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留学生後援会入会のご案内 留学生後援会では奨学金支給、国際交流行事支援などを行っております。
ご賛同くださる皆さまは、下記によりぜひご加入下さい。

連 絡 先／大阪教育大学留学生後援会　　TEL： ０７２-９７８-３３００　E-mail： ryugaku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp

●一口１,０００円/月、または一括・給与から天引き

国際センターの活動

ドイツ語学研修から交換留学へ
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会員募集中

一般会員 学内職員

●振込…任意の金額を下記いずれか宛てにお振込下さい

●現金納入

特別会員 学外支援者会費・納入
方法 ゆうちょ銀行ぱるる

記号：１４１２０　番号：９６６１８３２１
名義：大阪教育大学留学生後援会

（オオサカキョウイクダイガクリュウガクセイコウエンカイ）

三菱東京UFJ銀行　藤井寺支店
普通預金　口座番号：５２１０２１１
名義：大阪教育大学留学生後援会

（オオサカキョウイクダイガクリュウガクセイコウエンカイ）

国際センターでは、年間を通して海外の協定校との交流プログラムを実施しています。
ここではその一部をご紹介します。

来田村  瑞樹
大学院教育学研究科

保健体育専攻
運動学コース  1年

キタムラ ミズキ

　２０１６年８月にドイツ、トリア大学の語
学研修へ参加しました。私は幼い頃からス
キー競技をしており、憧れの地であったド
イツへ初めて訪れることができ、私にとっ
て非常に充実した体験となりました。
　トリア大学では語学コースに参加するだ
けでなく、チューターが毎日企画するイベ
ントに参加したり、ドイツの街やルクセン
ブルク、フランスへのエクスカーションに
行ったりしました。たくさんの留学生や現
地の人と交流しながら楽しく過ごすことが
できました。

　私はこの語学研修を通して実際にドイツへ行ったことで、日本にいる
だけではわからない現地の文化や雰囲気を体感することができまし
た。一方で、自分の語学力の低さを痛感したということも事実です。
もっと理解することができたら、さらに世界を広げ、多くのことを学べ
るのではないかと思いました。そのため、帰国後も講義や留学生との交
流などを通して語学力の向上により努めています。この体験をすること
ができたからこそ、今後もドイツで語学や体育・スポーツについて学び

たいという思いがいっそう強くなりました。今回の語学研修が、次の交
換留学を決断する大きな理由の一つとなりました。

■スタッフ紹介
■日本文化研修
冬季日本文化研修（相撲）
春季日本文化研修（和歌山）

■Your story at OKU（留学生の声）■スタッフ紹介
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七夕笹飾り体験
留学生講演「異文化の暮らしを学習しよう」
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■平成29年度前期修了留学生メッセージ
■国際センターの活動

大阪教育大学　学長
巻頭言

栗林  澄夫

『保護主義とグローバル化』

ソウル教育大学インターンシップ
　国際センターでは、本学の協定校であるソウル教育大学（韓国）から
学生８名を受入れ、平成２９年１月２３日（月）～２月９日（金）の日程で

「韓国協定校からの海外小学校インターンシッププログラム（大阪）の
受入」プログラムを実施しました。
　このプログラムは、韓国の大学生を対象に、日本の教育と文化につい
て研修したあと、７日間公立小学校での観察実習や研究授業を行うと
いうものです。日本文化の施設の訪問を通じて、将来の韓国教員に日
本文化の理解を深めてもらうことも目的としています。
　プログラムは、ほとんど日本語で実施され、本学の日本人学生も
チューターとして研修をサポートしてくれました。実際にはチューターと
して参加した学生も単なるお手伝いにとどまらず、本研修から韓国に
ついて多くを学び、韓国への交換留学へ行く学生もいました。
　参加学生は、小学校で教育実習に備え、日本社会や日本語の講義を
受け、既に教育実習を体験した日本人チューターからは、実習で必要な
実践的な日本語についてアドバイスを受けました。
　１月３１日（火）から２月８日（水）は東大阪市立長瀬北小学校、弥刀
小学校に４名ずつ別れ、日本人教育実習生に準じた教育実習を行いま
した。研究授業では、すでに韓国で教育実習を経験しているので、教案
の準備も万全で、語学の壁を越えて、小学生たちを喜ばせていました。

成果発表会には、弥刀小学校の原和久校長先生も見えられ、今後、国際
的な教員として活躍するであろうインターンシップ生に実践的なアドバ
イスをいただくことができ、より実りあるものとなりました。
　参加学生はおよそ３週間のプログラムを終え、「日本語の力が伸び、日
本の学校と伝統文化についてよく理解できたように思う。日本と韓国の
懸け橋となれる教員を目指したい」というコメントを残してくれました。
　なお、本プログラムは日本学生支援機構の給付型奨学金に採択され、
研修参加者には奨学金が支給されました。
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スタッフ紹介

　アメリカ合衆国の大統領選挙で予想外のトランプ大統領が
誕生したり、イギリスで国民投票の結果、これも予定外のEUから
の脱退ブレグジットが起こったりと、世界を揺るがす大きな変化
の時代を迎えている。トランプ大統領のスローガンは、「アメリカ
第一」であり、ブレグジットは、自国の貿易利益優先のために
EEC欧州経済共同体加入を拒んだ、かつての英国の姿を彷彿と
させる。いずれも、これまでとは形を変えた自国優先の保護主義
の台頭である。
　グローバル化は、人種の違いや国境を超え、貿易を自由化し、
国による通貨の差異を克服しようとする、保護主義に対立する
概念である。これまでのアメリカ合衆国は、グローバル化を推進
することによって世界に存在感を主張してきたし、英国も、植民
地主義の下とはいえ、インド、アフリカをはじめとして世界へ出て
いくことによって、そして世界から有能な人材を受け入れること
によって新しい価値の創出に貢献してきた。そこでは、どの国も
未来の価値や資産の獲得が約束されていない中で、あるいは、
滅亡の危機意識の中にあって、僅かの希望を手探りしつつ、これ
までになかった世界を生み出してきたのである。そうした時の
チャレンジ精神こそ地球に暮らす我々の世界を豊かにしてきた
し、未来への希望につながるものであり、一時期の停滞によって
妨げられるものではないことを確認しておくことが重要である。
　ところで、現生人類であるホモ・サピエンスがネアンデルタール衰退に反して、なぜ生き残ったのかについては、いろいろな意見があり、ま
た、両者の交雑の結果、我々のDNAの中に最大で２０パーセント近いネアンデルタール由来のものが含まれるという事実からして極論するこ
とが困難ではあるが、ホモ・サピエンスには思春期の反抗期にみられる自己脱皮の機能が脳に備わっており、それが無いネアンデルタールに
打ち勝つ原因になったという、有力な説がある。
　日本の高等教育においてグローバル化を促進するための要件として国際交流の推進が図られ、派遣留学、留学生受け入れの両面にわたっ
て文科省は資金援助をはじめとする種々の支援を行っている。これまで外国で学ぶこと、外国の人とのコミュニケーションを考えたことのな
い人にも様々な機会が用意されているのである。Be ambitious! 人間に本来備わっている自己脱皮の能力を活用して、自己研鑽と新しい世界
への活動に学生の皆さんがチャレンジしてくれることを期待しています。

大阪教育大学　学長  栗林  澄夫
『保護主義とグローバル化』

冬季日本文化研修

大相撲観戦

　国際センターの春休みの恒例行事、大相撲春場所観戦。３月１３日に２３名の
留学生が参加しました。当日は出発前に国際センターの長谷川ユリ教授から相
撲に関する事前講義を受け、大阪府立体育会館へ向かいました。
　会場に着くと、本場所ならではの熱気を感じながら場内に入りました。今年は
稀勢の里が１９年ぶりの日本出身横綱となったことも影響し、会場は盛り上がっ
ていました。入場前の入口から混雑しており、中は満員御礼、試合中は観客から
多くの声援が飛んでいました。
　留学生達は、熱気溢れる試合の様子に歓声を上げ、拍手を送っていました。自
国の力士が土俵に上がると、他の観客に負けじと声援を飛ばしていました。ま
た、力士が通る花道の奥へ行き、間近で力士を見る等、テレビを通じてはできな
い体験に満足した様子でした。
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た、力士が通る花道の奥へ行き、間近で力士を見る等、テレビを通じてはできな
い体験に満足した様子でした。

　２０１７年６月１７日、１８日に春季日本文化研修が実施され、留学生６３名
が参加しました。今回の研修先は、和歌山県紀伊山地の熊野古道、那智の滝、
そして熊野三山の熊野本宮大社と熊野那智大社です。
　研修初日、かつて「蟻の熊野詣」と呼ばれるほど大勢の参拝客が往来した、
熊野古道の中辺路を歩きました。私達の歩いた道中には、多くの石像や王子

（神社）等が数多く点在しており、語り部の方による各地点や歴史の説明に真
剣に耳を傾けながら、１時間半かけて歩きました。その道のりは印象深く、留
学生は「熊野古道で一番お勧めのルートはどれですか」「昔の人は何日かけて
熊野古道を歩きましたか」「また熊野古道を歩きに来たい」等、語り部の方に多
くの質問や感想を寄せていました。そして、終盤になり山道を抜けると、目の前
に田畑と日置川のとても美しい風景が広がり、留学生からは驚きの声があがっ
ていました。その後熊野本宮大社をお参りし、洞窟の温泉で有名な浦島ホテル
へと船で渡りました。夜は、新鮮な海の幸をいただき、太平洋の波の音を聞き
ながら温泉に浸かるという貴重な体験をしました。
　２日目はまず那智の滝を訪れました。留学生たちは真っすぐに流れ落ちる滝
の美しさに感嘆し、その姿を写真に収めたり、階段を上ってより近くで滝の音
や澄んだ空気を味わうなど、思い思いに過ごしていました。また、長い石段を
登って辿り着いた那智大社では、樹齢850年のご神木をくぐるという日本でも
珍しい体験をしたり、立派なお社を前にして熊野の長い歴史と風格を感じた
様子でした。
　今回の研修も、多くの留学生仲間や語り部の方々と交流し、古代からの日本
の文化、自然の美しさに触れることのできた貴重な２日間となりました。
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2016年7月より、国際係で皆さんの
お手伝いやサポートをさせていただくことに

なりました田仲晶子です。つい1年ほど前に大学を卒業
したばかりでまだまだ経験が足りない部分もありますが、
学生の皆さんとの視点の近さを生かし、皆さんが少しでも
充実した留学生活を送れるよう精一杯サポートを行って

いきたいと思います。皆さんぜひ気軽に話しかけて
ください。よろしくお願いします。

2016年7月から国際係の仕事をして
います、河西佑美です。1年間働いて、留学生の

日本語がとても上手なことに驚き、一口に留学と
言っても様々な種類や目的で日本に勉強しに来ていること

を知りました。日本では便利なこともたくさんある一方、
細かいことや独特な気質もあるかと思います。

皆さんが異文化を楽しみ安心して勉学に励めるよう、
これからもサポートしていきたいと思います。

よろしくお願いします。

2016年10月より、国際係と
外国語学習支援ルーム（GLC）の窓口で皆さん

のお手伝いをさせていただいている田頭理恵です。
不慣れな日本での留学生活の中で、少しでも心が安らぎ、

楽しく過ごせる場所を提供できればという思いで留学生の
皆さんと接しております。国際係窓口・外国語学習支援

ルームに来られた際は、気軽に話しかけてください。
みなさんと明るく楽しい雰囲気でコミュニケー

ションがとれることを楽しみにしています。
よろしくお願いします。

国際係・外国語学習支援ルーム
田頭  理恵 国際係

田仲  晶子

国際係
河西  佑美

春季日本文化研修

和歌山方面
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滅亡の危機意識の中にあって、僅かの希望を手探りしつつ、これ
までになかった世界を生み出してきたのである。そうした時の
チャレンジ精神こそ地球に暮らす我々の世界を豊かにしてきた
し、未来への希望につながるものであり、一時期の停滞によって
妨げられるものではないことを確認しておくことが重要である。
　ところで、現生人類であるホモ・サピエンスがネアンデルタール衰退に反して、なぜ生き残ったのかについては、いろいろな意見があり、ま
た、両者の交雑の結果、我々のDNAの中に最大で２０パーセント近いネアンデルタール由来のものが含まれるという事実からして極論するこ
とが困難ではあるが、ホモ・サピエンスには思春期の反抗期にみられる自己脱皮の機能が脳に備わっており、それが無いネアンデルタールに
打ち勝つ原因になったという、有力な説がある。
　日本の高等教育においてグローバル化を促進するための要件として国際交流の推進が図られ、派遣留学、留学生受け入れの両面にわたっ
て文科省は資金援助をはじめとする種々の支援を行っている。これまで外国で学ぶこと、外国の人とのコミュニケーションを考えたことのな
い人にも様々な機会が用意されているのである。Be ambitious! 人間に本来備わっている自己脱皮の能力を活用して、自己研鑽と新しい世界
への活動に学生の皆さんがチャレンジしてくれることを期待しています。

大阪教育大学　学長  栗林  澄夫
『保護主義とグローバル化』

冬季日本文化研修

大相撲観戦

　国際センターの春休みの恒例行事、大相撲春場所観戦。３月１３日に２３名の
留学生が参加しました。当日は出発前に国際センターの長谷川ユリ教授から相
撲に関する事前講義を受け、大阪府立体育会館へ向かいました。
　会場に着くと、本場所ならではの熱気を感じながら場内に入りました。今年は
稀勢の里が１９年ぶりの日本出身横綱となったことも影響し、会場は盛り上がっ
ていました。入場前の入口から混雑しており、中は満員御礼、試合中は観客から
多くの声援が飛んでいました。
　留学生達は、熱気溢れる試合の様子に歓声を上げ、拍手を送っていました。自
国の力士が土俵に上がると、他の観客に負けじと声援を飛ばしていました。ま
た、力士が通る花道の奥へ行き、間近で力士を見る等、テレビを通じてはできな
い体験に満足した様子でした。

　国際センターの春休みの恒例行事、大相撲春場所観戦。３月１３日に２３名の
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ていました。入場前の入口から混雑しており、中は満員御礼、試合中は観客から
多くの声援が飛んでいました。
　留学生達は、熱気溢れる試合の様子に歓声を上げ、拍手を送っていました。自
国の力士が土俵に上がると、他の観客に負けじと声援を飛ばしていました。ま
た、力士が通る花道の奥へ行き、間近で力士を見る等、テレビを通じてはできな
い体験に満足した様子でした。

　２０１７年６月１７日、１８日に春季日本文化研修が実施され、留学生６３名
が参加しました。今回の研修先は、和歌山県紀伊山地の熊野古道、那智の滝、
そして熊野三山の熊野本宮大社と熊野那智大社です。
　研修初日、かつて「蟻の熊野詣」と呼ばれるほど大勢の参拝客が往来した、
熊野古道の中辺路を歩きました。私達の歩いた道中には、多くの石像や王子

（神社）等が数多く点在しており、語り部の方による各地点や歴史の説明に真
剣に耳を傾けながら、１時間半かけて歩きました。その道のりは印象深く、留
学生は「熊野古道で一番お勧めのルートはどれですか」「昔の人は何日かけて
熊野古道を歩きましたか」「また熊野古道を歩きに来たい」等、語り部の方に多
くの質問や感想を寄せていました。そして、終盤になり山道を抜けると、目の前
に田畑と日置川のとても美しい風景が広がり、留学生からは驚きの声があがっ
ていました。その後熊野本宮大社をお参りし、洞窟の温泉で有名な浦島ホテル
へと船で渡りました。夜は、新鮮な海の幸をいただき、太平洋の波の音を聞き
ながら温泉に浸かるという貴重な体験をしました。
　２日目はまず那智の滝を訪れました。留学生たちは真っすぐに流れ落ちる滝
の美しさに感嘆し、その姿を写真に収めたり、階段を上ってより近くで滝の音
や澄んだ空気を味わうなど、思い思いに過ごしていました。また、長い石段を
登って辿り着いた那智大社では、樹齢850年のご神木をくぐるという日本でも
珍しい体験をしたり、立派なお社を前にして熊野の長い歴史と風格を感じた
様子でした。
　今回の研修も、多くの留学生仲間や語り部の方々と交流し、古代からの日本
の文化、自然の美しさに触れることのできた貴重な２日間となりました。
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学生は「熊野古道で一番お勧めのルートはどれですか」「昔の人は何日かけて
熊野古道を歩きましたか」「また熊野古道を歩きに来たい」等、語り部の方に多
くの質問や感想を寄せていました。そして、終盤になり山道を抜けると、目の前
に田畑と日置川のとても美しい風景が広がり、留学生からは驚きの声があがっ
ていました。その後熊野本宮大社をお参りし、洞窟の温泉で有名な浦島ホテル
へと船で渡りました。夜は、新鮮な海の幸をいただき、太平洋の波の音を聞き
ながら温泉に浸かるという貴重な体験をしました。
　２日目はまず那智の滝を訪れました。留学生たちは真っすぐに流れ落ちる滝
の美しさに感嘆し、その姿を写真に収めたり、階段を上ってより近くで滝の音
や澄んだ空気を味わうなど、思い思いに過ごしていました。また、長い石段を
登って辿り着いた那智大社では、樹齢850年のご神木をくぐるという日本でも
珍しい体験をしたり、立派なお社を前にして熊野の長い歴史と風格を感じた
様子でした。
　今回の研修も、多くの留学生仲間や語り部の方々と交流し、古代からの日本
の文化、自然の美しさに触れることのできた貴重な２日間となりました。

2016年7月より、国際係で皆さんの
お手伝いやサポートをさせていただくことに

なりました田仲晶子です。つい1年ほど前に大学を卒業
したばかりでまだまだ経験が足りない部分もありますが、
学生の皆さんとの視点の近さを生かし、皆さんが少しでも
充実した留学生活を送れるよう精一杯サポートを行って

いきたいと思います。皆さんぜひ気軽に話しかけて
ください。よろしくお願いします。

2016年7月から国際係の仕事をして
います、河西佑美です。1年間働いて、留学生の

日本語がとても上手なことに驚き、一口に留学と
言っても様々な種類や目的で日本に勉強しに来ていること

を知りました。日本では便利なこともたくさんある一方、
細かいことや独特な気質もあるかと思います。

皆さんが異文化を楽しみ安心して勉学に励めるよう、
これからもサポートしていきたいと思います。

よろしくお願いします。

2016年10月より、国際係と
外国語学習支援ルーム（GLC）の窓口で皆さん

のお手伝いをさせていただいている田頭理恵です。
不慣れな日本での留学生活の中で、少しでも心が安らぎ、

楽しく過ごせる場所を提供できればという思いで留学生の
皆さんと接しております。国際係窓口・外国語学習支援

ルームに来られた際は、気軽に話しかけてください。
みなさんと明るく楽しい雰囲気でコミュニケー

ションがとれることを楽しみにしています。
よろしくお願いします。

国際係・外国語学習支援ルーム
田頭  理恵 国際係

田仲  晶子

国際係
河西  佑美

春季日本文化研修

和歌山方面
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地域の国際交流団体による交流活動
OSAKA KYOIKU UNIVERSITY

教育支援金授与式 グローバル香芝 ホストファミリープログラム

■ホームビジット
　イ  ジュンボン（LEE  JOONBONG）／韓国／教員研修留学生
　去る５月２０日（土）、私たち留学生１０人はときめく心で「グローバル香芝」の
ホームビジットプログラムに参加しました。このプログラムは日本人の家庭を直
接訪問して生活の中の日本を体験し、お互いの考えと文化を交流することができ
るという点で非常に貴重だと思います。
　私をゲストに迎えてくれた方と彼女の娘さんは韓国の食べ物とK-popに多くの
興味を持っていました。特に娘さんは韓国に１０回も行ったと言って私を驚かせ
ました。私たちは長い時間様々なことを話しながらお互いのことを理解し、共感
しながら大切な時間を過ごしました。そして夕飯でいただいた忘れられないほど
美味しいすき焼き。韓国のブルゴギ鍋と似ているが日本特有の甘口と生卵をつ
けて食べることが印象的でした。
　一緒に過ごした時間ずっと笑いと対話が絶えませんでした。その日の貴重な
出会いと記憶は私に単なる日本人の友達ではなく、その以上のご縁をプレゼン
トしてくれたと思います。これはきっとこれからの私の日本留学生活に大きな力
になってくれると確信してやみません。まだその日の余韻が去らない今、私はも
う次に会う日を楽しみにしています。このような素晴らしい機会をくださったグ
ローバル香芝の皆さまに心より感謝しています。

■スポーツ・ゲーム大会
　アサンカリーエフ  ダスタン（ASANKALYEV  DASTAN）／キルギス／交換留学生
　５月２７日に大阪教育大学と白鳳女子短期大学の留学生と一緒にグローバル
香芝のスポーツ＆ゲームに参加しました。大阪教育大学の留学生はみんなで電
車で行きました。グローバル香芝の方が駅に迎えに来て、白鳳大学まで案内して
くれました。まず４チームに分かれました。私はAチームでメンバーはとても強
かったです。４つのチームで一日ずっとタッチボールや日本語言葉ゲームなどを
楽しみました。一番印象に残ったのはタッチボールです。なぜかというと最初の
ゲームで、自分の仲間達とチームで協力したからです。そしてみんなで色々なこ
とを話しながら食事をしたので、留学生達が本当に仲良くなりました。これからも
新しい友達と協力しながら生活したいと思います。グローバル香芝の皆さまに感
謝したいです。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
　最後にこの楽しい一日の記念写真を撮って、連絡先を交換してから笑顔で帰り
ました。帰るときに、先生の言葉を思い出しました。一緒に運動したり、チームと
して協力したり、一生懸命頑張ったりしたらいい思い出がつくれて心の結びがす
ぐできること。「なるほどね」という気持ちになりました。スポーツとゲーム大会で
はとても良い思い出を作ることができました。

七夕笹飾り体験 シニア自然大学校

　７月５日（水）、シニア自然大学校の皆さまの主催により、今年度も七夕の笹飾
り体験を開催していただきました。台風一過でも雲が多く、生憎の梅雨空でした
が、会場は熱気に包まれていました。
　土曜日に竹の先端から刈り取った笹の葉を用意して頂き、緑の香りの中で、笹
飾りを行いました。色とりどりの提灯や吹き流し、織姫と彦星といった笹飾りに加
え、それぞれの想いをのせた短冊で笹を彩りながら、シニア自然大学校の皆様と
交流を深めました。短冊に書いた願い事は「家内安全」といったものもありまし
たが、中にはハングルやフランス語で書かれたものも数多くありました。「（執子
之手、）与子携（偕）老」（子の手を執りて、子と偕に老いん）といった『詩経』の一節
から取った言葉も飛び出しました。
　丁寧なご指導を受けながら、隣の友人達と賑やかに笹飾りを作り、日本の文化
を満喫した一日でした。終了後は、恒例の記念撮影を行い、別れを惜しみました。

　平成２９年４月４日、大阪柏原ロータリークラブ様より、本学の私費外国人留
学生３名に、平成２９年度第１回目の教育支援金（奨学金）が贈呈されました。

・NG LAY YEE（ン レイ イー）／教育学部教養学科芸術専攻２回生  マレーシア
・丁　瑛（テイ エイ）／大学院教育学研究科国際文化専攻２回生  中国
・LE THI MY（レ ティ ミィ）／大学院教育学研究科社会科教育専攻２回生  ベトナム

　奨学金贈呈の場では、受給者の３名は大学
生活における抱負や将来の目標を語るととも
に、ロータリークラブ例会や家族会等の行事
毎にお世話になり、様々なことを経験させて
いただけることに感謝の意を表しました。大阪
柏原ロータリークラブ様からは、１人年間２４
万円（月額２０,０００×１２ヶ月）の奨学金をい
ただいています。経済的に厳しい状況で大学
生活を送る留学生が多い中、そのお志は、彼ら
が勉学を継続するうえで大きな支えとなって
いることに感謝いたします。

異文化の暮らしを学習しよう 柏原市人権推進課

　２０１７年７月５日（水）、柏原市フローラルセンターで毎年実施されている講座
「異文化の暮らしを学習しよう」において、本学の留学生、ン レイ イーさんが講

師として招かれ、出身国のマレーシアについて紹介しました。レイ イーさんは、
教養学科芸術専攻美術・書道コース２回生です。
　レイ イーさんの話は、シンガポールが独立して現在のマレーシアが形成され
るまでの歴史から始まり、地理や気候、宗教、民族、言語、料理、教育制度と多岐
にわたりました。英語、マレー語、中国語（標準語）、福建語、日本語と何カ国語も
話すレイ イーさんの説明に、参加者の皆さん
は日本とは異なる多民族国家、マレーシアと
いう国への理解を深めていくことができたよ
うです。
　質疑応答の時間には、「治安はどうですか」

「給料、生活費について教えてください」「年金
制度はありますか」「中国系とマレー系の人々
の政治的な対立はありますか」など数多くの
質問が出ました。また、「マレーシアについて
初めて聞くことがたくさんあり、勉強になっ
た」「マレーシアに行きたくなった」「次回の講
座も楽しみにしている」との声が寄せられ、大
変好評でした。

●Why did you choose OKU?
First, OKU has a faculty of calligraphy with experience teachers, I think, masters of their craft. 
Calligraphy is one of my research’s points. Next, the OKU has a good reputation, I read many 
reviews about it. Also, I like Osaka so much, it was the first city, I’ve visited in Japan.
●What do you like the most about OKU?
I like the opportunity to attend sport clubs, circles, cultural events. Here you can learn a lot of things 
even if had no much interest about it before.
●A message for the future international students
Don’t be afraid to explore every corner of this university: a library, sports grounds, a solar power 
station! Make parties, take a part in events! Spend every day of your student’s life actively! 
Remember, you’re a lucky person, you attend OKU!

ナジモワ  クリスティーナ
（NAZHIMOVA  KRISTINA）

ロシア／教員研修留学生

●大阪教育大学を希望したきっかけは？
以前、パナソニックの交流プログラムで大阪に来たことがあります。その時、大阪の温かい雰囲気や人々の
親切さがとても好きになりました。それから、大阪で留学したくなり、大教大で勉強している先輩がこの大
学をすすめてくれました。私は教育が専門ではないので、最初は、あまり気が進みませんでした。でも、先輩
は「教育の大学だからこそ、外国人留学生に対する教授法がわかりやすいし、面白い授業が多い。交流や
体験などの活動もたくさんある。それに、ここの学生たちはいつも優しく教えてくれる」と言いました。その
話を聞いて、大阪教育大学の交換留学に応募しました。
●大阪教育大学の好きなところは？
バス乗り場の前の道路です。もみじの季節にはそこはとてもきれいですから。また、寮の一階のリビングルームで
１年間仲間と一緒に楽しく生活しましたので、帰国したあと、そこは一番懐かしいところになるかなと思います。
●次の留学生へメッセージ

交換留学は長い期間ではないので、一番大事なのは日本、また、大阪の文化や日本人の生活・人間関係などを体験することです。自分の日本語に自
信を持っていなくても、遠慮せずに、文化体験の授業や交流会やホームビジットなどの活動に積極的に参加してください。そして、留学はたくさんの
国から来た人と仲間になるチャンスです。皆さん、勉強とともに、友達と交流して、留学の生活を楽しみましょう。

グエン  トゥアン  アイン
（NGUYEN  TUAN  ANH）

ベトナム／交換留学生

●大阪教育大学を希望したきっかけは？
実は、留学する前、私は大阪教育大学の交換留学生に申し込むかどうか本当に迷っていました。なぜかとい
うと、その時日本語のN3にもまだ合格していなかったからです。自信もありませんでした。しかし、もし私
が今回の留学の機会を逃してしまったら、次の機会はいつになるかわかりません。そして、友達と家族から
も応援してもらったので、私は成功するか失敗するかは分からないけれど、思い切って大阪教育大学に留
学してみました。
●大阪教育大学の好きなところは？
大阪教育大学の一番好きなところは留学生向けの日本語の授業だけでなく、様々な活動がたくさんある
ところです。例えば、季節ごとに日本文化を体験する研修旅行や、グローバル香芝さんによる日本語会話
教室などです。このような様々な活動を通して、私は日本文化の美しい部分を発見しました。
●次の留学生へメッセージ

頑張ってください。何でも積極的に。勉強も研修旅行も、そして交流も！「光陰矢のごとし」です。留学の一年間はすぐにたってしまいますので、時間
も機会もしっかり活用してください。

リン  ユエ  ローン
（LIN  YUEH  JUNG）

台湾／交換留学生

Your Story at OKU

●Why did you choose OKU?
The main reason I chose to study in OKU is because it is in Osaka. When I was In India I heard from 
many Japanese people that Osaka is a very friendly place as compared to other cities in Japan. Also, 
while selecting the university I read about OKU in the university booklet and I found OKU to be the 
most appealing to me. Also, my senior Friend who was studying in OKU at the same time told me 
how amazing this university is and how friendly and helpful people are in OKU. And it makes me 
really happy that I choosed OKU at the first place. 
●What do you like the most about OKU?
OKU has a very lively and healthy environment. I like how the faculties of OKU take so much efforts 
to give us the best in every possible way. A girl who has been raised in a big family for 19years, who 
never lived an independent life can now face challenges and handle everything by herself. This 
university has helped me to face every fear and made me confident. I still can't thank enough to the 

teaching staff here who have been with me in all my ups and downs and helped my get out of those difficult times.They are just not my 
teachers, but they are like parents to me who care about every student here. I never expected that I will get such amazing gesture from 
the people of OKU. Whatever I am today is all because of the intellectual teaching faculty and their support.So to conclude, it is very 
difficult for me to express only one thing which I like the most. Everything in OKU is the best according to me. 
●A message for the future international students
You will have an unique opportunity to find yourself in the midst of this diversity. It is a great place to for you to spend your student life 
here. The faculties here are the best, So I can assure you all that no matter what may come, they will always support you. To make your 
career and future better and have lots of amazing experiences, OKU is the best place. You will learn many new things and experience 
amazing Japanese culture here. You will get a lot of exposure studying in this university which will help you take away abundant 
knowledge and memories by the end of your journey. 

ワイカル  プラジャクタ
（WAIKAR  PRAJAKTA）

インド／日本語・日本文化研修留学生

教育支援金を授与された学生
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地域の国際交流団体による交流活動
OSAKA KYOIKU UNIVERSITY

教育支援金授与式 グローバル香芝 ホストファミリープログラム

■ホームビジット
　イ  ジュンボン（LEE  JOONBONG）／韓国／教員研修留学生
　去る５月２０日（土）、私たち留学生１０人はときめく心で「グローバル香芝」の
ホームビジットプログラムに参加しました。このプログラムは日本人の家庭を直
接訪問して生活の中の日本を体験し、お互いの考えと文化を交流することができ
るという点で非常に貴重だと思います。
　私をゲストに迎えてくれた方と彼女の娘さんは韓国の食べ物とK-popに多くの
興味を持っていました。特に娘さんは韓国に１０回も行ったと言って私を驚かせ
ました。私たちは長い時間様々なことを話しながらお互いのことを理解し、共感
しながら大切な時間を過ごしました。そして夕飯でいただいた忘れられないほど
美味しいすき焼き。韓国のブルゴギ鍋と似ているが日本特有の甘口と生卵をつ
けて食べることが印象的でした。
　一緒に過ごした時間ずっと笑いと対話が絶えませんでした。その日の貴重な
出会いと記憶は私に単なる日本人の友達ではなく、その以上のご縁をプレゼン
トしてくれたと思います。これはきっとこれからの私の日本留学生活に大きな力
になってくれると確信してやみません。まだその日の余韻が去らない今、私はも
う次に会う日を楽しみにしています。このような素晴らしい機会をくださったグ
ローバル香芝の皆さまに心より感謝しています。

■スポーツ・ゲーム大会
　アサンカリーエフ  ダスタン（ASANKALYEV  DASTAN）／キルギス／交換留学生
　５月２７日に大阪教育大学と白鳳女子短期大学の留学生と一緒にグローバル
香芝のスポーツ＆ゲームに参加しました。大阪教育大学の留学生はみんなで電
車で行きました。グローバル香芝の方が駅に迎えに来て、白鳳大学まで案内して
くれました。まず４チームに分かれました。私はAチームでメンバーはとても強
かったです。４つのチームで一日ずっとタッチボールや日本語言葉ゲームなどを
楽しみました。一番印象に残ったのはタッチボールです。なぜかというと最初の
ゲームで、自分の仲間達とチームで協力したからです。そしてみんなで色々なこ
とを話しながら食事をしたので、留学生達が本当に仲良くなりました。これからも
新しい友達と協力しながら生活したいと思います。グローバル香芝の皆さまに感
謝したいです。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
　最後にこの楽しい一日の記念写真を撮って、連絡先を交換してから笑顔で帰り
ました。帰るときに、先生の言葉を思い出しました。一緒に運動したり、チームと
して協力したり、一生懸命頑張ったりしたらいい思い出がつくれて心の結びがす
ぐできること。「なるほどね」という気持ちになりました。スポーツとゲーム大会で
はとても良い思い出を作ることができました。

七夕笹飾り体験 シニア自然大学校

　７月５日（水）、シニア自然大学校の皆さまの主催により、今年度も七夕の笹飾
り体験を開催していただきました。台風一過でも雲が多く、生憎の梅雨空でした
が、会場は熱気に包まれていました。
　土曜日に竹の先端から刈り取った笹の葉を用意して頂き、緑の香りの中で、笹
飾りを行いました。色とりどりの提灯や吹き流し、織姫と彦星といった笹飾りに加
え、それぞれの想いをのせた短冊で笹を彩りながら、シニア自然大学校の皆様と
交流を深めました。短冊に書いた願い事は「家内安全」といったものもありまし
たが、中にはハングルやフランス語で書かれたものも数多くありました。「（執子
之手、）与子携（偕）老」（子の手を執りて、子と偕に老いん）といった『詩経』の一節
から取った言葉も飛び出しました。
　丁寧なご指導を受けながら、隣の友人達と賑やかに笹飾りを作り、日本の文化
を満喫した一日でした。終了後は、恒例の記念撮影を行い、別れを惜しみました。

　平成２９年４月４日、大阪柏原ロータリークラブ様より、本学の私費外国人留
学生３名に、平成２９年度第１回目の教育支援金（奨学金）が贈呈されました。

・NG LAY YEE（ン レイ イー）／教育学部教養学科芸術専攻２回生  マレーシア
・丁　瑛（テイ エイ）／大学院教育学研究科国際文化専攻２回生  中国
・LE THI MY（レ ティ ミィ）／大学院教育学研究科社会科教育専攻２回生  ベトナム

　奨学金贈呈の場では、受給者の３名は大学
生活における抱負や将来の目標を語るととも
に、ロータリークラブ例会や家族会等の行事
毎にお世話になり、様々なことを経験させて
いただけることに感謝の意を表しました。大阪
柏原ロータリークラブ様からは、１人年間２４
万円（月額２０,０００×１２ヶ月）の奨学金をい
ただいています。経済的に厳しい状況で大学
生活を送る留学生が多い中、そのお志は、彼ら
が勉学を継続するうえで大きな支えとなって
いることに感謝いたします。

異文化の暮らしを学習しよう 柏原市人権推進課

　２０１７年７月５日（水）、柏原市フローラルセンターで毎年実施されている講座
「異文化の暮らしを学習しよう」において、本学の留学生、ン レイ イーさんが講

師として招かれ、出身国のマレーシアについて紹介しました。レイ イーさんは、
教養学科芸術専攻美術・書道コース２回生です。
　レイ イーさんの話は、シンガポールが独立して現在のマレーシアが形成され
るまでの歴史から始まり、地理や気候、宗教、民族、言語、料理、教育制度と多岐
にわたりました。英語、マレー語、中国語（標準語）、福建語、日本語と何カ国語も
話すレイ イーさんの説明に、参加者の皆さん
は日本とは異なる多民族国家、マレーシアと
いう国への理解を深めていくことができたよ
うです。
　質疑応答の時間には、「治安はどうですか」

「給料、生活費について教えてください」「年金
制度はありますか」「中国系とマレー系の人々
の政治的な対立はありますか」など数多くの
質問が出ました。また、「マレーシアについて
初めて聞くことがたくさんあり、勉強になっ
た」「マレーシアに行きたくなった」「次回の講
座も楽しみにしている」との声が寄せられ、大
変好評でした。

●Why did you choose OKU?
First, OKU has a faculty of calligraphy with experience teachers, I think, masters of their craft. 
Calligraphy is one of my research’s points. Next, the OKU has a good reputation, I read many 
reviews about it. Also, I like Osaka so much, it was the first city, I’ve visited in Japan.
●What do you like the most about OKU?
I like the opportunity to attend sport clubs, circles, cultural events. Here you can learn a lot of things 
even if had no much interest about it before.
●A message for the future international students
Don’t be afraid to explore every corner of this university: a library, sports grounds, a solar power 
station! Make parties, take a part in events! Spend every day of your student’s life actively! 
Remember, you’re a lucky person, you attend OKU!

ナジモワ  クリスティーナ
（NAZHIMOVA  KRISTINA）

ロシア／教員研修留学生

●大阪教育大学を希望したきっかけは？
以前、パナソニックの交流プログラムで大阪に来たことがあります。その時、大阪の温かい雰囲気や人々の
親切さがとても好きになりました。それから、大阪で留学したくなり、大教大で勉強している先輩がこの大
学をすすめてくれました。私は教育が専門ではないので、最初は、あまり気が進みませんでした。でも、先輩
は「教育の大学だからこそ、外国人留学生に対する教授法がわかりやすいし、面白い授業が多い。交流や
体験などの活動もたくさんある。それに、ここの学生たちはいつも優しく教えてくれる」と言いました。その
話を聞いて、大阪教育大学の交換留学に応募しました。
●大阪教育大学の好きなところは？
バス乗り場の前の道路です。もみじの季節にはそこはとてもきれいですから。また、寮の一階のリビングルームで
１年間仲間と一緒に楽しく生活しましたので、帰国したあと、そこは一番懐かしいところになるかなと思います。
●次の留学生へメッセージ

交換留学は長い期間ではないので、一番大事なのは日本、また、大阪の文化や日本人の生活・人間関係などを体験することです。自分の日本語に自
信を持っていなくても、遠慮せずに、文化体験の授業や交流会やホームビジットなどの活動に積極的に参加してください。そして、留学はたくさんの
国から来た人と仲間になるチャンスです。皆さん、勉強とともに、友達と交流して、留学の生活を楽しみましょう。

グエン  トゥアン  アイン
（NGUYEN  TUAN  ANH）

ベトナム／交換留学生

●大阪教育大学を希望したきっかけは？
実は、留学する前、私は大阪教育大学の交換留学生に申し込むかどうか本当に迷っていました。なぜかとい
うと、その時日本語のN3にもまだ合格していなかったからです。自信もありませんでした。しかし、もし私
が今回の留学の機会を逃してしまったら、次の機会はいつになるかわかりません。そして、友達と家族から
も応援してもらったので、私は成功するか失敗するかは分からないけれど、思い切って大阪教育大学に留
学してみました。
●大阪教育大学の好きなところは？
大阪教育大学の一番好きなところは留学生向けの日本語の授業だけでなく、様々な活動がたくさんある
ところです。例えば、季節ごとに日本文化を体験する研修旅行や、グローバル香芝さんによる日本語会話
教室などです。このような様々な活動を通して、私は日本文化の美しい部分を発見しました。
●次の留学生へメッセージ

頑張ってください。何でも積極的に。勉強も研修旅行も、そして交流も！「光陰矢のごとし」です。留学の一年間はすぐにたってしまいますので、時間
も機会もしっかり活用してください。

リン  ユエ  ローン
（LIN  YUEH  JUNG）

台湾／交換留学生

Your Story at OKU

●Why did you choose OKU?
The main reason I chose to study in OKU is because it is in Osaka. When I was In India I heard from 
many Japanese people that Osaka is a very friendly place as compared to other cities in Japan. Also, 
while selecting the university I read about OKU in the university booklet and I found OKU to be the 
most appealing to me. Also, my senior Friend who was studying in OKU at the same time told me 
how amazing this university is and how friendly and helpful people are in OKU. And it makes me 
really happy that I choosed OKU at the first place. 
●What do you like the most about OKU?
OKU has a very lively and healthy environment. I like how the faculties of OKU take so much efforts 
to give us the best in every possible way. A girl who has been raised in a big family for 19years, who 
never lived an independent life can now face challenges and handle everything by herself. This 
university has helped me to face every fear and made me confident. I still can't thank enough to the 

teaching staff here who have been with me in all my ups and downs and helped my get out of those difficult times.They are just not my 
teachers, but they are like parents to me who care about every student here. I never expected that I will get such amazing gesture from 
the people of OKU. Whatever I am today is all because of the intellectual teaching faculty and their support.So to conclude, it is very 
difficult for me to express only one thing which I like the most. Everything in OKU is the best according to me. 
●A message for the future international students
You will have an unique opportunity to find yourself in the midst of this diversity. It is a great place to for you to spend your student life 
here. The faculties here are the best, So I can assure you all that no matter what may come, they will always support you. To make your 
career and future better and have lots of amazing experiences, OKU is the best place. You will learn many new things and experience 
amazing Japanese culture here. You will get a lot of exposure studying in this university which will help you take away abundant 
knowledge and memories by the end of your journey. 

ワイカル  プラジャクタ
（WAIKAR  PRAJAKTA）

インド／日本語・日本文化研修留学生

教育支援金を授与された学生
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■日本語・日本文化研修留学生
　BADURA ADRIANNA SABINA
　バドゥラ  アドリアンナ
　（ポーランド）

■特別聴講学生
　MARTINEL MARION CHRISTINE DENISE
　マルティネル  マリオン  クリスティン
　（フランス）
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■日本語・日本文化研修留学生
　BADURA ADRIANNA SABINA
　バドゥラ  アドリアンナ
　（ポーランド）

■特別聴講学生
　MARTINEL MARION CHRISTINE DENISE
　マルティネル  マリオン  クリスティン
　（フランス）



写真：平成２９年６月　春季日本文化研修（和歌山県・熊野古道）にて

http://osaka-kyoiku.ac.jp/ic/index.html
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大阪教育大学　国際センター発行「オーバー・ザ・レインボー」　2017年8月発行

留学生後援会入会のご案内 留学生後援会では奨学金支給、国際交流行事支援などを行っております。
ご賛同くださる皆さまは、下記によりぜひご加入下さい。

連 絡 先／大阪教育大学留学生後援会　　TEL： ０７２-９７８-３３００　E-mail： ryugaku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp

●一口１,０００円/月、または一括・給与から天引き

国際センターの活動

ドイツ語学研修から交換留学へ
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会員募集中

一般会員 学内職員

●振込…任意の金額を下記いずれか宛てにお振込下さい

●現金納入

特別会員 学外支援者会費・納入
方法 ゆうちょ銀行ぱるる

記号：１４１２０　番号：９６６１８３２１
名義：大阪教育大学留学生後援会

（オオサカキョウイクダイガクリュウガクセイコウエンカイ）

三菱東京UFJ銀行　藤井寺支店
普通預金　口座番号：５２１０２１１
名義：大阪教育大学留学生後援会

（オオサカキョウイクダイガクリュウガクセイコウエンカイ）

国際センターでは、年間を通して海外の協定校との交流プログラムを実施しています。
ここではその一部をご紹介します。

来田村  瑞樹
大学院教育学研究科

保健体育専攻
運動学コース  1年

キタムラ ミズキ

　２０１６年８月にドイツ、トリア大学の語
学研修へ参加しました。私は幼い頃からス
キー競技をしており、憧れの地であったド
イツへ初めて訪れることができ、私にとっ
て非常に充実した体験となりました。
　トリア大学では語学コースに参加するだ
けでなく、チューターが毎日企画するイベ
ントに参加したり、ドイツの街やルクセン
ブルク、フランスへのエクスカーションに
行ったりしました。たくさんの留学生や現
地の人と交流しながら楽しく過ごすことが
できました。

　私はこの語学研修を通して実際にドイツへ行ったことで、日本にいる
だけではわからない現地の文化や雰囲気を体感することができまし
た。一方で、自分の語学力の低さを痛感したということも事実です。
もっと理解することができたら、さらに世界を広げ、多くのことを学べ
るのではないかと思いました。そのため、帰国後も講義や留学生との交
流などを通して語学力の向上により努めています。この体験をすること
ができたからこそ、今後もドイツで語学や体育・スポーツについて学び

たいという思いがいっそう強くなりました。今回の語学研修が、次の交
換留学を決断する大きな理由の一つとなりました。
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大阪教育大学　学長
巻頭言

栗林  澄夫

『保護主義とグローバル化』

ソウル教育大学インターンシップ
　国際センターでは、本学の協定校であるソウル教育大学（韓国）から
学生８名を受入れ、平成２９年１月２３日（月）～２月９日（金）の日程で

「韓国協定校からの海外小学校インターンシッププログラム（大阪）の
受入」プログラムを実施しました。
　このプログラムは、韓国の大学生を対象に、日本の教育と文化につい
て研修したあと、７日間公立小学校での観察実習や研究授業を行うと
いうものです。日本文化の施設の訪問を通じて、将来の韓国教員に日
本文化の理解を深めてもらうことも目的としています。
　プログラムは、ほとんど日本語で実施され、本学の日本人学生も
チューターとして研修をサポートしてくれました。実際にはチューターと
して参加した学生も単なるお手伝いにとどまらず、本研修から韓国に
ついて多くを学び、韓国への交換留学へ行く学生もいました。
　参加学生は、小学校で教育実習に備え、日本社会や日本語の講義を
受け、既に教育実習を体験した日本人チューターからは、実習で必要な
実践的な日本語についてアドバイスを受けました。
　１月３１日（火）から２月８日（水）は東大阪市立長瀬北小学校、弥刀
小学校に４名ずつ別れ、日本人教育実習生に準じた教育実習を行いま
した。研究授業では、すでに韓国で教育実習を経験しているので、教案
の準備も万全で、語学の壁を越えて、小学生たちを喜ばせていました。

成果発表会には、弥刀小学校の原和久校長先生も見えられ、今後、国際
的な教員として活躍するであろうインターンシップ生に実践的なアドバ
イスをいただくことができ、より実りあるものとなりました。
　参加学生はおよそ３週間のプログラムを終え、「日本語の力が伸び、日
本の学校と伝統文化についてよく理解できたように思う。日本と韓国の
懸け橋となれる教員を目指したい」というコメントを残してくれました。
　なお、本プログラムは日本学生支援機構の給付型奨学金に採択され、
研修参加者には奨学金が支給されました。


