Exchange Students
from all over the world

V I V E R E
「はじめまして！」
Welcome Party や Bus Tour などで
お会いできるのを楽しみにしています。
Campus でも私たちを見かけたら、気軽
に声をかけてください！
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Jan Blum さん
（ハイデルベルク大学 ドイツ）
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長期協定留学
（ドイツ）

説明会
出願受付期間

9/24（木）
9/28（月）~10/2（金）

長期協定留学
（韓国・中国・タイ）

説明会
出願受付期間

9/25（金）
9/28（月）~10/2（金）

長期協定留学
（イギリス・アメリカ・カナダ）

説明会
出願受付期間

10/7（水）
11/9（月）~11/13（金）

長期協定留学
（フランス）

説明会
出願受付期間

10/8（木）
11/9（月）~11/13（金）

説明会
出願受付期間

10/21（水）
・10/29（木）
11/9（月）~11/13（金）

説明会
出願受付期間

10/22（木）・10/28（水）
11/9（月）~11/13（金）

説明会
受講者募集期間

9/28（月）
7/9（木）~10/6（火）

短期協定留学
月 （ケンブリッジ大学）
短期協定留学
（北京大学）
後期 TOEFL 講座

11

秋期バスツアー

10/16（金）

第 4 回 TOEFL-ITP

10/24（土）

English Chat Time

10/27（火）

2009 年度国際交流会館入居者募集
説明会
入居者募集受付期間

9/30（水）・10/6（火）・11/5（木）
9/30（水）~11/13（金）

国際研究賞・国際交流賞候補者募集

10/1（木）~10/31（土）

中期協定留学
月 （マンチェスター大学）
第 5 回 TOEFL-ITP

12 月
1月

10/2（金）

中期協定留学
（マンチェスター大学）

説明会

11/11（水）
11/28（土）

出願受付期間

2009 年度後期成蹊大学清水護 TOEFL 受験奨励金
受給者募集受付期間

12/14（月）~1/8（金）

1/7（木）~1/20（水）

協定留学生修了式・フェアウェルパーティ

2月
3月

成蹊大学外国留学奨学金（長期、中・短期）
成蹊学園三菱留学生奨学金
申請期間

2/1（月）~2/19（金）

海外留学・旅行 危機管理セミナー
第 6 回 TOEFL-ITP

2/24（水）

春期短期協定留学出発（ケンブリッジ大学）

3/12（金）

第 7 回 TOEFL-ITP

3/24（水）

国際教育センター

国際教育センター

ナカジマ ミズホ

中島

瑞穂 さん
（リヨン第三大学 フランス）
イ ハンギル

李

韓国）

コウ ム

侯

梦 さん

（復旦大学 中国）
国際教育センター

ユーラン ワン

You Ran Wang さん
（グリフィス大学 オーストラリア）

ラウ カリナ

〜マレーシア〜

チキンサテー（マレーシア風焼き鳥）

今回はマレーシア風焼き鳥「チキンサテー」のレシピを紹介します。
定番のマレーシア料理なので召し上がったことがある人も多いかも
しれませんが、作り方は簡単。ぜひお試しください。
材料 （2人前）
鶏もも肉（骨なし）…………… 2 枚
竹串 ………………………… 8 本
※焼くときに燃えにくいように水の中に
2 時間ほど浸しておく

?

多読 とは

※皮をむいて食べやすい大きさに切る

What Is “Extensive Reading” ?

やさしい英語で書かれた本を、ルールを守って、楽しくたくさん読む

?

なぜ 多読

Why Is Extensive Reading
Recommended?

大学生のみなさん ! 受験英語から解放されたはずの今でも、試験を意識

して英語を読んでしまうことはありませんか。しかも、中学・高校時代

③ 竹串に②の鶏肉を焼き鳥のように刺していき、焼き網の上で鶏肉
の表面が黄金色になるまでよく焼いて出来上がりです。キュウリ
といっしょにいただきましょう。
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東京都武蔵野市吉祥寺北町３-３-1
E-mail : siis@jim.seikei.ac.jp
H P : http://www.seikei.ac.jp/siis/

ルール R u l e s
辞書を引かない

簡単な本から選ぶ

わからない単語は飛ばす

つまらなかったら別の本

自分の好きな本を選ぶ

だれかに伝えよう

どのような H o w E f f e c t i v e
効果があるの ?

Is It?

日本語に訳さずに英文をスラスラ読めるようになる!
読書が好きになる!
英語嫌いがなおる!
英語力が伸びる!

は「英語を読む」のではなく「英語で読む」ことを楽しみましょう。その

リスニング力もアップ !

意味で、やさしい英語に大量に触れることができる多読はお勧めです!

異文化の知識も増える!

の声
多読体験者
s from Students
Comment

絵本、映画の原作、スターの伝記、歴史、科学、世界の名作などがあります。

やさしいものから読むことによって、だんだん長い

普通の本よりカンタンな英語で書かれています。1冊がと

ものを抵抗なく読めるようになった。

ても薄いので、あっという間に読めますよ。さまざまなジャ

中学、高校と英語を学習しても英文を好きになると

?

いつ、どこで読めるの

When And Where Can I Read?

図書館で借りて、通学の電車・バスの中、就寝前の 30 分など、気軽に始め
てみましょう。大学図書館 1 階の「S（南館）-26」に多読用図書が揃ってい
て、1 週間借りることができます。

海外旅行や留学を予定されている皆さんへ

●

は、英語に触れる量が圧倒的に少なかったのではないでしょうか。今後

ンルの本にトライでき、読書が楽しくなること間違いなし!

② 鶏肉は小さく切って、①のペーストに漬けておきます（冷蔵庫内
で10〜12 時間ぐらい）。

イベントレポート
Exchange Students
● 世界のレシピ（マレーシア）
● 後期イベントカレンダー
●

長期・中期・短期協定留学
派遣留学生募集
●TOEFL 情報

What Kind of Books Are There?

①まず、スパイスペーストの材料をブレンダーなどを使ってペースト
状にします。出来上がったペーストはどんぶりに移しておきます。

〒１８０-８６３３

特集：多読

●

どんな本があるの

小さじ1
2本
6個
2個
小さじ4
小さじ1
小さじ2
小さじ1

調理法

編集・発行

●

?

キュウリ ……………………… 1 本

スパイスペーストの材料
コリアンダーパウダー ………
レモングラス …………………
エシャロット（皮むき） ………
ニンニク（皮むき）……………
サラダ油 ………………………
チリパウダー …………………
ターメリックパウダー ………
オイスターソース ……………

多読

In this Issue ...

読書法です。Extensive Reading（E.R.）ともいいます。

レシピ

世界のRecipe

安全で楽しい海外留学に向けての安全対策と心の準備は万全ですか？最近の世界情勢の影響で、各国の空港などでは警備が厳しくなって
おり、留学先の国内に持ち込める物の制限が設けられたりする場合もあります。機内手荷物などにも持ち込めるもの・持ち込めないもの
がありますので、利用する航空会社のホームページなどで必ず確認しましょう。また海外では皆さんが予想もしない事件・事故に巻き込ま
れたりする可能性も考えられます。出発前には海外安全ホームページや目的地の日本大使館や総領事館のホームページ等から渡航先の
情報をしっかりと収集し、万一に備え、ご自分の安全を護るための必要な知識を身に付けておきましょう。そして、旅先では決して油断せ
ず、常に「自分の身は自分で護る」との意識を持って、安全で楽しい旅行を心がけてください。
①海外に滞在中の予定は予め家族などに知らせておく。
②現地ではニュースなどで情報を確認し、安全対策に努める。
③テロの可能性がある場合は、繁華街、観光施設、政府関係施設、軍事施設、宗教施設等には近づかない。
④もし何かあった場合、事態の大きさに関わらず、家族や大学等に自分の安否を知らせる。その際に一緒に行動している友人の情報もあれば伝える。
なお、多くの国で新型インフルエンザの感染が確認されています。これらの国に渡航を検討されている方は感染症危険情報等で最新情
報を確認し、滞在中は外出時にはなるべく人混みを避ける、手洗いやうがいを積極的に行うなど感染防止に努めてください。
Von Voyage! 楽しい旅となりますように！

特集

韓吉 さん

（高麗大学
国際教育センター

Extensive Reading

たどく

国際教育センター

ヤン ブリューム

?

何が必要

What Do I Need?

専用の手帳（
「めざせ 100 万語 ! 読書記録手帳」SSS 英語学習法研究会
（著）コスモピア 630 円）があると、読んだ本の語数を調べて記録すること
ができます。語数が増えると継続する励みにもなるでしょう。肩肘はらずに
リラックスして取り組む気持ちも大切です!

いうことはなかったが、この授業で好きになった。
文句のつけようがない。
授業がなくても自分の習慣にしたい。
もっとたくさんの人に体験してほしい。

後期 多読説明会スケジュール
Ex tens ive R eading Workshop Schedule

10 6 10 7 10 8
火曜日

14 : 50 ~16 : 20

○ 大学 1 号館
211 教室
○ 国際教育センター
常勤講師

河内 智子 先生

水曜日

16 : 40 ~18 : 00

○ 大学 1 号館
211 教室
○ 国際教育センター
常勤講師

谷 牧子 先生

木曜日

13 : 10 ~14 : 40

○ 大学 1 号館
212 教室
○ 法学部
坂野 由紀子 先生

予約不要です。直接会場にお越しください。

ケンブリッジ大学
ペンブルック劇団に
よるシェイクスピア
作 品「テ ン ペ スト」
の公演が9 月19日
( 土 )に 行 わ れ まし
た。今年で３回目と
なる来日公 演 は連
休初日にも関わらず、成蹊生や一般の方約 200 名が来
場し、プロとも劣らない本場のシェイクスピア劇を堪能し
ました。
私にとって「テンペスト」は他の演目に比べ馴染みの
薄いものであり、また全編英語で演じられましたが、役
者が奏でるドラムや効果的な照明、そして何よりも台詞
の全てを聞き取れなくとも訴えかけてくる迫真の演技
で、ストーリーはもちろん登場人物の心情までも感じる
ことができました。
私は昨年に引き続きボランティア委員として準備や当日
の運営に関わりました。英語での意思疎通は難しかったで
すが、
「良い公演にしよう」という共通の目標に向かって楽
しみながらできました。公演後劇団員に「ありがとう！あな
たたちに会えて本当によかった。
」と言われた時は達成感
で満ち溢れました。

（英米文学科3年 大舘 奈津美）
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絵本、映画の原作、スターの伝記、歴史、科学、世界の名作などがあります。

やさしいものから読むことによって、だんだん長い

普通の本よりカンタンな英語で書かれています。1冊がと

ものを抵抗なく読めるようになった。

ても薄いので、あっという間に読めますよ。さまざまなジャ

中学、高校と英語を学習しても英文を好きになると

?

いつ、どこで読めるの

When And Where Can I Read?

図書館で借りて、通学の電車・バスの中、就寝前の 30 分など、気軽に始め
てみましょう。大学図書館 1 階の「S（南館）-26」に多読用図書が揃ってい
て、1 週間借りることができます。

海外旅行や留学を予定されている皆さんへ

●

は、英語に触れる量が圧倒的に少なかったのではないでしょうか。今後

ンルの本にトライでき、読書が楽しくなること間違いなし!

② 鶏肉は小さく切って、①のペーストに漬けておきます（冷蔵庫内
で10〜12 時間ぐらい）。

イベントレポート
Exchange Students
● 世界のレシピ（マレーシア）
● 後期イベントカレンダー
●

長期・中期・短期協定留学
派遣留学生募集
●TOEFL 情報

What Kind of Books Are There?

①まず、スパイスペーストの材料をブレンダーなどを使ってペースト
状にします。出来上がったペーストはどんぶりに移しておきます。

〒１８０-８６３３

特集：多読

●

どんな本があるの

小さじ1
2本
6個
2個
小さじ4
小さじ1
小さじ2
小さじ1

調理法

編集・発行

●

?

キュウリ ……………………… 1 本

スパイスペーストの材料
コリアンダーパウダー ………
レモングラス …………………
エシャロット（皮むき） ………
ニンニク（皮むき）……………
サラダ油 ………………………
チリパウダー …………………
ターメリックパウダー ………
オイスターソース ……………

多読

In this Issue ...

読書法です。Extensive Reading（E.R.）ともいいます。

レシピ

世界のRecipe

安全で楽しい海外留学に向けての安全対策と心の準備は万全ですか？最近の世界情勢の影響で、各国の空港などでは警備が厳しくなって
おり、留学先の国内に持ち込める物の制限が設けられたりする場合もあります。機内手荷物などにも持ち込めるもの・持ち込めないもの
がありますので、利用する航空会社のホームページなどで必ず確認しましょう。また海外では皆さんが予想もしない事件・事故に巻き込ま
れたりする可能性も考えられます。出発前には海外安全ホームページや目的地の日本大使館や総領事館のホームページ等から渡航先の
情報をしっかりと収集し、万一に備え、ご自分の安全を護るための必要な知識を身に付けておきましょう。そして、旅先では決して油断せ
ず、常に「自分の身は自分で護る」との意識を持って、安全で楽しい旅行を心がけてください。
①海外に滞在中の予定は予め家族などに知らせておく。
②現地ではニュースなどで情報を確認し、安全対策に努める。
③テロの可能性がある場合は、繁華街、観光施設、政府関係施設、軍事施設、宗教施設等には近づかない。
④もし何かあった場合、事態の大きさに関わらず、家族や大学等に自分の安否を知らせる。その際に一緒に行動している友人の情報もあれば伝える。
なお、多くの国で新型インフルエンザの感染が確認されています。これらの国に渡航を検討されている方は感染症危険情報等で最新情
報を確認し、滞在中は外出時にはなるべく人混みを避ける、手洗いやうがいを積極的に行うなど感染防止に努めてください。
Von Voyage! 楽しい旅となりますように！

特集

韓吉 さん

（高麗大学
国際教育センター

Extensive Reading

たどく

国際教育センター

ヤン ブリューム

?

何が必要

What Do I Need?

専用の手帳（
「めざせ 100 万語 ! 読書記録手帳」SSS 英語学習法研究会
（著）コスモピア 630 円）があると、読んだ本の語数を調べて記録すること
ができます。語数が増えると継続する励みにもなるでしょう。肩肘はらずに
リラックスして取り組む気持ちも大切です!

いうことはなかったが、この授業で好きになった。
文句のつけようがない。
授業がなくても自分の習慣にしたい。
もっとたくさんの人に体験してほしい。

後期 多読説明会スケジュール
Ex tens ive R eading Workshop Schedule

10 6 10 7 10 8
火曜日

14 : 50 ~16 : 20

○ 大学 1 号館
211 教室
○ 国際教育センター
常勤講師

河内 智子 先生

水曜日

16 : 40 ~18 : 00

○ 大学 1 号館
211 教室
○ 国際教育センター
常勤講師

谷 牧子 先生

木曜日

13 : 10 ~14 : 40

○ 大学 1 号館
212 教室
○ 法学部
坂野 由紀子 先生

予約不要です。直接会場にお越しください。

