーの広いキャンパスは、美しい緑の芝生とモダン建築風の建物が調和し、ゆっ
たりとした清潔感のある雰囲気です。アジアやヨーロッパ各国からの留学生も多
く、多文化・多国籍の中で留学生活を送ることができます。図書館、学生センター、
スポーツ総合施設やネットカフェなどの学内施設も充実しています。大学周辺に
は公園もあり、ピクニックを楽しむことができます。

フランスドイツ

英　国

ハイデルベルク大学
タイセン ロナン ロマノフ
ジェニファー テール
クリスティナ シルビア ベンツ
ボン大学
エレナ　リーダー

リヨン第三大学
ポリーン　ショーシ
シリーヌ　ジェラシ
タカハシ　クミコ

エディンバラ大学
リチャード マーク スコット
エスター アウファーマン

海外の協定校11校より16名の協定留学生を
受入れました。

成蹊大学からの派遣生は、レベル別に分かれての中国語研修のほか、法律や
ビジネスなどの専門科目を中国語や英語（HSK5級／ IELTS6.0 以上）で受
講することができます。

プログラム内容

新たにアイルランドと中国の 2 大学と留学協定を締結し、本学の留学協定校は 13 カ国 29 大学になりました。

■派遣期間
前期4月～8月・後期9月～1月の約18週間
■派遣人数（予定）
前期・後期　各最大10名
■出願期間
2016年11月7日～11日
■出願資格
※学内選考あり
・�留学開始時点で学部もしくは大学院在籍1年以上
・�GPA�2.0以上
・�協定校において修学するに当たり次のいずれかの語学
要件を満たすこと。
　IELTS�5.0�（各項目4.5以上）
　／TOEFL�iBT�61�以上
　／TOEFL�ITP�500�以上
■説明会
10月24日（月）　12時20分～13時　1-211にて

■派遣期間
1年もしくは半年（9月～2月もしくは9月～8月）
■派遣人数（予定）
1名
■出願期間
2016年10月24日～28日
■出願期間
※学内選考あり
・�留学開始時点で学部もしくは大学院在籍1年以上
・�GPA�2.5以上
・�協定校において修学するに当たり次の語学要件を満たす
こと。派遣時までに最低1年間の中国語の学習を修了ま
たは同等レベル以上の中国語能力を有していること（中
国語検定・HSK試験等を受検していることが望ましい）。
・�中国籍以外のもの。
■学部受入基準
HSK5級／ IELTS6.0以上
■説明会
10月7日（金）12時20分～13時　1-212にて

華東政法大学は1952
年設立、上海の街の
中心部に位置する国立
大学です。キャンパス
内の建物の多くは19
世紀末から20世紀初
めにかけて建築され、
上海優秀歴史建築に認定されています。建物のまわりには高く聳え立つ木々
や緑の芝生が広がり、独特の美しいキャンパス環境が形成されています。

ダブリンシティ大学

Dublin City University

East China University of Political Science and Law

華東政法大学

http://www.dcu.ie/URL

http://www.ecupl.edu.cn/URL

学校概要・周辺環境

学校概要・周辺環境

成蹊大学からの派遣生は、同大学の語学センターであるDCU�Language�Ser-
vicesで約10週間の英語研修を受講し、その後、ダブリン市内の企業や学校な
どで約8週間のインターンシップに参加します。参加費用（予定）は約1,300,000
円（プログラム費、ホームステイ費、渡航費等を含む）、宿泊はホームステイです。

プログラム内容

中 期

長 期

韓　国

カナダ

アメリカ

オーストラリア

梨花女子大学
ソジョン ユン

ビクトリア大学
ジェシカ モク

中　国
広東外語外貿大学
コ　シンエイ
復旦大学
キ　リン
同済大学
リュウ　チョウキ

ウェスタンワシントン大学
ジェシカ ホン

モナシュ大学
カレン ニューイン

協定留学生紹介2016年
度

後期受入
れ

中 国

アイルランド

新規協定校の紹介


