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蚊近、日本人学生の海外留学が大きな注目を集めています。その理由としては、’１本人海外留学荷数の減少に兄ら

れる「学生の内向き志向｣、それに、海外での安全管理などを挙げることができると思いますが、本学の国際化を推

進していくためには学生の海外派遣は是非とも欠かせないものであり、今後も砿極的に推進していく必要があります。

派遣留学の推進には様々 な方法が考えられるでしょうが、今向のニュースレターで取り」二げる１ヵ月未満～１２カ

ノlの短期留学は、州11や卒業・就職という点で学化にとって比校的影響が小さいと考えられることから、再び海外帯

学にFlを向けさせるための「呼び水」になると期待されています。そこで、今Ii1Iは、国際センターが実施している短

期海外語学研修を含む短期留学を111心に最新情報をレポートすると共に、学生を海外に派遣する際の注意点について

まとめてみました。
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研修費用

概算

学生の語学力向上や異文化体験のために、征年、春期（２月～３月）と夏期（８月～９月）の約１ケ月間、学生を

海外に派遣するものです。春期はオークランド大学EnglishLanguagcAcadcmy(ニュージーランドオークランド市）

に、奥期は復旦大学国際交流学院（中国上海）と南イリノイ大学CenterorEllglishasaSecolldLanguage（アメリカ

イリノイ州）に学生を派遣しており、オークランド大学と南イリノイ大学の研修に関しては、毎年約１０名程度の学

生が参加しています。

奨学金など鰻継召驚F契皐驚需瀧義書に提供されます。

往復航空運賃、研修費、滞在費、企画旅行手数料などを含む

復旦大学国際交流学院……約２５万円

南イリノイ大学ＣＥＳＬ……約４５万円

オークランド大学ＥＬＡ……約４０万円

棚･KIにある交流協定校、慶北大学校が日本の協定校に所属する学生を対象に実施する一週間秘度のプログラムです。

州KlI譜授業、靴11;|文化体験、歴史的文化遺産の見学等が含まれており、短期間で充実した文化体験ができるプログラ

ムとなっています。また、日本語のわかる韓国人チューターがプログラム期間中の様々な活動をサポートしてくれま

すので、非常に安心できるプログラムです。「外国の大学生と直接触れ合いたい」という日本人学生には非常に良い
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慶北大学夏休み韓国文化体験プログラム
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プログラムであると思います。
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＊免除対象者以外は自費

●滞在費､渡航費などは基本的に
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ilIamhappytohearthatyouarcdoiｎｇｗｅｌｌａｎｄｌａｍｃｕｒｉｏｕｓ１ｏｗｈａｌｖｉｅwshavcchanged,couldyoucxplainwhat

youhavedecided？Ⅱ

先'１、このような文而のメールを受け取りました。研修先で知り合った、あるＳＩＵの学生からでした。

僕が以前、「SIUでの研修以来、自分の考え方が変わった。新しい目標もできた」と盤いたことがあり、彼

は「具･体的に何が変わり、何を決意したのか」を尋ねてきたのでした。真面目な性格同士で気が合ったの

か、彼と僕はすぐに親しくなりました。ルi}|聖|前には彼の寮に招いてもらい、’１本とアメリカの文化につい

て、諦り合ったりもしました。

しかし、研修を決意した当初、僕は自分が内向きな性格であり、まして英語でコミュニケーションがで

きるだろうかと、不安を感じていました。それでも、英語を学びたいというＩＩ的意識を持ち、自分の価値

観をはっきりと主張したことで、彼のような共感できる人に出会うことができました。やみくもな砿極性
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よりも、確かなスタンスを持ったことが、真っ直ぐな自己

表現につながったのだと思います。

日本好きのホストファミリーや、様々な国濡・年齢のク

ラスメートたちに、まれ、毎日のコミュニケーションは、

とても濃く､新鮮なものでした。そして､そのコミュニケー

ションを通し、日に側に僕は、自分の価値観と彼らの価値

観の違いに気づかされていきました。ＩＲＩ際交流の場は、英

語を学ぶことだけでなく、「英語を通した学び」を僕に経

験させてくれたのです。

1.1頭の質問への返信に、こう書きました。
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lhcrc､１１

．研修から持ち帰った多くのものは、これからも僕の一部

として、成長の土台になってくれると考えています。

ＵＦＦ画宮口声韓-p舜郡
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総合科学部人間文化学科１年酉藤芙美

私たち徳島大学やその他Ｈ木各地の大学から

１６名が参加し、８名の韓国人学生を交えて一週

間研修を行いました。

私がこの研修に参加した動機は単純で､「せっ

かくの大学の夏‘休みなんだから、どこか安くて

楽しそうな海外に行きたいな」でした。

韓国の学生たちは外国人だと思えないほど上

手に日本語を話せたために、コミュニケーショ

ンをとるのは難しくありませんでした。そのた

め、毎日研修が終わった後には一緒にごはんを

食べたり、遊びや買い物に行ったりするほど仲

良くなりました。

研修では、本当にいろいろなことをさせてもらいました。あいさつなどの日常会話やハングルの読み方

を習ったり、靴国のコミックバンドの曲をみんなで歌ったり、緯|:K1の国技であるテコンドー体験や、緯同

料理教室など……。授業で習った言葉を実際に街に出て‘使ったりして、会話できた時は本当に嬉しかった

です。世界遺産である「海印寺」や「仏国寺」への観光も、韓国の学生たち彼ら自身がその場所について

調べ、彼らの言葉で案内をしてくれたことが印象に残っています。ずっと彼らと一緒にいたことで、韓国

への文化、言譜に対する関心がとても強くなりました。この研修に参加するまで、私は韓国に特に興味が

あったわけでもなく、ハングルも全く読めず、K-PoPという言葉すら知りませんでした。だからこそ、こ

の研修は本､'ｲに新鮮で、毎日新しいものに出会い、知り、本当に幸せな時間を過ごすことができました。

なにより、心から一緒にいて楽しいと思える、妓商の友達もできました。次に会えたときは韓国語で話が

できればいいなと思って､今は自分で韓国語を勉強中です。そして研修から半年が経った現在も､Facebook

やSkypcで連絡を取り合っています。年末にはそのうちの３人と日本で再会しました。彼らと国境を越え

て友達になれたことを心から雌しく思い､これからも交流を続けていきます｡手軽に参加できる研修なので、

みなさんも研修に参加してこの感動をぜひ味わってみてください。

(2)交換 留学

徳肪大学の交流協定校に３ヵ月～１２か月間学生を派遣する制度です。

交換留学の場合、派遣先大学で通常授業を受識することが多いので、授

業についていけるだけの-|-分な語学力とりjiIIIl分野に関する基礎知識が

必要になります。

交換需学の最大のメリットは、「派遣先での授業料が免除される」と

いう点にあるかと思いますが､授業料免除を受けるためには徳島大学に

授業料を納付することが必要となります。従って、交換留学の場合、派

遣学生が負担するものとしては、徳島大学への授業料以外では、往復航

空運賃、現地での生活費（食礎、アパート貸賃料などを含む)、海外留

学用保険といったものが挙げられます。

…３．．．



慶北大学が提供している交換留学生向けの特別プログラム（３～１０ヶ月）です。このプログラムでは、殆どの授業

（｢韓国の歴史｣、「韓国経済の今｣、「環境問題」など）が英語で提供され、希望すれば韓国語の授業を受識すること

もできます。また、このプログラムには、日本やアジアからだけでなく、ヨーロッパ、オセアニア（オーストラリア、

ニュージーランド)、北米、中火などからも、多くの学生が参加しており、多彩な文化を体験するｌ:でも非常に有意

義なプログラムだと言えます。

「韓国で英語ねえ…」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、授業のほとんどが英語で行われている事、多

彩な腿Iから来ている留学生と共に学べること、費用而でも非常にリーゾナブルであることを考えれば、本学の日本人

学生にとっては非常に有意義なプログラムであると思います。
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往復航空運賃、滞在費、海外留学用保険を含む

・欧米圏……年間約１５０～１８０万円

・中国・韓国……年間約７０～９０万円

留学費用

概 算＊１
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奨学ど釜留学生交流支援制度(短期派遣)奨学金学内奨学金への応募が可能な

昌雲…閏蕊W禽皇一

単位認定所属部局の専門科目への単位認定が可能

一

徳励火学への授業料は含まれていません。滞従饗には、大学寮没（またはアパート随伐料)、食挫、光熱典交通礎などが念まれて
います。

排j4'k交流支援制度（蝿川派辿）災’j‘:金、学内奨学金については、Ｉ１ｉｌ際諜にお問い合わせください。
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授業料|……………………….……………………………

３名まで免除

(徳島大学への授業料は免除されない）

滞在費|…………………………………………
基本的に自己負担

奨学金|…………………………………………
留学生交流支援制度(短期派遣)奨学金、

学内奨学金､韓国政府奨学金などへの

申請が可能

その他|……………………………………………
韓国語能力は不問

(ただし､ある程度の英語能力は必要）

』



授業はすべて中国語で行われ、行った当初はほとんど中国語が聞き取れなかった私はかなり苦労しまし

た。ほかの国から来たクラスメートとも中国語で話さなければならないので、コミュニケーションをとる

ためにもリスニングと会話の勉強が必要不可欠でした。初めは武漢の辛い食べ物に慣れなかったり、日本

とのギャップが激しすぎてなかなか受け入れられなかったりなど、勉強以外にも苦労したこともたくさん

ありました。しかし、これが中国・武漢という地なのだということが受け入れられてからは、自分の中で

も当たり前になり、日本に帰ってきてから逆に中国とのギャップに驚いたほどです。

留学中、様々な土地へ旅行に行きました。一番印象に残っているのは２０１０年２月に東北部の吉林省・

長春と黒竜江省．ハルビンに行ったことです。武漢から汽車で約２５時間かかり、これだけ長い時間汽車に

乗るというのもＦ１本ではなかなか体験できないことですが、それ以上に長春・ハルビンの寒さが印象に残

りました。長春は旧満州国の首都だったということもあり、日本とよく似た建物があってどこか懐かしい

感じがしました。ハルビンには氷でできたとても美しい彫刻があったりと、武漢では‘体験できないことも

多く、旅行によって土地それぞれの特色が見られてよかったと思います。

留学によって得られるものは語学力だけでなく、一生大切にしたい友人や経験など、その土地に行かな

ければ出会うことができないもののことの方が多いということが今回の留学で実感することができました。

これからはこの経験を縄にして、また武漢で得た中国語を活かして仕事がしたいと思います。最後に、留

学を決意する一番大きな理曲となった交流事業に参加する機会を与えてくださった先生方と、留学に関

わってくださった先生方に感謝したいと思います。
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総合科学部人間社会学科法律経済コース石原史
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私は２００９年９月から２０１０年７月まで中国湖

北省にある武漢大学（留学生教育学院）で語学

留学をしました。武漢大学を選んだ理由は徳島

大学と提携があるというのもありましたが、

2009年３月に大学の交流事業でこの大学を訪れ

ていたからです。もともと留学してみたいとい

う気持ちがあった私にとって実際にI+１回の大学

を見学できたことは良いきっかけとなりました。

実際に留学してみると、短期間の訪問では分か

らなかったことや体験できなかったことなどが

多く、留学に来てよかったと思いました。
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蔵本キャンパス留学生支援室／蔵本会館２Ｆ（火曜午後）

）（2010年度交換留学体験記一慶北大学lnternationalEducationProgram(lEP）

国際課国際交流係川人公美／常三島キャンパス４号館１Ｆ

TEL,0８８－６５６－７０８２図ryugakuk＠jimtokushima-u・ac・jｐ

こんにちは。私は総合科･学部の人間社会学科欧米言語コースに所属している三年の奥野啓輔といいます。

韓国のデグというところにある慶北大学に、交換留学生として一年行ってきました。留学の目的や苦労し

た事、学べた事をここで述べる事で今後留学を志望している方々のお力になれればと思います。

英語専攻の私がなぜ韓国留学に至ったかといいますと、奨学金をいただきながら英語と韓国語という二

つの外国語を学習できる素晴らしいプログラムに参加できる機会に恵まれたからです。もともと大学時代

になにか大きなことに挑戦したいと考えていたため決断にはあまり時間がかかりませんでした。

授業内容は､基本的には英語で行われる幅広い分野の講義から興味のあるものを受講します｡私は英文学、

英語教育の講義を中心としていました。経済学、歴史なども受講可能です。また韓国語で行われる韓国語

の講義もあり、言語と学問が同時に学べます。しかし、苦労した事もたくさんありました。留学当初、韓

国語を一度も学んだことのない私が、韓国語で韓国語を学ぶというのはどうも無理な話です。ホームシッ

クもあり、最初の一か月は大変苦労した

「

、
）と記憶しております。しかし、毎日韓国

語に触れ、コミュニケーションをとるう

ちに、どんどん'慣れてゆき三カ月後には

ある程度理解する事が出来るようになっ

ていました。帰国直前には、韓国人と韓

国語だけで会話出来るほどに成長しまし

た。これは大きな自信になりました。韓

国語だけでなく、英語の講義、英語圏か

らの留学生との交流で英語も十分に学ぶ

事が出来たと確信しています。

学べる事はこれだけではありません。

異文化理解、海外から見た日本とは、韓国料理がいかに美味しいかなど数えきれません。留学で学べる事

は人それぞれです。それがどのようなものであれ、きっとあなたの視野の幅を広くしてくれるにちがいあ

りません。いままで育った環境から離れ、まったく知らない異国の地で生活するのも悪くないですよ。
可

､童Jタ

国際センター准教授坂田浩／新蔵キャンパス日亜会館２Ｆ坂田研究室（月～金）

TEL,0８８－６５６－７１９９区Ikobayasi＠isc,tokushima-u､acjp

、国際センターでは､短期海外語学研修､交換留学以外にも､相談｡支援サービ

スを提供しております｡お気軽にご相談下さい。



派遮国からの退避ならびに渡航の延期を実施するレベル
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一般的には、危険情報レベルが「十分注意してください｣、「渡航の是

非を検討してください」であれば、渡航には支障がないと判断される場

合が多いのですが、それ以外の「渡航の延期をお勧めします｣、「退避を

勧告します」が発出されている場合には、渡航の延期・中止や帰国につ

いて具体的に考慮する必要があります。

安全な海外派遣を行うために…

アメリカでの同時テロ以降、海外における安全・危機管理は非常に大きな問題になっていますが、基本的

には「出国前の準備を十分に行っておく」ことでかなり対応することができます。ここでは、「最低限これだ

けは…｜という項l-lについて少しだけ解説をしておきます。

退避を勧告します。

渡航は延期してくださいｃ

(1)外務省「海外安全ホームページ」で渡航先の情報をチェック

短期間の海外出張などの場合に「クレジットカードに海外旅行の特約があるから大丈夫」と言われる方も

いらっしやるようですが、クレジットカードに附属している海外旅行特約は、補償限度額（特に病院での治

療に閏する補悩）などの点で十分とは言えない場合が多くあるようです。特に、海外で緊急手術を受けるこ

とになった場合などには、｜:1本では考えられない額の治療愛を請求されることもありますので、是非、海外

旅行川保険に加入しておくことをお勧めします。

なお、クレジットカードの海外旅行特約と海外旅行用保険の両方に加入していた場合、補悩限度額は両保

険を合算したものとなり、双方に保険料の請求を行うことができます。

外務省の海外安全ホームページ（http:"www､pubanzen・mofm,go・jp/）では、治安が激しく悪化したり、災害、

騒乱、その他の緊急事態が発生したり、その危険性が高まっていると判断された場合には、その国（あるい

は地域）に対して以下の４種類の「危険情報」を発出しています。

(2)海外旅行用保険に加入する

渡航にはさほど支障はないレベル十分注意してください
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画

ｒ
ｉ
同
Ｌ 渡航の是非を検討してください渡航の是非について検討を要するレベル

。、画面＝-..Ｆ‐.ＦＤ･陽・画報毎。重鋼寓1Z◆或汽〃I･窃掴・曇Z窮屈○Ｆ疲趣ＺＺ

ｒＹ。-ｒ〒戸了■Ｆ■Ep茸ｐｒＤ働切ＤＭ６凸

面｡nコインフルェシプ賃1員堀■･芋q９４両◆.Rも出11●陰唖晦

ヰｰｰ砥一己p'千,唾Ｆ昼室戸Q量３種
屯Ｙ．雰葬『鈍“剖二と唖”・■090.ﾛ応令炉』吃1,当
傍呂･ひ少底抽、返り必

◆誇８１匁ﾕ勺７

率､』麺うせ鈍－ｍ△］fJR郡師wfr咋孟７劃囚喧』2

.狐胤l塑型垂nXLl麺腿◆配1縮』再７
廿蚕‐星野lｨ”9砿給釦惑Qnいま'9.『奄画ｆ

ＲＵやＤＬＪｍＱ星MBf』』２

。｡一々 君",ザー ﾛ畳q…毎口零空軍
鰹ぜへ免字司轡９ユ西＝苧霊一派r竺豆RRql移争ｰⅡ画.起立聖

Ｔ正ヂ･唖＝ｒ型_均喧&堂◆雲間毎到

り罰､号『】q･耳､ﾜQ苛粘･』墨イニＦ､ＷＯ:…ヂ曙噛二町一皿】画可､耐-Ｗ､１句

回避ＰＬＭＷｐ~迂麓JOD０句序,1.1

…’‘….園,!｜謎息……
●室傭､f八画向塑

ｉ裂観２厘岨………●。■、酉宜型＝

･露斌Ａｚ'.‘?t迫Ｉ◆韓B昼唇

匡 罰
忘れずに１

畷鍾IiiI′
開ｐＨ蝿逗画》

唾I協耀諾苗
錘重刷…幸

渡航の延期を具体的に検討するレベル渡航の延期をお勧めします

0Ｍ

… ７ …

ロ・辱蛍荊乳面貫’し，島・－’昌唾珂画再ユ丘伊卜己ぱ･丘９ロ画タト型･;寺b…･‘＜０ｎｏ宮司屯＝郡

１１劃■画１０呈亀q立亜巧且可７nｹ豊的も.群里Ｖｍ４ Ｉ諏買1画可璽玉

I認鯉豊需リ

霞

Ｍ団Fハタ冊溌i海外安全ホームページ

ＩｏＬＦ５~〕に､封ずい■Ｐ唾'障り鍾一１

I●２万南面誼五句ｐ曲伊血■ぬ凸酷IＩ｡‘･胃‘Ｌ」・’｡,Ｆ画｣－Ｑ・・つ・［．・・‐一一Ｌ

■

誤認

雪Ｆ一・劃鍾軍

轡l鵠Ｌ



‐
）

同国際ｾﾝﾀー ﾆｭー スト2０１．１．３ Ｎｏ－－１５

ことから、大学側としても非常に安全な選択肢と言えるでしょう。

多くの研究室が大学院生などを海外の学会などに派遣しているかと思いますが、安全の面から言えば、「受

注型企、旅行という形式で学生を派遣する」方が望ましいのかもしれません…。

(3)渡航の方法について検討する

,・・８．.‘

、／航空券の購入方法について

蚊近ではオンラインで格安航空券を賊入される方も多いようですが、安全管理という面では、旅行業者な

どを通じて航空券を購入された方が良いようです。例えば、渡航先で大規模な自然災害などに巻き込まれた

りした場合、３ヶ月以上の滞在者に関しては「在留届」を基に安否確認が行われますが、それ以下の短期滞

任者に関しては旅行業者などが保管する賊入記録などを基に安否確認の作業が行われます。オンラインで格

安航空券を購入した場合には、購入者がどこで航空券を購入したかを把握するのが難しいこともあり、調査

に手間取る場合も多いようです。

少し手間はかかるかもしれませんが、航空券を購入される場合には、旅行業者をご利用になった方が良い
と思います。

、／学生を派遣する場合

学生を海外に派遣する場合にも安全智理上の配慮が求められる場合が多く、非常に注意が必要です。

例えば、これまで海外研修などで学生をグループで海外に派遣する場合は、「旅行業者に航空券などの発行

を依頼する」形式（いわゆる「手配旅行」形式）で派遣することが多かったのではないかと思われますが、

この形式では、派遣期間中に発生した事件・事故に対する対応は、派遣者自身（つまり大学など）に求めら

れる場合があり、注意が必嘆です。

現在、国際センターで展開している短期海外語学研修は、航空券や保険だけでなく、研修企画自体を旅行

業者に依頼する「受注型企画旅行」という形式で事業を展開しています。

この受注型企画旅行においては、

可
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今大学などからの要望に応じて旅行業者側が企画を立案・実施する

字派遣期間中|こ発生した事件・事故に対する初動時の対応は、基本的|こは旅行業者を中心に行う
、
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南台科技大学]兵学部とのiHjで２０１０年３ﾉ1に学術交流協定が締結された。

［陵大学ホームページhttp://ｅｎｇｗｗｗ,stut､edu･ｔｗ／］

ザ

コロラド大学ボルダ一校UniversityofCoIoradoatBouIder（アメリカ）（工学部との部局間協定）

国際センターニュース2０．１１．３ Ｎｏ．１５

… ９ …

新規交流協定校 と|＃
2010年度には以下の３校と学部間協定が締結されました。

南台科技大学SouthemTaiwanUniversity（台湾）（工学部との部局間協定）

１９６９年の創立｡台湾永康市に位慨

する私立大学である。工学部、商学

部、人文社会学部、デジタルデザイ

ン学部が設置されており、学科２５，

修士課程１２、博士課程３から椛成さ

れている。教職員約８００人、学生約

18,000人（うち留学生約１７０人）

が在籍している。徳島大学１２学部と

層諒熟

■■

巳.

~

１８７６年の創立｡ロッキー山脈の麓、

アメリカ合衆国ボルダーにある、州

立の総合大学である。地元の人々の

間ではⅢCU1'という愛称で親しまれ

ている。約３万人もの学生が在籍し、

３人のノーベル賞受賞者を?I',§出した

ことでも知られる優秀な教授陣の揃

う大学で、全米の州立大学ランキン

鎮撫
』里０ h

区

画夢

[~’

［し大学ホームページhttp://www､daIi､edu・cn／Ｉ

大理学院DaIiUniversity（中国）（薬学部との部局間協定）

大理学院は２００１年１０月、大理医

学院と大理師範商等専''1j学校の合併

により設立された。教員約1,200人、

学生約１５爵000人が在籍し、臨床医学

院・基礎医学院・公共衛生学院など、

１６の学院で構成されている。徳島大

学薬学部と大理学院薬学院との間で、

2010年３月に学術交流協定が締結された。

■

｜

Ｐ

』ー

一

グで常に上位に位置するリサーチ大学のトップ校である。

科学・工学・ビジネス学・法律学・芸術・人文学・教育学・音楽などがあり、学部課程８５．修士課程７０．

博士課程５０のコースがある。キャンパスにはイタリアルネッサンス様式の１６０もの赤レンガの校舎が立ち

並び、TheCampusAsaWOrkofA１．tというThomasGaines氏が書いた本で、「全米で蚊も美しいキャンパス」
の４位にランキングされている。［し大学ホームページhttp://www・colorado､edu/index・html］

し



発行日：２０１１年３月３１日
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２０１１年度国際センター行事予定

奄亀受
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註毒皇

徳島大学国際センター

徳島県徳島市新蔵町２丁目２４

徳島大学地域・国際交流ブラザ

(日亜会館）２階

Te1.088-656-7082

http:"www､isc･tokushima-uoac・jｐ

ー

発行

住所

後期

実施月日

1０月

1月

２月

３月

行事名称

日本語研修コース（秋期）オリエンテーション

日本語研修コース（秋期）開講式

後期EnglishChatRoom開始

新入学留学生ガイダンス（常三島地区）

全学日本語コース（秋期）開講

多文化体験交流会（於：工業会館）

国際交流サロン開始（１０月、１１月、１２月、１月、２月実施予定）

スキー旅行

後期EnglishChatRoom終３

全学日本語コース（秋期）終３

日本語研修コース（秋期）修了式

短期海外語学研修（ニュージーランド）

第８回徳島大学国際展開推進シンポジウム

外国人留学生交流懇談会

前期

実施月日

４月

５月

７月

８月

９月

行事名称

日本語研修コース（春期）オリエンテーション

日本語研修コース開講式

前期EnglishChatRoom開始

新入学留学生ガイダンス（常三島地区・蔵本地区）

全学日本語コース（春期）開講

国際交流サロン開始（５月、６月、７月、９月実施予定）

日本語研修コース（春期）研修旅行

全学日本語コース（春期）終３

前期EnglishChatRoom終３

日本文化体験交流会：伊方発電所見学

短期海外語学研修（アメリカなど）

日本語研修コース（春期）修司式


