
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 部 ： 2012 年 4 月～2016 年 3 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
（１）学生交流 
 （ⅰ）派遣 
   ＊私費交換留学生派遣 

氏名 留学先 国 留学期間 
坂本 麻衣 U3 エヴァグリーン州立大 米国 2012.9.1～2013.6.30 
橋口  雲 U3 エヴァグリーン州立大 米国 2012.9.1～2013.6.30 
長野美沙紀 U3 上海交通大学 中国 2012.9.1～2013.7.31 
工藤 美香 U3 国立政治大学 台湾 2012.9.1～2013.7.31 
山本 琢磨 U2 嶺南大学校 韓国 2013.3.1～2014.2.28 

          ＊上記の留学生には帰国後、2013 年度会計から「渡航一時金」を支給。 
 
    ＊日本語支援教育専修生の海外教育実習 
    ・順天大学校(韓国)：2012 年 4 月 29 日～2012 年 5 月 5 日 

氏名 氏名 
韓  壽燕 M2 長倉あかね M2 

 
・東呉大学(台湾)：2012 年 12 月 15 日～2012 年 12 月 21 日 

氏名 氏名 氏名 
竹内 七奈 M1 陶  婉悠 M1 盧   昭宜 M1 
末松 大貴 U3 友定 佑介 U2 近藤 恵仁 U2 

 
    ＊英語研修 
     ・共通教育 

氏名 研修先 研修期間 
佐々岡千波 U3 アメリカンイングリッシュ 

ラーニングセンター 
（フィリピン） 

 
2013.3.10～2013.3.23 束野  梓 U2 

甲斐 裕斗 U2 
 
・私費研修 

氏名 研修先 研修期間 
江藤 泰己 U1 オタゴ大学ランゲージ 

センター(ニュージーランド) 
2013.2.20～2013.3.22 

柿木 滉亮 U1 
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Ⅰ.  2012 年度



 

 
 ＊異文化交流プログラム 

    ・順天大学校(韓国)：2013 年 2 月 14 日～2013 年 2 月 21 日 
氏名 氏名 氏名 
鈴木 美晴 U2 古賀 愛美 U2 青野 明仁 U1 
大林 貴裕 U1 川野 仁美 U1 鉄山 夕稀 U1 
杉本  陽 U1 上石  泉 U1 吉田 明加 U1 

    
 ・南京農業大学(中国)：2013 年 3 月 2 日～2013 年 3 月 9 日 

氏名 氏名 氏名 
鈴木 千尋 U4 末松 大貴 U3 出水 直哉 U1 
田辺 雄一 U1 染次 弘喜 U1 谷口 佳久 U1 
宮園 紘子 U1 岩崎千可子 U1 鈴木 晴香 U1 

   
 
 （ⅱ）受け入れ 
   ＊私費留学生 

氏名 出身協定校 国 留学期間 
顏   皓婷 M2 東呉大学 台湾 2010.4.1～2013.3.31 
盧  昭宜 M1 東呉大学 台湾 2011.4.1～2014.3.31 
貝   璐 M1 (協定校以外から) 中国 2012.10.1～2014.3.31 
陶  婉悠 M1 南京農業大学 中国 2012.4.1～2014.3.31 
張   拓 U4 (協定校以外から) 中国 2009.4.1～2013.3.31 
中村セリナ小百合 研究生  ブラ 2012.4.1～2013.3.31 
周  可軒 特別聴講 東呉大学 台湾 2012.4.1～2013.3.31 
劉  祚昕 特聴聴講  台湾 2012.4.1～2013.3.31 
王  瑞仁 特聴聴講  台湾 2012.4.1～2013.3.31 
李  賢珍 特聴聴講  韓国 2012.4.1～2013.3.31 

        ＊私費交換留学生(受け入れ)への「渡航一時金」の支給は 2012 年度で廃止。 
 
  ＊国費留学生 

氏名 奨学金 国 留学期間 
ジョシュア・ハンセル 教研生 ET アメリカ 2011.10.1～2013.3.31 
ガルシア・パラス 日研生 EJ スペイン 2012.10.1～2013.8.31 
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 （ⅲ）留学体験記（『学部学生国際交流後援会 Newsletter No.27』[2013.7.5]より転載） 
楽しかった留学生活 

李 賢珍（韓国・嶺南大学校） 

 こんにちは。私は 2012 年の

秋、韓国から来た留学生のイヒ

ョンジンと言います。私はこの

９ヶ月間、宮崎で生活しながら

本当にたくさんのことを学ば

せていただきました。まず、私

は宮崎に来る前まではずっと

実家に住んでいたので、一人暮

らしをするのは初めてでした。

全て一人でやらなければいけ

ないということで、大変なこと 

もありましたが、一人暮らしは料理の腕も少しはあがり、お母さんのありがたみを感じるな

ど、とても良い勉強になりました。 

 私は最初から宮崎に留学したいと思っていたわけではなく、先生たちや先輩に進められて

宮崎に来ました。韓国ではずっと都会に住んでいた私の目に映った宮崎の第 1印象はやっぱ

り「田舎」でした。交通も不便で、近くには何もなくてつまらないと思っていました。しか

し今は、宮崎が私に教えてくれた素敵なものたちに感謝しています。私が住んでいたところ

では絶対に見られないきれいな星座と、眺めているだけで気持ちがすっきりする緑など、自

然に囲まれての生活がこんなに気持ちいいものなんだと気づきました。 

 私にとってはあっという間だったこの９ヶ月で、本当に色んなところを旅行しました。研

修旅行として九州の色んな県に行かせてもらったり、一緒に留学している友達と関西旅行に

行ったり、一人で東京に行ったりして旅行の楽しさを改めて気づくことができました。 

 そして、私が宮崎に来てよかったと思う理由は、何よりも外国人の友達がたくさん出来た

ということです。チューターさんともずっと仲良くさせてもらっていて、大学内にある JaKSA

という韓国が好きな人たちのサークルでは、毎週一緒におしゃべりしながら異文化交流をす

る機会が多かったので、たくさんの日本人学生さんと仲良くなれたことは本当に嬉しいで

す。そして、留学生の授業や、今住んでいる国際寮には世界の色んな国から来た留学生がた

くさんいるので、みんなで晩ご飯を食べたり、一緒に遊びに出かけたりしながら、日本人だ

けじゃなく、世界各国の友達とも仲良くなることができて、本当に幸せです。 

 楽しい時間は速いもので、私はもう後 2ヶ月ほどで韓国に帰るのですが、宮崎での生活は

一生忘れられない思い出になると思います。宮崎に来て、本当に良かったと思います。   

  
宮崎大学での留学体験 

李 光宇 
（アメリカ・エヴァグリーン州立大） 

＜宮崎大学の暮らし＞ 

実は、宮崎大学での生活はつまらないです。宮崎に来る前は、もともと東京か大阪みたい

な町に来ると思っていましたが、着いてみると、田舎しか見えませんでした。宮大は私のア

メリカの大学とだいたい同じですが、違うところは、エバーグリーンは森の中にありますが、

宮大は田舎の中にあるというところです。そして、宮大は田舎の中にありますから、平日、

<著者は右から２人目> 
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行ける所があまりないです。週末だけ、遠い所に行けます。しかし、宮崎は田舎ですが、東

京と大阪よりいいと思います。 

まず、宮崎人は映画の中にいる人みたいにとても優しいです。私は外国人ですが、宮大の

学生と先生はとても熱心で、優しく手伝ってくれます。次に、宮崎の環境はいいと思います。

宮崎の空気と空と海もきれいだと思います。宮崎の空はとてもきれいですから、夜、星がた

くさん見えます。そして、学校から海辺まで、自転車で行ったら 30 分しかかかりません。

ここ宮崎では、都会のように時間に追われることなく、自然のなかでゆっくりとした暮らし

を楽しむことができます。 

 

＜宮崎大学での勉強＞ 

2013 年 10 月、初めて宮崎に来たとき、私は日本語が全然話せませんでした。英語の環境

から日本語の環境に変えるのが大変でした。前に来たエバーグリーンの交換留学生と同様、

私も同じ大変な状況にありました。しかし、中国語が話せますから、他の中国語ができる友

達からいっぱい手伝ってもらったのが良かったです。そして、台湾と韓国とマレーシアから

来た交換留学生たちと、よく集まって、一緒に食べ会とか飲み会とかしましたから、私は日

本語で話すことをたくさん練習しました。さらに、時々、私が話したいことを表せないとき、

皆はよく私を助けてくれました。そして、私に親切に日本語を教えて、直してくれました。

皆に手伝ってもらったので、そして自分も一生懸命勉強しましたから、九ヶ月の間に、私の

日本語が段々上手になりました。今、普通の会話ができて、中級と上級の授業も受けていま

す。エバーグリーン大学からこの宮大に来る機会をもらったのが本当に良かったと思いま

す。もしもう一回機会を選ぶことができたら、絶対もう一回宮崎大学に交換留学するつもり

です。 

 
 

綾でみつけたもの 

魯 泫鍚（韓国・順天大学校） 

留学生と日本人の学生と一緒に綾に行って来ました。僕にとって綾は今回で２回目でした

が、やはり綾は景色がすばらしい所だと改めて感じました。でも少し残念だったのは、（行

ったのが）冬だったので、綾の景色は春とか夏のほうがもっといいのではないかと思ったこ

とです。 特に綾の大吊橋は日本で２番目に高い橋として知られていて綾の自慢の場所なの

ですが、森に囲まれているので、緑の色が綺麗な季節がいいなと思われました。馬事公苑に

も行きました。馬事公苑も春になると桜の木が満開で綺麗だと聞いたので、春のほうが期待

できると思いました。でも竹馬が体験できるのはすごくいいところだと思います。竹馬はア

ニメなどでは見たことがあっても、実際日本で簡単に乗れるものではないことが、日本に来

て分かったからです。その竹馬に実際に乗ることができてよかったです。最後に織物工場に

行きました。布を染色してまた糸を編んで色々なものを作るところだったのですが、この分

野に関心を持っている人でないと、なかなか楽しめないところでした。僕が今回綾で見つけ

たものはこれらのものです。綾には僕がまだ行ってない素晴らしいところがあると思うの

で、これからも楽しみにしています。 
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（２）交流事業 
 （ⅰ）学術交流 
   ＊特別講演会「台湾における日本語教育を取り巻く環境～東呉大学での教育の 

現状や教授法を通して考える」 
     ・2012 年 11 月 20 日(日) 

・講演者(東呉大学・日本語科教員)：頼錦雀氏、王世和氏、蘇克保氏 
＊宮崎大学・東呉大学 修士論文合同中間発表会（日本語支援教育専修） 

     ・2012 年 11 月 19 日(月) 13:00～16:40 宮崎大学教育文化学部第一会議室 
     ・宮崎大学:4 名  ・東呉大学 1 名 
 
 

（ⅱ）留学生支援事業 
＊私費交換留学派遣生には「渡航一時金」として一人一律 10,000 円を支給する。私費交 

換留学受入生に対する「渡航一時金」は廃止する。 
   ＊プロジェクト型受入留学生支援事業（第 26 回後援会総会[2012.6.13.]で創設。その翌年

の第 27 回総会[2013.6.12.]で 3)を追加し、5)の支給総計も修正した[下線部]。） 
 

1) 支援の対象は，海外からの受入留学生を含む本学学部学生および大学院学生からなる 2 名
以上のグループとする。 

2) グループ代表は，受入留学生の学習・研修・親睦等を目的とするプロジェクトを企画し，

その目的，実施計画，必要経費等について別紙書式に記入の上，学生国際交流後援会学内

理事に提出する。 
3） グループ代表には、留学生自身はもちろん、留学生との学習・研修・親睦等を計画する

日本人学生や、後援会会員もなれるものとする。 
4) 学生国際交流後援会学内理事は，協議により提出書類を精査し，当該プロジェクトが留学

生支援の趣旨に合致すると判断される場合には，1 件あたり上限¥10,000 を支給する。 
5) 年間のプロジェクト公募型支援の支給総計は¥200,000 を上限とする。 

 
＊2012 年度に行った事業 
・「熊本を知る」             ・「日本の食文化を通じた国際交流会」 
・「日本の中の中国を知る」   ・「飫肥城址で体験する宮崎の魅力」 
・「留学生お別れパーティ」 

  
 

（ⅲ）木犀会協力事業 
  ＊留学生短期ホームステイ 
  ＊留学生県内小旅行 

 
 

（ⅳ）協定締結 
  ＊相手校：開南大学(台湾) 

[2012 年 3 月に宮崎大学教育文化学部を退官された長友和彦氏(日本語)が教 
鞭を執っておられる大学] 
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   ＊締結年月日：2013 年 3 月 15 日、開南大学で締結 
      ＊訪問者：菅沼龍夫学長、新地辰朗研究科長、上原徳子氏(中国語) 
        一行は、その後台湾の協定校である東呉大学と国立政治大学に表敬訪問した 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<東呉大学を表敬訪問> 

 
 
 
 

  
 
（１）学生交流 
 （ⅰ）派遣 
   ＊私費交換留学生派遣 

氏名 留学先 国 留学期間 
満平真心人 U3 エヴァグリーン州立大 米国 2013.9.1～2014.6.30 
原村真知子 U3 エヴァグリーン州立大 米国 2013.9.1～2014.6.30 
鈴木 晴香 U2 国立政治大学 台湾 2013.9.1～2014.7.31 
鈴本 美晴 U2 順天大学校 韓国 2013.9.1～2014.7.31 
高田 陽海 U1 クライストチャーチ英語学校 NZ 2013.3.1～2014.2.28 

     
＊日本語支援教育専修生の海外教育実習 

    ・順天大学校(韓国)：2013 年 9 月 23 日～2013 年 9 月 29 日 
氏名 氏名 氏名 
篠原亜寿美 M2 時任  舞 U2 春田 志保 U2 
竹内 七奈 M2 中坪 愛里 U2 日高 晴香 U2 
古賀優美香 U2 
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Ⅱ.  2013 年度



 

・東呉大学(台湾)：2013 年 12 月 14 日～2013 年 12 月 21 日 
氏名 氏名 氏名 
竹内 七奈 M2 阿部 滋子 M1 工藤  浩 M1 
盧  昭宜 M2 清水知慧美 M1 

 
    ＊英語研修 
     ・共通教育 

氏名 研修先 研修期間 
内田 早紀 U3 アメリカンイングリッシュ 

ラーニングセンター 
（フィリピン） 

 
2014.3.9～2014.3.30 平江  海 U3 

山口 千晴 U3 
岩城千可子 U2 

・私費研修 
氏名 研修先 研修期間 
平川萌々子 
 

U1 
 

オタゴ大学ランゲージ 
センター(ニュージーランド) 

2014.2.19～2014.3.24 

     ＊異文化交流プログラム 
    ・東呉大学(台湾)：2013 年 12 月 18 日～2013 年 12 月 25 日 

氏名 氏名 氏名 
乙成恵梨香 U2 久光 祐里 U1 松下 祐紀 U1 
園田  愛 U1 茂田 理紀 U1 

 
・嶺南大学校(韓国)：2014 年 2 月 16 日～2014 年 2 月 23 日 

氏名 氏名 
黒木 育美 U2 八島 友美 U1 
鍾  仁豪 特聴 岩田向日葵 U1 

  
 

（ⅱ）受け入れ 
   ＊私費留学生 

氏名 出身協定校 国 留学期間 
盧  昭宜 M2 東呉大学 台湾 2012.4.1～2014.3.31 
貝   璐 M2 (協定校以外から) 中国 2012.4.1～2014.3.31 
陶  婉悠 M2 南京農業大学 中国 2012.4.1～2014.3.31 
劉  遵傑 M1 (協定校以外から) 中国 2013.4.1～2015.4.1 
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辛  扶桑 特別聴講  韓国 2013.4.1～2014.3.31 
王  嘉瑜 特別聴講 国立政治大学 台湾 2013.4.1～2014.3.31 
黄  柏諭 特別聴講 国立政治大学 台湾 2013.4.1～2013.9.30 
曽  琬幗 特別聴講 開南大学 台湾 2013.10.1～2014.9.30 
鍾  仁豪 特別聴講 開南大学 台湾 2013.10.1～2014.9.30 
ヴィッド・ロビンチチ 特別聴講 リュブリャナ大学 スロべ 2013.10.1～2014.9.30 
金  東敃 特別聴講 順天大学校 韓国 2013.10.1～2014.8.31 
朴 セン鈺 特別聴講 順天大学校 韓国 2013.10.1～2014.8.31 

         
  ＊国費留学生 

氏名 奨学金 国 留学期間 
フィン・ブルド 日研生 EＪ ドイツ 2013.10.1～2014.8.31 

 
 
 （ⅲ）留学体験記（『学部学生国際交流後援会 Newsletter No.28』[2014.7.5]より転載） 

人の優しさに触れて... 

原村 真知子（宮崎大学） 

私は２０１３年の秋から１０ヶ月間、エヴ

ァーグリーン州立大学へ留学しました。私の

留学のきっかけは姉です。姉も留学をし、彼

女の姿が珍しく格好良く見え、高校生の時か

ら私も海外留学をしたいと夢見ていました。

しかし、格好良くなるには並々ならぬ努力が

必要なのですね。留学の準備をし始めると、

留学に必要なＴＯＥＦＬで、目標点に達する

のに苦労しました。ＴＯＥＦＬについてどう

いうテストか全く分からなかったので、まず

大学のＴＯＥＦＬのセミナーに行きどういう

ものかを知り、このテストでの４つの技能の

うち、特に話す、書く技能は自分で出来なか

ったので、イギリスから来られた先生にお願

いして、互いに空く時間を見つけては練習に付き合って頂きました。それで、何と

か留学の了承をもらえた時は嬉しすぎて飛び跳ねました。 

それでも自分の英語力に自信がなかったので、エヴァグリーン大学での授業が始

まる前の数週間は、語学学校へ行きホームステイしました。行ってすぐのときは、

発音のせいか水が頼めなかったり、ホストファミリーとその友達の会話が早すぎて

言っていることが分からず輪に入ることができないなど、日本で簡単なことがアメ

リカでは出来ず、帰りたいと思う日々でした。しかし、彼らの優しさに触れ、次第

に帰りたいと思うことはなくなりました。知らないコミュニティーに頼れる場所が

できたことは心強かったです。 
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初めてエヴァグリーン大学へ行った時は、あまりに森の奥へ行ったのでどういう

大学か本当に心配しました。アライグマや鹿と遭遇するのは当たり前、熊が出てき

たこともあったようです。そんな場所にあるからか、冬でも裸足で歩いたり、食用

のキノコを採りに森へ行く人も少なくなかったりと自然体な人が多かったです。ま

た、この大学には学部がなく、生徒個人がとりたい授業を受けるというユニークな

大学です。クラス編成は小さく、私のクラスメイトは約２０名と留学生の私にとっ

てはやりやすい環境でした。私は大学へ学びに行くという考えだったのですが、好

きな授業を受けるからか、もうすでに基礎知識を持って深めに来ている人がおり、

大学の授業ではそういう人々を見てとても刺激を受けた日々でした。 

大学では寮生活で、三人のルームメイトとルームシェアをしていました。１人暮

らしには慣れていましたが、一緒に知らない誰かと生活することがなかったので、

リビングへ行くのにも戸惑っていました。ルームメイトと交流を深めるうちに、初

めは会話をするたびに知らない単語を尋ねたり、笑いのオチまで説明してもらった

りと迷惑をかけた日々でしたが、最終的には食器洗いやトイレットペーパーの補充

など小さいことで言い合えるほど仲になりました。ルームメイトにはとても色々お

世話になったので感謝しています。 

この留学をするにあたって、たくさんの人に出会いたくさんの人に助けていただ

きました。そのような人たちへの感謝の意もこめて、これからは私がサポートする

側に回って留学したい人や宮大に留学してきた人の役に立てればよいなと思ってい

ます。 

 
 

9 ヶ月間の留学生活 

姜 恩志(韓国・順天大学校) 

私は 2014 年 10 月から宮崎で留学し始めたカンウンジと申します。私はもともと

化学工学科でしたので、日本語がうまくしゃべられなかったです。それで、留学で

はなく学校で行うプログラムで宮崎大学での日本文化体験（3 週間）に参加しよう

と思っていました。そのプログラムの面接のとき、私は面接官から宮崎大学での留

学をすすめられました。迷ったあげく、宮崎に来ることにしました。 

日本語は韓国で 1 年しか勉強していなかったので上手ではありませんでした。そ

れで宮崎に来る前、とても心配しました。しかし、授業は上級•中級•初級でちゃん

と分かれていて無理は全然ありませんでした。そして、チューターさんもいて私が

日本の生活に慣れるように手伝ってくれたり、日本文化体験を一緒にやってくれた

りして大変なことはありません。 

そして、日本語を学びに来た外国人と授業を取るから日本人の友達を作る機会は

ありません。しかし、学校に韓国が好きな人たちの“ＪＡＫＳＡ”というサークル

があり、たくさんの友達ができます。毎週ご飯を食べに行ったり、カラオケに行っ

たり、たまには私たちが韓国語を教えます。本当に楽しかったです。他には、得丸

先生の“５もく”という時間があります。あそこは国際交流に興味がある人たちが

集まってお菓子を食べたり、ＤＶＤを見たり、折り紙したり、本をリライトしたり

しました。日本人との話で交流できて嬉しかったし、勉強になりました。 
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偶然、することにな

った留学ですが、それ

が宮崎でよかったと思

っています。本当に宮

崎大学の近所には何も

なくて、少しはつまら

なかったが、都会では

見られない夜空の星座

や気持ちがよい空気、

そしてゆとりのある生

活ができて、絶対忘れ

られない思い出に残る

はずです。今、あと２  

ケ月も残っていないで

す。機会があれば、この留学期間を延長してまた１年、過ごしたいです。 

 
 

留学体験記 

王榕聲（台湾・国立政治大学） 

 午年に生まれた私が午年に馬術部に入りました。まるで神様の按排のように宮崎

大学に来て馬術部の一員になりました。馬術部での日々は私にとって生涯忘れない

大切な宝物です。 

 毎朝五時半の集合時間に間に合うために四時五十分くらい必死に起きます。午後

も馬の世話のため、授業が終わったらすぐに馬房に行くか、または午後の作業の途

中に抜けて、慌てて走りながら授業に行きます。こんな毎日はつらそうにみえます

が、起きた瞬間は確かに苦しいが、実は、朝早く起きるほうが一日ずっと元気が保

てます。 

 馬術部では、日本語の練習だけでなく、日本の文化も勉強になりました。挨拶の

し方や、先輩と話すときのマナーや、いろいろな行儀作法は、台湾で経験すること

ができないと思います。先月 OB の方たちと一緒の食事会で、初めて年上の方と話し

ました。今まで先生と話した時と全然違い、自分で話題を考えて話しかけなければ

ならなかったから、すごく緊張しました。よかったのは OB の方たちが、かなり親切

に話してくださり、わからないところも説明してくださったことです。新入生同士

もそばにいてくれ、とても安心しました。 

 今は障害飛越の練習しており、秋の馬術大会でデビューを目指しています。せっ

かく日本に留学に来たので、今まで経験していないことにチャレンジしようと思い

ます。ここでいろんなことを勉強したいです。大学卒業前に、青春が終わる前に、

思い出をたくさん作りたいです。 

 帰国したら通訳と翻訳の仕事しながら、休みの日にボランティアとして、ホース

セラピーで障害がある子どもたちを助けたいです。日本語も馬も今の私にとって努

力している目標です。 

 台湾に帰っても頑張り続けようと思います。日本に留学に来られて本当に良かっ

たです。この経験で人生が豊かになりました。 

<著者は前列右から３人目> 
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（２）交流事業 
 （ⅰ）学術交流 

＊宮崎大学・東呉大学 修士論文合同中間発表会（日本語支援教育専修） 
     ・2013 年 12 月 20 日(金) 9:00～ 東呉大学外語学院会議室 
     ・宮崎大学:2 名  ・東呉大学 8 名 
   ＊「日本語教育支援フォーラム」(Japanese Language Educational Forum in Miyazaki, 
        Japan---Networking for Japanese Language Education---） 
     ・2014 年 2 月 20 日(木) 13:00～16:30 ホリデイ・イン・アオシマ 
         ・参加大学：順天大学校(韓国)、東呉大学(台湾)、ブラウィジャヤ大学(インドネシア) 
          宮崎大学 [海外 3 大学から 15 名の研究者が参加] 
     ・各大学での日本語教育事情や問題点を共有し、日本語教育のレベル向上を図る 
     ・菅沼龍夫宮崎大学学長・Song Yeongmoo 順天大学校総長も出席 
 
 

（ⅱ）留学生支援事業 
  ＊プロジェクト型受入留学生支援事業（第 28 回総会[2014 年 6 月 11 日]でさらに下線部を訂正

あるいは追加した。） 
1) 支援の対象は，海外からの受入留学生を含む本学学部学生および大学院学生からなる 3 名

以上の(訂正前は「2 名以上の」)グループとする。 
3） グループ代表には、留学生自身はもちろん、留学生との学習・研修・親睦等を計画する

日本人学生や、後援会会員もなれるものとする。ただし、公平を期するため、グループ代

表になれる一人当たりの回数については、留学生は留学期間中 1 回まで、その他のものは

年度内で 1 回までとする。（追加） 
 
＊「夜神楽見学」ほか 14 件の事業に、それぞれ 10,000 円を支援。 

 
（ⅲ）木犀会協力事業 
  ＊「留学生のための日帰りバス旅行：宮崎神話伝説巡り」(30 名参加) 
 
 
（ⅳ）協定締結に向けた協議 
  ＊相手校：ペンシルバニア州立大学インディアナ大学(IUP)(アメリカ) 

[学生支援部の甲斐榮一氏の友人・金容澤氏が勤務している大学] 
   ＊協議年月日／場所：2013 年 8 月 21 日、同大学・アメリカンランゲージ・インスティ

テュート・ライティングセンター会議室にて協議 
      ＊訪問者：出口近士氏（国際連携センター副センター長） 
        菅 裕氏（教育文化学部学生国際交流委員長） 
        甲斐榮一氏（学生支援部学生生活支援課） 
   ＊協議者：ミッシェル・Ｌ・ペトルッチ氏（国際教育・交流部局副局長） 
        金 容澤氏（同大学教員） 
        スチュアート・チャンドラー氏（アジア研究センター所長） 
   ＊同大学とは 2015 年 4 月 9 日に「学生交流覚書」を締結した。 
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（１）学生交流 
 （ⅰ）派遣 
   ＊私費交換留学生派遣 

氏名 留学先 国 留学期間 
荒瀬  甫 U4 中国文化大学中国語センター等 台湾 2014.9.2～2015.8.7 
青野 明仁 U3 順天大学校 韓国 2014.8.1～2015.2.28 
中坪 愛里 U2 釜山外国語大学校 韓国 2014.8.1～2015.7.31 

 
    ＊日本語支援教育専修生の海外教育実習 
    ・順天大学校(韓国)：2014 年 9 月 22 日～2013 年 9 月 28 日 

氏名 氏名 氏名 
阿部 滋子 M2 立石 健太 M2 齋藤瑛依子 U4 
廣田  樹 M2 樋口 大輝 U2 松永由美子 U2 

 
・東呉大学(台湾)：2014 年 12 月 8 日～2014 年 12 月 15 日 

氏名 氏名 氏名 
堀田 淑乃 M1 真栄田義正 M1 泰  達人 M1 

     
    ＊英語研修 
     ・共通教育 

氏名 研修先 研修期間 
石田 悠馬 U4 アメリカンイングリッシュ 

ラーニングセンター 
（フィリピン） 

 
2015.3.8～2015.3.29 鈴本 美晴 U4 

出水 直哉 U3 
大浦 早貴 U2 
岩崎 大輔 U1 

 
・私費研修 

氏名 研修先 研修期間 
大久保帆乃香 U2 オタゴ大学ランゲージ 

センター(ニュージーランド) 
2014.8.20～2014.9.19 

安井 沙織 U2  
2015.2.18～2015.3.21 夏田 理央 U1 

阿萬 晴夏 U1 
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     ＊言語文化研修 
    ・開南大学(台湾)：2014 年 8 月 18 日～2014 年 9 月 1 日 

氏名 氏名 
泰  達人 M1 真栄田義正 M1 

 
・東呉大学(台湾)：2015 年 3 月 2 日～2015 年 3 月 9 日 

氏名 氏名 氏名 
高田  桜 U1 柴野 栞子 U1 小堀 嵩史 U1 
口脇 春菜 U1 熊元 菜月 U1 佐伯 彩佳 U1 

   
＊異文化交流体験学習 
  ・順天大学校(韓国)：2014 年 8 月 7 日～2015 年 8 月 14 日 

氏名 氏名 
齊藤瑛依子 U4 松永由美子 U2 

 
 
 （ⅱ）受け入れ 
   ＊私費留学生 

氏名 出身協定校 国 留学期間 
劉  遵傑 M2  中国 2013.4.1～2015.4.1 
バドン・ドイル 特別聴講 エヴァグリーン州立大 米国 2013.10.1～2014.8.31 
ヒューエン・マッケンジー 特別聴講 エヴァグリーン州立大 米国 2013.10.1～2014.8.31 
金  東敃 特別聴講 順天大学校 韓国 2013.10.1～2014.8.31 
朴 セン鈺 特別聴講 順天大学校 韓国 2013.10.1～2014.8.31 
姜  恩志 特別聴講 順天大学校 韓国 2013.10.1～2014.8.31 
鍾  仁豪 特別聴講 開南大学 台湾 2013.10.1～2014.9.30 
申  在爀 特別聴講 釜山外国語大学 韓国 2013.10.1～2014.8.31 
李  炫禎 特別聴講 釜山外国語大学 韓国 2013.10.1～2014.8.31 
ヴィッド・ロビンチチ 特別聴講 リュブリャナ大学 スロべ 2013.10.1～2014.9.30 
ジョシュア・ボルドウィン 特別聴講 エヴァグリーン州立大 米国 2014.10.1～2015.9.30 
李  イ瑋 特別聴講 開南大学 台湾 2014.10.1～2015.9.30 
魯  佑萱 特別聴講 開南大学 台湾 2014.10.1～2015.9.30 
柳  炫守 特別聴講 順天大学校 韓国 2014.10.1～2015.8.31 
呉  ヒョク 特別聴講 順天大学校 韓国 2014.10.1～2015.8.31 
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韓  ダウン 特別聴講 順天大学校 韓国 2014.10.1～2015.8.31 
王  文杰 特別聴講 南京農業大学 中国 2014.10.1～2015.2.28 
王  珊珊 特別聴講 南京農業大学 中国 2014.10.1～2015.2.28 
李  イエウン 特別聴講 釜山外国語大学 韓国 2014.10.1～2015.2.28 
金  佳彬 特別聴講 釜山外国語大学 韓国 2014.10.1～2015.2.28 
元  裕眞 特別聴講 釜山外国語大学 韓国 2014.10.1～2015.8.31 
ぺトラ・プラプロトニク 特別聴講 リュブリャナ大学 スロべ 2014.10.1～2015.9.30 
タナボ・シャイヒリー 特別聴講 キングモンクット工大 タイ 2014.4.1～2014.6.25 
P.プラサンバーニッチ 特別聴講 カセサ―ト大学 タイ 2014.4.1～2015.7.31 
陳  亭竹 特別聴講 国立政治大学 台湾 2014.4.1～2015.3.31 
游  頴欣 特別聴講 国立政治大学 台湾 2014.4.1～2015.3.31 
王  榕聲 特別聴講 東呉大学 台湾 2014.4.1～2015.3.31 
羅  意婷 特別聴講 東呉大学 台湾 2014.4.1～2015.3.31 
胡  漣漪 M1  中国 2014.4.1～2016.3.31 

 
  ＊国費留学生 

氏名 奨学金 国 留学期間 
フィン・ブルド 日研生 EJ ドイツ 2013.10.1～2014.8.31 
リチャード・ジェンキンス 日研生 DR アメリカ 2014.10.1～2015.9.30 
サラ・マヘンディカ 日研生 ER タンザニア 2014.10.1～2015/9.30 

  
 

（ⅲ）留学体験記（『学部学生国際交流後援会 Newsletter No.29』[2015.9.1]より転載） 
留学を終えての感想 

                          満平真心人（宮崎大学） 

私は、2013 年 9 月から 2014 年 6 月までの 10 ヶ月間アメリカのエヴァグリーン州

立大学(以下エヴァグリーン)に交換留学生として留学しました。留学を通して感じ

たことは多々ありますが、特に印象深かった経験を紹介します。 

まず、大学外の環境については、エヴァグリーンは森に囲まれているので、いつ

でも新鮮できれいな空気を吸うことが出来ますし、自然が好きな人は森を散策した

り、サイクリングを楽しむことも出来ます。森を少し歩いたところにビーチがあり、

よくそこで友達と夕日を見たりキャンプファイアーをして楽しみました。キャンパ

スの周辺は自然がいっぱいでした。また、移動手段は基本的にバスを用いていまし

た。バスは全て車椅子がスムーズに入ってこられるようにスロープが自動で出てく

る仕組みになっており、それだけでなく運転手が車椅子の固定までを行っていまし

た。そういったバスのお陰もあってか、アメリカではかなりの数の車椅子利用者を

街で見かけました。嫌がったりせず当たり前のように座席の固定をする運転手や、

その間何の文句も言わない周りの乗客たち、街を行きかう車椅子利用者を見て日本
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の福祉はまだまだだなと思いました。地域の人たちに関しては、あまり大きい街で

はないこともあり、とても大らかで親切な人が多かったように思います。また、西

海岸の地域ということもあり、日本人あるいはアジア人だからといって差別を受け

たことはほとんどありませんでした。ただ全くなかったというわけではなく、中に

はあからさまに馬鹿にした態度をとったり、日本人に対する嫌悪感を出したりして

くる人もいました。その時は勿論辛かったですが、日本にいたら感じることの出来

ないマイノリティに属する人たちの感情を実感する事ができ、良い経験だったと今

は思います。 

大学内の環境は、一言で表すなら「違う」という言葉が最も適していると思いま

す。エヴァグリーンは就職する為の知識や技術などを得ることではなく、より豊か

な人間性を育むことに力を注いでいる大学です。その具体的な例として、個人の評

価は点数によって行われないことが挙げられます。エヴァグリーンでは、ほとんど

の講義でテストは行われず、学期末にプレゼンテーションやレポートが課せられま

す。その学期末の課題の出来具合と日頃の授業への取り組みを統合した評価を評定

ではなく、文章の形で受け取ることになります。その中身には、講義を受ける過程

で自分がどの程度変わったのか、などがこと細かく書かれていて、教員がどれくら

い自分のことを見ていてくれたのか感じることができます。これは、間違いなく日

本の学校教育でも他のアメリカの大学でも経験することは難しいと思うので、この

点からもエヴァグリーンを選んで良かったと思います。また、セミナーの存在もエ

ヴァグリーンを他の大学と差別化する要因の一つと言えます。セミナーとは生徒主

体の討論形式の授業のことを指し、主に予習として課せられたリーディングの内容

について話し合います。セミナーの進め方は受ける講義によって異なりますが、ど

のセミナーも一貫して教員はあくまでも生徒の手助けをするだけで、考えを出し議

論するのは生徒たち自身です。基本的に他の生徒たちは討論中助けてくれないので、

初めはきつかったですが、諦めずに毎回の授業に一所懸命取り組んでいたら徐々に

成果が出始めました。また、日本の学生とエヴァグリーンの学生の間で、勉強に対

する姿勢に大きな差を感じました。どんなにたくさんの課題を課せられても、きち

んとこなして授業の準備を怠らないし、ディスカッションでは傍観者になっている

人がほとんどいません。母国語で授業を受けている彼らが夜遅くまで図書館で勉強

しているのを見ると、尚更頑張らなければいけないなと、いつも刺激を受けていま

した。勿論全員ではないですが、多くの学生からいつも「学びたいからここにいる

んだ」というような学問に対する熱さを感じ、自然と自分に

厳しく日々勉強に取り組むことが出来ました。また、図書館

も夜遅くまで開いていますしライティングセンターと呼ばれ

る文の構成法などを指導してくれる場所があるなど、学習の

サポートをする環境が充実している点もエヴァグリーンの強

みだと思います。ここでは、授業の形式や学生の勉強に対す

る意識の違いだけを取り挙げましたが、他にも数え切れない

ほど恐らくエヴァグリーンでしか出来ないであろう経験をし

ました。勿論、全てが上手くいっていたわけではなく、つら

いことも沢山ありましたが、それも含めてよい経験だったと

思います。これらのアメリカで得たものを残りの大学生活や

これからの人生に生かしていきたいと思います。 
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一年間の留学生活 

 サラ・エリエザ・マヘンデカ 
(タンザニア・ドドマ大学) 

宮崎大学の一年間の交換留学生のサラ・マヘンデカと

申します。タンザニアから２０１４年１０月１日に宮崎

に来ました。日本に来る前にタンザニアのドドマ大学で

２年間くらい日本語を勉強しました。２年間くらい日本

語を勉強したけれども話すのはあまりできませんでし

た。タンザニアでは日本語を話す機会があまりありませ

んから本当に日本語を勉強するのは大変だと思います。

私は日本の文化に興味があり、日本文化を勉強して日本

語を上達させるために日本に来ました。宮崎大学に来て

３ヶ月くらいはまだ友達が出来ていなかったから、いつ

も一人で学食に食べに行きました。本当にさびしかった

です。その時、日本語があまり上手じゃなかったので日

本人と話す時は何を話したいかをずっと考えました。宮

崎大学で初めての日本語の授業で先生が何を教えてい

たのかはあまり分かりませんでしたし、知らなかった漢字もいっぱいあったし、大

変でした。 

どんどん頑張って、今、前と比べるとたくさん上達しましたけれど、ちゃんと日

本語がうまく話せるようにもっと張りたいと思います。宮崎大学に来てから色々な

所に行って日本文化とマナーを勉強して様々な経験をしました。２０１５年３月の

春休みの間に中国からの友達とチーズまんじゅう販売のボランティアのために高千

穂に行って来ました。高千穂町で２日泊まって、高千穂の方と一緒におひさまチー

ズまんじゅうの販売の経験をしました。高千穂で色々な所に行って、高千穂の神話

の体験ができました、高千穂には緑がいっぱいあり、景色がとてもきれいでした。

今から２ヶ月しか残っておらず、もうすぐ帰国します。留学生活は大変なこともい

っぱいある一方、いい勉強になりました。 

  
 

私のいた日本 

リッキー・ジェンキンス 

                             (アメリカ インディアナ大学 

-パデュー大学フォートウエイン校) 

 

私は宮崎大学に留学しているリッキー・ジェンキンスです。去年の九月の終わり

にアメリカから来て、今年の八月に帰国します。約十か月宮崎にいますが、私は日

本語がまだそんなに上手ではありません。それでも、宮崎大学で日本語を勉強する

のはものすごく楽しかったです。私の宮崎大学での生活について書きたいと思いま

す。 

 日本に来る前に、アメリカで二年間しか日本語を勉強していなかったので、日本

に来てから、最初は日本人とあまり上手に会話できませんでした。覚えた言葉と文

法は今より少なくて、私の故郷に住んでいる日本人がほとんどいないので、アメリ
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カでは日本語があまり実際に使えませんでした。なので、日本に来たばかりの時、

話したかったら何か言う前に何言いたいかよく考えなければならなかったのです。 

 それに誰も知ら なかったので、最初は怖くて寂しかったです。でも来日の数日後、

空手道部の高橋先輩が審査会に誘ってくれました。その時、私は「あっ、これはチ

ャンスだ」と思って、審査会に行きました。そこで、空手道部のメンバーは自己紹

介したり、話しかけたりしてくれました。審査会が終わったら、私を食事にも誘っ

てくれて、食べながら、かなり仲良くなりました。あの最初の日本にいる一週間は

すごく楽しかったことばっかりです。 

 あの時から、色々な友達ができて、その友達といつも話していたので、早く日本

語を話したり聞いたりすることに慣れま

した。なので、いろんな素晴らしい経験

ができました。例えば、前期には、五ヶ

瀬に行ったり、カラオケ大会に参加した

り、友達の実家で正月を過ごしたりする

ことができました。今期は、広島・京都・

静岡と東京に行ったり、花見をしたりし

ました。私は日本語がもっと上手になれ

たので、これらのイベントが本当に楽し

く過ごせました。新しい友達ももっとできました。去年、ある友達に「友達を 100

人作ってね」と言われました。あれは冗談でしたが、今まで本当に友達が 100 人で

きた気がします。 

 日本で日本語を勉強するのは非常にいいことです。毎日日本人と話せるし、日常

生活を日本語でしなければならないので、とても勉強になります。海外で勉強する

のより速く覚えられます。私は日本語を勉強すれば勉強するほど、日本語の中でい

ろんな面白いことを見つけました。日本語は難しいとよく言われていますが、私に

は全然難しくないです。日本語と英語は類似点があります。例えば、日本語で「一

石二鳥」と言いますが、英語でも言います。違いも面白いと思います。アメリカ人

は英語で"live up to one's expectation"と言いますが、日本人は日本語で「誰か

の期待に答える」と言います。ちょっと違いますが、面白いと思います。日本人は

どのような考え方でこんな表現を言うかが気になります。日本語の勉強で新しい観

点で世界が見えるのは素晴らしい経験です。漢字の勉強はやはり難しいが、楽しい

と思います。新しい漢字を覚えたら、どんなところで見ても読めます。時には前よ

り今の読める漢字の方が多いことに気付きます。それは嬉しいことです。自分の上

達に気付けるのは本当に不思議で楽しい感じです。 

 宮崎に来る前に、JET に参加したいと思いましたが、今の方がそう思います。日

本のことが非常に好きになりました。日本人の優しさ・日本の自然・食べ物・文化

など本当にだんだん前よりも好きになってきました。絶対に戻ってきます。日本に

いる時一番気付いたことはコミュニケーションの大切さです。他の人とコミュニケ

ーションできるのは本当に素晴らしいことだと思ってきました。分かり合えれば、

お互いのこと全部を教え合えて、深い絆が作れます。私はこれからいろんな人々と

深い絆が作りたいと思います。日本で楽しく過ごした日々は決して忘れません。  
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（２）交流事業 
 （ⅰ）学術交流 

＊ブラウィジャヤ大学(インドネシア)の日本語関連 2 学科の訪問と交流 
  ・2014 年 9 月 
  ・訪問者(日本語支援教育専修)：工藤浩、立石健太、清水知慧美(いずれも M2) 
   ・引率者：藤井久美子 
＊ブラウィジャヤ大学(インドネシア)での日本語教育研修 
  ・2014 年 9 月～10 月  ・参加者：清水知慧美(日本語支援教育専修 M2) 
＊特別講演会「台湾における日本語教育の実情と種々相」 

     ・2014 年 11 月 17 日(月)  
・講演者(台湾東呉大学・日本語科教員)：王世和氏、蘇克保氏、張桂娥氏 

＊宮崎大学・東呉大学 修士論文合同中間発表会（日本語支援教育専修） 
     ・2014 年 11 月 16 日(日) 14:00～18:00 宮崎大学教育文化学部第一会議室 
     ・宮崎大学:4 名  ・東呉大学 4 名 
      ＊「2015 年大葉大学日語教学国際学術研討会」 
     ・2015 年 3 月 28 日(土) 9:00～17:30 台湾・大葉大学 107 会議室 
     ・菅沼龍夫学長、伊丹利明国際連携センター長 
     ・元宮崎大学日本語科主任・長友和彦氏(大葉大学)、藤井久美子氏(宮崎大学)が参加 
 
 

（ⅱ）留学生支援事業 
  ＊プロジェクト型受入留学生支援事業（第 28 回総会[2014 年 6 月 11 日]でさらに下線部

を訂正あるいは追加した。） 
1) 支援の対象は，海外からの受入留学生を含む本学学部学生および大学院学生から

なる 3 名以上の(訂正前は「2 名以上の」)グループとする。 
3） グループ代表には、留学生自身はもちろん、留学生との学習・研修・親睦等を

計画する日本人学生や、後援会会員もなれるものとする。ただし、公平を期する

ため、グループ代表になれる一人当たりの回数については、留学生は留学期間中

1 回まで、その他のものは年度内で 1 回までとする。（追加） 

＊「夜神楽見学」ほか 14 件の事業に、それぞれ 10,000 円を支援。 
 
 

（ⅲ）木犀会協力事業 
  ＊「留学生のための日帰りバス旅行：宮崎神話伝説巡り」(30 名参加) 
 
 
（ⅳ）協定締結に向けた協議 
  ＊ペンシルバニア州立大学インディアナ大学(IUP)(アメリカ)を訪問し、協議。 

[学生支援部の甲斐榮一氏の友人・金 容澤氏が勤務している大学] 
    ・協議年月日：2013 年 8 月 21 日、 

同大学・アメリカンランゲージ・インスティテュート・ライティング 
センター会議室にて協議 
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       ・訪問者：出口近士氏（国際連携センター副センター長） 
         菅 裕氏（教育文化学部学生国際交流委員長） 
         甲斐榮一氏（学生支援部学生生活支援課） 
    ・協議者：ミッシェル・Ｌ・ペトルッチ氏（国際教育・交流部局副局長） 
         金 容澤氏（同大学教員） 
         スチュアート・チャンドラー氏（アジア研究センター所長） 
    ・同大学とは 2015 年 4 月 9 日に「学生交流覚書」を締結した。 
 
 
 
 
 

  
 
（１）学生交流 
 （ⅰ）派遣 
   ＊私費交換留学生派遣 

氏名 留学先 国 留学期間 
泰  達人 M2 順天大学校 韓国 2015.8.1～2016.7.31 
津田 誠弥 U3 エヴァグリーン州立大 米国 2015.9.1～2016.6.30 
寺井 雅人 U3 インディアナ大学-パデュー

大学フォートウエイン 
米国 2015.9.1～2016.6.30 

小池 裕也 U3 エヴァグリーン州立大 米国 2015.9.1～2016.6.30 
          
    ＊日本語支援教育専修生の海外教育実習 
    ・順天大学校(韓国)：2015 年 9 月 14 日～2015 年 9 月 21 日 

氏名 氏名 氏名 
真栄田義正 M2 河本明日奈 M1 齋藤瑛依子 M1 
福元 祐麻 U4 松永由美子 U3 

 
・東呉大学(台湾)：2015 年 12 月 16 日～2015 年 12 月 23 日 

氏名 氏名 
河本明日奈 M1 齋藤瑛依子 M1 
種子田美伽 M1  大久保帆乃香 U3 

 
＊宮崎大学・東呉大学 修士論文合同発表会 
  ・2015 年 12 月 22 日(火) 10:00～15:50 
 ・東呉大学  ・審査協力：藤井久美子氏、寺尾智史氏 
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    ＊英語研修 
     ・共通教育 

氏名 研修先 研修期間 
樹本 龍馬 U3 EG  ACADEMY 

（フィリピン・クラーク） 
2016.3.6～2016.3.27 

田尻 颯大 U2 
黒木 凌司 U1 
井手 優太 U1 
三浦 広大 U2 

原田 千夏 U1 
 
・私費研修 

氏名 研修先 研修期間 
山崎 優希 
 

U1 
 

オタゴ大学ランゲージ 
センター(ニュージーランド) 

2016.2.18～2016.3.22 

 
     ＊異文化交流体験学習 
    ・嶺南大学校(韓国)：2016 年 2 月 21 日～2016 年 2 月 28 日 

氏名 氏名 氏名 
岩城千可子 U4 小谷  萌 U1 奥畑 薫乃 U1 

    
     ＊中国文化短期研修 

 ・南京農業大学(中国)：2016 年 2 月 25 日～2016 年 3 月 5 日 
氏名 氏名 氏名 
鬼塚  萌 U1 早川比香里 U1 武田 佑岳 U1 
井上  翔 U1 瀬戸口達洋 U1 甲斐あいか U1 
口脇  茜 U1 

 
   ＊短期派遣 

氏名 留学先 国 留学期間 
谷田部 岬 U1 キングモット工科大学 タイ 

 
2016.2.18～2016.3.17 
 岩永 彩季 U1 

 
 
 （ⅱ）受け入れ 
   ＊私費留学生 
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氏名 出身協定校 国 留学期間 
趙   乾 M2 雲南大学旅行文化学院 中国 2015.4.1～2017.3.31 
李  品慧 特別聴講 開南大学 台湾 2015.10.1～2016.8.31 
余  信翰 特別聴講 開南大学 台湾 2015.10.1～2016.8.31 
ユリヤ・ダオリオ 特別聴講 リュブリアナ大学 スロべ 2015.10.1～2016.9.30 
李  玄鎬 特聴聴講 順天大学校 韓国 2015.10.1～2016.8.31 
朴  星厚 特聴聴講 順天大学校 韓国 2015.10.1～2016.8.31 
韓  栽淑 特聴聴講 順天大学校 韓国 2015.10.1～2016.8.31 
レイチェル・ハワード 特別聴講 エヴァグリーン州立大 米国 2015.10.1～2016.9.30 
ジ・ユジン 特別聴講 釜山外国語大学 韓国 2015.10.1～2016.9.30 

   
＊国費留学生 

氏名 奨学金 国 留学期間 
ペドロ・ウィリアン 日研生 ET ブラジル 2015.10.1～2016.9.30 
フレディ・レオナルド 日研生 EJ タンザニア 2015.10.1～2016.9.30 
ユ・ボチャン 日研生 DJ 中国 2015.10.1～2016.8.31 

 
 
 （ⅲ）留学体験記（『学部学生国際交流後援会 Newsletter No.30』[2016.9.30]より転載） 

私を変えた一年間 

小池裕也（宮崎大学） 

私はアメリカにあるエヴァグリーン州立大学で一年間、交換留学をさせていただ

きました。以下に、エヴァグリーン大学に対しての印象、授業についての感想、そ

してエヴァグリーンでできた友達についての三つについて述べたいと思います。 

 まず、エヴァグリーン大学についてです。大学は森の中に位置しています。また、

図書館やコンピュータ室は学生が勉強をするために夜遅くまで開いていたので勉強

をするにはとても適した場所だと感じました。そして、学生がとてもフレンドリー

でした。例えば、ジムに併設しているサウナを友達と利用していた時、急に初対面

の人が私たちの話に入ってきて、結局一緒に 30 分ほど話をしたこともありました。

他にも、多くの人が私に話をかけてくれることがありました。驚いたこともありま

した。それは、LGBT（レズ、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの性的少

数者）に対する関心が非常に高いということです。大学のあちらこちらに LGBT を象

徴するレインボーフラッグが掲げてあり、“Queers belong here”という張り紙が

構内の壁に貼られているのを何度も目にしました。また、初対面の人からは「あな

たにはどの代名詞を使えばいい？」と聞かれることもありました。最初は何を言っ

ているのか理解できませんでしたが、質問してみると、LGBT である人に対しての配

慮だそうです。日本では、まだまだ性に関しての関心や配慮が遅れているように感
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じるので、とても印象深かったです。 

 次に、授業に関しての感想を述べたいと思います。授業は宮崎大学とは全く異な

りました。少人数クラスで、授業は講義やディスカッションそしてワークショップ

などで構成されていました。講義は、学生が自由に挙手をして質問ができるとても

インタラクティブなものでした。また、ディスカッションも学生主体のものでした。

アメリカ人の学生は積極的に手を挙げて自分の意見を主張していました。私は、最

初は発言できませんでしたが、徐々に慣れていき発言することが出来るようになり

ました。この経験は宮崎大学での講義でも活かすことができるといいなと思ってい

ます。また、予習の量も宮崎大学の授業と比べてとても多かったです。週に平均 150

ページ以上の本を読まなければいけませんでした。おかげで、英語力だけでなく忍

耐力もつきました。さらに、学生と先生との距離はとても近く、気軽にオフィスに

行ったり、メールをしたりして質問することが出来ました。そして、エヴァグリー

ン大学の最大の魅力の一つが学期末にある“Evaluation Week”でした。Evaluation 

Week とは、先生と 1対 1で面談をして、自分を評価してもらう期間のことです。先

生たちは、授業や課題を基に私のことを評価してくれました。自分がよくできたと

ころ、そうでないところが分かるので、自信がつき次の目標を定めることができ、

とても良い制度だなと感じました。 

 最後に、友人関係についてです。留学に行く前は友達ができるかとても不安でし

た。しかし、先ほども述べたとおり、エヴァグリーン大学の学生はとてもフレンド

リーで親切な人たちばかりでした。クラスメイトは授業中や授業外でも分からない

ところがあれば助けてくれたり、グループ活動になると積極的に私を誘ってくれた

りとしてくれました。そして、休日や週末になると遊びに誘ってくれて、いろいろ

なところに行きました。 

 最初は、カルチャーショックと自分の英語力不足で押しつぶされそうにもなりま

したが、それを自分の力で乗り越えることができました。この密度濃い約一年間と

いう留学経験を持つ私は、この先いろんな

困難にも果敢に立ち向かうことができる

と思います。残りの宮崎大学での一年半と

いう期間も将来教員になるために勉学に

勤しみ実りあるものにしたいです。以上が

私の留学体験です。              

 
 

半年の冒険 

  Chen YenAn(台湾・東呉大学) 
 

宮崎大学での交換留学はただの半年間。時間はあっと言う間に過ぎて、後 1 か月

くらいで帰国する。帰国後、大学を卒業するので、宮崎大学での生活は自分にとっ

て最後の学生生活だ。この機会を良く利用して、いい青春時代の思い出を残したい

と思った。大学に入ってから日本語を勉強しはじめ、大体３年半が経った。大した

理由はないけれど、ただドラマが好きで、勉強を続けた。2013年、国際ボランティ

アの経験で福岡大牟田市での生活をきっかけに留学先は九州に決めた。もし宮崎大
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学に留学しなかったなら、宮崎へ来る機会はなかっただろう。 
 日本へ来て、最も大事なのは日本語を勉強する事。授業では先生から様々な知識

を教えられて、日本のメデイアやビジネス用語などを勉強した。日本語はもちろん、

九州の地理や歴史なども教えられて、自分が半年間生活する土地を知った。宮崎大

学は取りたい授業は大体取れる。日本語だけの授業に挑戦したい人にとって、すご

くいい機会だ。日本人学生の中に混じって、レポートやプレゼンテーションをする。

これは今まで勉強した能力を試すところだ。自分はもっと日本語力を身につけたい

と思う。 
 日本にいると、授業以外の時間もいろいろ勉強できる。国際交流宿舎は日本人と

の交流機会が多く、日本語を話す機会も増えた。台湾にいる時、話す相手はほぼ先

生、いくら友達みたいでも、世間話は無理だ。同年代の友達とののおしゃべりはい

い勉強だ。言語が上達するために、文化は必要な一つの要素。文化を理解していな

いと、上手に話すのは無理だと思う。映画、ドラマ、漫画、小説などは文化を知る

道具。日本にいると、手に入れるのは楽になる。学校の授業以外、日本語を習うの

も楽しいこと。 
 今回は宮崎大学のホームビジット初体験者となった。宮崎名物冷汁とお盆団子を

作った。自身は豆腐が大の苦手。しかし、ホームビジット先の平原先生のオリジナ

ルレシピは美味しかった。豆腐が全然食べられない私も美味しく完食。自分の母が

知ったら、びっくりするかもしれない。台湾へ帰った後も、作りたいと思っている。

平原先生の旦那様と一緒に高校野球を見た。自分の祖父は自身がまだ小さい時、亡

くなったので、新鮮な感じで、楽しかった。家族全員食卓を囲んで、食事するのが

最も好きな体験。こんな習慣を残している日本だからこそ、経験がない外国人に体

験させて、日本文化をもっと知ってもらうことができるだろう。ホームビジットの

機会で日本の家庭生活を体験した。これも留学でしか体験できないことだ。もし、

これからもホームビジットができるなら、すごく良い事だと思う。 
 台湾では実家に住んでいる。大学生活は授業

しかなくて、部活に入っていないため、授業が

終わったら家に帰る。大学生活は良くないとは

言えないけれど、授業以外の活動は学校でする

のではなく、国際ボランティアや海外旅行など

を自分で探して、自分で計画して一人で行う。

学校は知識を身につける場所だが、それ以外の

記憶はあまりない。宮崎大学での留学生活は私

にとって楽しい学生生活であり、キャンパス生

活はすごくいい経験だった。台湾の大学ではし

ていない事を宮崎大学でしたから、今ならいい

大学生活を過ごしたと言える。 
 宮崎大学の留学経験を自分の未来に活かし

たいと思っている。ここで出会った人々は自分

の大事な財産であり、忘れられない青春の一ペ

ージだ。  
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（２）交流事業 
 （ⅰ）学術交流 

＊ブラウィジャヤ大学(インドネシア)での日本語教授(Visiting Professor) 
  ・2015 年 9 月  

・教授者：藤井久美子教授(日本語支援教育専修) 
      

＊宮崎大学・東呉大学 修士論文合同中間発表会（日本語支援教育専修） 
     ・2015 年 12 月 22 日(火) 9:45～15:30 東呉大学外語学院会議室 
     ・宮崎大学:2 名  ・東呉大学 6 名 

（ⅱ）留学生支援事業 
      ＊「えびの高原考察」(ル・ペイアン)等、5 件の事業に後援会からそれぞれ 1 万円を補助。 
 
 

（ⅲ）木犀会協力事業 
  ＊2016 年度に向け、木犀会との新たな親睦事業として、受け入れ留学生のホームステイ 

あるいはホームビジットの受け入れの検討を行った。 
 

（ⅳ）その他 
  ＊「留学相談会」 
   ・2015 年 11 月 9 日 16:40～18:10 
   ・教育文化学部 L306 
      ・11 名が参加 
  ＊インドネシア・ブラウィジャ大学での日本語教授 
   （インドネシア政府がビジティング・プロフェッサーとして招聘） 
   ・2015 年 9 月 2 日～9 月 6 日 
   ・派遣教員：藤井久美子氏 
  ＊協定校への日本語教師派遣 
   ・派遣：日本語支援教育専修修了生 
   ・順天大学校(韓国)---衛藤理絵、長倉あかね、真栄田義正 
    南京農業大学(中国)---竹内七奈 
    ブラウィジャ大学(インドネシア)---立石健太 
  ＊エヴァグリーン州立大(アメリカ)の学部長と留学担当職員の来訪 
   ・2016 年 3 月 1 日 
   ・訪問者：デイヴィッド・マカヴィティ学部長 
        マイケル・クリフソーン留学担当職員 
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＜小冊子＞ 

 ＊『大学におけるリカレント教育の推進について 
          ～21 世紀の生涯学習社会における新しい大学教育を求めて～』 

文部省科学研究費補助費補助金(国際学術研究)大学間研究 研究報告書 1999 年 3 月 

 
＊宮崎大学教育文化学部学生国際交流委員会(編) The Evergreen State College---Miyazaki 

University, A History of Exchange 1982-2002    2002 年 

 

＊宮崎大学大学院教育学科学校教育専攻日本語支援教育専修(編) 
                     『日本語支援教育研究報告書』2005 年 3 月 

 
＊岡林 稔「順天大学校との 15 年交流史」 

Proceedings of the University of Miyazaki and Sunchon National University 
Academic Exchange Agreement 15th Anniversary Symposium.  October, 2007. 
 

 ＊堤 節子「エヴァグリーン州立大学における学際的教育実践について」 
『宮崎大学生涯学習教育研究センター研究紀要』2007 年 3 月 

 

  ＊宮崎大学教育文化学部学生国際交流委員会(編) 

The Evergreen State College---Miyazaki University    
Faculty Connections 1982---2007  2007 年 

 

 ＊宮崎大学教育文化学部学生国際交流委員会(編) 

The Evergreen State College---Miyazaki University    
Faculty Connections 1982---2007,  2007 年 

 

＊Proceedings of the University of Miyazaki and Sunchon National University Academic 
Exchange Agreement 16th Anniversary Symposium.  December, 2008 

 

＊宮崎大学教育文化学部学生国際交流委員会(編) 

『東呉大学外国語学院―宮崎大学教育文化学部 交流の歴史 2003-2010』2010 年 

 

＊宮崎大学教育文化学部学生国際交流委員会(編) 

『宮崎大学教育文化学部学生国際交流後援会 四半世紀の歩み 1987-2011』2011 年 

 

 ＊宮崎大学大学院教育学科学校教育専攻日本語支援教育専修(編) 
『蔡 茂豊先生 講演録』2011 年 3 月 

 

  ＊長友和彦、井上修一、平瀬 清 

「宮崎大学大学院教育学科学校教育専攻日本語支援教育専修 開設から現在までの足跡」 
『日本語支援教育専修紀要 第 1号』2011 年 
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＊東呉大學外國語文學院・日本語文學系(編) 

『東呉大學與宮崎大學學術交流概況 2003---2012』  2013 年 3 月 

 

＊宮崎大学広報戦略室(編)『平成 27 年度 宮崎大学概要』2015 年 7 月 

 

 ＊宮崎県(編)『海外技術研修員・県費留学生 研修・留学報告書（平成 27 年度）』2016 年 

 

 ＊公益財団法人 宮崎県国際交流協会(編)『South Wind（サウスウィンド）』定期刊行雑誌 

 

 ＊宮崎県商工観光労働部・観光経済交流局・オールみやざき営業課(編) 

                     『平成 27 年度 宮崎県の国際化の現状』2016 年 

 

 

＜書類資料＞ 

 ＊『教育文化学部 短期派遣生名簿（1987～2014）』宮崎大学 GSO 資料 

 ＊『教育文化学部 留学生名簿(協定等による受入) 宮崎大学（1987～2010）』GSO 資料 

 ＊『私費留学生奨学金受給者一覧（1987～2014）』宮崎大学 GSO 資料 

 ＊『学生の海外語学研修について』宮崎大学 GSO 資料（2014 年 5 月 8日作成） 

 

 

＜写真＞ 

 ＊個人アルバム（平瀬所蔵） 

 ＊「イギリス・キール大学」「サンディエゴ州立大」「釜山外国語大学校」「嶺南大学校」 

「上海交通大学」（インターネット・ホームページ） 

 ＊エヴァグリーン州立大編(冊子) 

『エヴァグリーン×兵庫県立大 25 Year—Each Day a Gift』(2006) 

 ＊宮崎日日新聞社 

 

 

＜その他＞ 

 ＊宮崎大学教育(文化)学部学生国際交流後援会編『Newsletter』 

[No.1(1987 年 11 月)～No.26(2011 年 6 月)] 

  ＊『宮大学報』 

 ＊宮崎大学『キャンパス・ニュース』 

 ＊宮崎大学生涯学習研究センター編『かけはし』 
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[学内] 

 ＜教員(退職者も含む)＞ 

* ガイ・バタワース氏(教) * 高須  金作氏(教) * 岡林  稔氏(教) 

* 長友  和彦氏(教) * 草野  勝彦氏(教) * 谷本 美彦氏(教) 

* 菅    裕氏(教) * 竹井  成美氏(教) * 藤井久美子氏(教) 

* 上原  徳子氏(教) * 中林  健一氏(教) * 高野  泰邦氏(教) 

* 碇   哲雄氏(工)  * 足立  泰二氏(農) * 永田  雅輝氏(農) 

  

 ＜職員(部署は協力時のもの)＞ 

* 本田周一郎氏(教・教務) * 守矢    浩氏(農・教務) * 瀬口 智子氏(工・教務)  

* 甲斐  榮一氏(GSO) * 日高真紀子氏(GSO) * 斎藤  義弘氏(GSO) 

* 石川  沙希氏(GSO) * 松田  愛菜氏(GSO) * 小金丸潤子氏(GSO) 

* 森  勝彦氏(大学図書館) * 宮崎 孝行氏(学生支援課)  

     

 

[学外] 

＜留学経験者＞ 

* ロイド(旧 押川)真弓氏 * 河野(旧 妙清)睦子氏 * 田中(旧 日高)友子氏 

* 若松  公一氏 * 荒瀬   甫氏 * 島田  繭乃氏 

* 衛藤  利絵氏 * 西坂  祥平氏 * 山内美貴恵氏 

   

＜宮崎県商工観光労働部・オールみやざき営業課・国際交流・旅券担当＞ 

* 渡辺  智裕氏(主幹) * 濱砂  充生氏(主査) 

 

＜宮崎県国際交流協会＞ 

* 川添    桃氏 

 

 ＜宮崎市＞ 

* 新谷喜久子氏（宮崎市企画財政部秘書課・国際交流係） 

* 荒武千穂氏（宮崎市教育委員会 教育情報研修センター） 

 

 ＜清武町＞ 

* 窪田  里佳氏（清武町国際交流協会） 

* 長友ひとみ氏（清武町国際交流協会） 

 

 

★以上列挙した方々の他にも、数えきれないほど多くの方々のお世話になりました。この場をお

借りして、お礼申し上げます。 
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資   料 

 

 

（１） ガイ・バタワース氏「めざそう国際交流発展」[『宮日』1986 年 7 月 24 日] 

 

 

（２） 「学部学生国際交流後援会規約」 

 

 

（３） 「今秋にも第 1 陣誕生（後援会発足）」 [『宮日』1987 年 4 月 16 日] 

 

 

（４）東呉大学との協定調印を伝える記事[『台湾中央日報』2004 年 9 月 7 日] 

 

 

（５）「異文化交流体験学習(順天大学校)」受講生募集チラシ[2001 年 11 月] 

 

 

（６）「宮大の生涯学習研究報告 教育の役割重視」[『宮日』1999 年 4 月 18 日] 

 

 

（７）「そこが聞きたい ～交換留学～」（『宮日』2011 年 4 月 4 日） 
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資料 ⑦



宮崎大学教育学部／教育文化学部

1974～2016
国際交流の歩み

発行者　宮崎大学教育学部・教育学研究科
　　　　国際交流委員会

印刷所　株式会社　印刷センタークロダ
　　　　電話 0985－24－4351

 

 

 本書は、そのタイトルの通り、1974 年から 2016 年までの宮崎大学教育学部／教育文

化学部での国際交流の歩みをたどったものです。本書にも明らかなとおり、わが教育学

部／教育文化学部は早い時期から本学の国際交流の一大拠点としての役割を積極的に

果たして参りました。そして、2016 年 4 月の改組により教育文化学部は教育学部へと

名称が変更となりましたが、この節目に、これまでの学部教員および学生の国際交流活

動の歴史を振り返り、記録として残しておきたいという強い希望が国際交流委員や歴代

の国際交流委員から出されたのです。この気運に力を得て、教育学部・教育学研究科国

際交流委員会が本書をまとめることができたのは誠に嬉しい限りです。 

しかしながら、本書出版の意義をお認めくださり、出版についてご高配いただきまし

た添田佳伸教育学部長の温かいご支援、ならびに本学における国際交流活動に永年携わ

ってこられた平瀬 清元学生国際交流委員長の骨身を惜しまぬご協力なしには本書の

出版は無理でした。両先生には心より御礼申し上げます。また、様々な形でご協力いた

だきました多くの教職員や卒業生、学生の皆様、本当にありがとうございました。 

国際交流委員会は、本書に著わされた国際交流の豊かな歴史を肝に銘じ、今後ともわ

が学部の国際交流の灯を絶やすことなく、これをますます大きく育ててゆきたいと考え

ております。本書がそのための一里塚となりますように。 

 

                                 2017 年 1 月 

 
宮崎大学教育学部・教育学研究科 

国際交流委員会委員長 
新名桂子 
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