誠 実・勤 勉・友 愛
共立女子学園は明治19年（1886年）
に、

2015-16

女性の自主性と社会的自立の育成を目的として創立されました。
建学の精神は、
誠実・勤勉・友愛を指針として受け継がれ、
高い実績と伝統を築いています。
現在、
急速に国際化する日本社会にあって、
求められる人材は多様化しています。
本学は社会の要請に応えつつ、
実績と伝統を踏まえ、
今後も女性の社会的地位の向上に貢献してまいります。

Cover Story
共立インターコムは、1992年の国際交流委員会発足と同時に創刊され、毎年さまざまな交流活動を報告してきました。
本誌の多くの号では、表紙に共立女子学園所蔵の文化財をモチーフとして使用しています。
今号では
「花下遊楽図屏風」
を取り上げました。18世紀に制作された本作品は、近世初期風俗画に分類されます。
経済と文化の爛熟期にある江戸を舞台に、桜花のもとで宴を楽しむ人々が華やかに描かれています。
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共立女子学園の国際交流活動

フルブライト視察団を迎え、
教育における本学の使命を再認識する
Japan-U.S. Educational Commission (Fulbright Japan) “IEA group”
2015年6月18日に、
フルブライト日米教育委員会

本学園は2016年に、創立130周年を迎えます。
また、1992年に発足した国際交流委員会も、

視察団がIEAプログラムの一環で来訪されました。

その翌年には25周年。
グローバル化に先んじた取り組みは、英語圏、
フランス語圏、中国語圏

本学は女子教育の先取性と独自性が認められ、
1994

のみならず、
アフリカ諸国や東欧、
アジアへと広がっています。

年より毎年、
同視察団の来訪を受けています。
当日は
カフェテリアでの学生との懇談、大学および中学・
高校の授業を見学された後、
「日本の高等教育に

ペンシルベニア大学との交流活動は、次のステップへ

おける、
本学の使命・役割などの現状と今後の課題」
について、入江和生学長など関係者と盛んな意見

University of Pennsylvania （Ivy League）

交換が行われました。

ペンシルベニア大学は、歴史あるアイビーリーグの
なかでも、入学へのハードルが高いことでとくに著
名です。毎年発表される各種世界大学ランキング
において、
つねに上位を占めており、米国を代表す
る一校として高い評価を受けています。1995年に
協定を結び、着実に親交を深めてきたペンシルベニ
ア大学と共立女子大学は、国際交流の新たなプロ
グラム、English Language Programs (ELP)をス

フルブライト日米教育委員会視察団一行

タートさせます。
プログラムは高水準の英語教育を

Aaron Basko
（Salisbury University）

Kelly Hill
（East Tennessee State University）

Gerda Reeb
（Flathead Valley Community College）

Denise Young
（University of Central Florida）

軸としており、学生にとって有意義な挑戦となるに

Michael Bustle
（North Carolina State University）

Ryan Larsen
（University of Nevada, Las Vegas）

Amy Roshannon
（California State University）

Lindsay Custer
（Cascadia Community College）

Susan Giesecke
（University of California, Berkeley）

Benjamin Levy
（Ramapo College of New Jersey）

Sammy Spann
（University of Toledo）

Matthew S. Sussman
（Executive Director at Japan-U.S. Educational
Commission（Fulbright Japan）
）

違いありません。2015年9月11日には、Executive
DirectorのJames Riedel氏が来校し、
プログラム
の詳細について活発な情報交換を行いました。
こ
の新しい取り組みを通じて、両大学の交流活動は

アメリカ大使館公使の表敬訪問を通して、
日米交流の意義を共有する

さらなる発展を遂げることでしょう。

Embassy of the United States of America
共立女子大学の国際交流活動は、今年で24年を
迎えます。毎年、世界各国から数々の教育関係者や
政府要人が訪れ、有意義な意見交換を行ってきま
した。今年度は6月25日に開催された保護者向け
の「授業見学会」に、アメリカ大使館よりDonna

世界屈指の名門校、
コロンビア大学「ティーチャーズ・カレッジ」
との心温まる交流
Columbia University “Teachers College” （Ivy League）

Ann Welton政治部政務担当公使らをお迎えしま
した。
ご自身、学生時代に日本への留学経験がある
Welton公使は、
日本に関する豊富な知識をお持ち
で、
「東洋服装史」
や
「彫刻演習」
の授業を興味深く

2015年7月25日、過去にさまざまな分野で交流のあっ

視 察されました。また、入 江 和 生 学 長や黒 澤 啓

た、
コロンビア大学
「ティーチャーズ・カレッジ」
開発・広報

国際交流委員長らとの懇談を通して、日米交換

部の方々が来訪されました。
名門アイビーリーグの一角

留学生数の推移について確認されました。
さらに、

を占めるコロンビア大学は、多数のノーベル賞受賞者、

交換留学の意義や、
日米相互連携の重要性について

各国の大統領や首相を輩出するなど、
世界有数の大学と

話し合われるなど、今後の交流活動を考える貴重

して広く知られています。
ティーチャーズ・カレッジは、
コロ

な機会になりました。

ンビア大学に付属する教育学部大学院の名称で、教育
者を育成する大学院として著名です。
当日は石橋義夫理
事長らがお迎えし、
和やかな会食のなかで、
教育について
の意見交換を行いました。
これを端緒に、
今後コロンビア
大学との親交はより深まっていくことでしょう。
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ギリシャ共 和 国 大 臣の来 訪 。
活 発な意 見 交 換 で 深 化 する
相互理解

マラナタ・キリスト教大学との共同展覧会・ワークショップを開催
Maranatha Christian University
2014年11月24日から29日、共立女子大学にて、

Hellenic Republic

文 芸 学 部とマラナタ・キリスト教 大 学 の 共 同
展覧会が開催されました。本学からは水谷靖教授

毎年、世界各国からさまざまな教育関係者や政府

の能面、マラナタ・キリスト教大学からはワワン・

要人が本校を訪れます。
2014年11月12日には、
ギリ

スルヤナ教授のワヤン・クリット
（影絵芝居人形）

シャ共和国から、Andreas Loverdosギリシャ

を展示。2国間の伝統文化が協和する興味深い

共和国教育宗務省大臣、Nicolaos Tsamados

展覧会となりました。
また、27日にはワークショップ

在日ギリシャ共和国全権大使ら関係者7名が本校

が開 催され、水 谷 教 授は能と能 面についてレク

を訪問されました。
ギリシャのイオニア大学と本校が

チャー。歴史をたどりつつ、インドネシアの仮面で

国際交流協定を締結して6年。今後の交流につい

あるトッペンとの親近性について言及しました。

ての質疑応答や日本におけるギリシャ学の研究

ワワン教授は、
ワヤン・クリットとトッペンを用いた

などについて、積極的な意見交換が行われました。

劇について、実演を交えつつ解説されました。50名
以上の参加者から、相互の文化理解が深まったと

本 学のグローバル化を具 現 化したギリシャ共 和 国との深い交 流

好評を博し、本学とマラナタ・キリスト教大学に
とって意義ある交流活動になりました。

Hellenic Republic
国際学部の交流プログラムとして実施され、
38名の学生が参加したイタリア・ギリ
シャ研究旅行は、
学生たちに多くの感動と問題意識を与えています。
旅の感銘は深

協定校

く、
西欧諸国とギリシャ共和国との重層的な関係への理解など、
グローバル化を歴
史問題として考える契機になったことでしょう。
また、
アジア地区唯一の拠点としてギ
リシャ政府に認定されて、
本校で開催されるギリシャ語能力検定試験には、
海外も含
む日本各地から受験生が毎年集います。
教育における国際交流の拠点として、
本校
が果たす役割は大きく、
グローバルに門戸が開かれた大学として認知されています。

地政学的な理解を進めるために、
あえて船旅を選択したイタリア・ギリシャ研究旅行

EU言語共通参照枠基準の６段階レベルで検定される、
ギリシャ語能力検定試験ポスター

提携校

私がギリシャと出合ったように
学生たちにもテーマを見つけてほしいと考えています

を通して何が学べるのかを新しい社会学的なアプローチ

に語りかけることが大切であると感じています。

ながら考察を進め、
自分のテーマを明らかにしていきます。

だす力は弱いかもしれませんが、
「見ること」
すなわち視

絵画や彫刻など美術作品に触れることは、
ギリシャや

覚的情報の摂取力は科学技術の進歩とともに大きく変

西欧をはじめ、
異国の文化に興味を持つきっかけになりま

化しています。
その力を持った学生たちは、美術という描

す。学生たちは美しさに敏感で、独自の美意識も持ってい

かれた内容や背景を長年研究してきた私には、次の時

ます。
その芽を育て、
過去から現在へと続く文化や芸術、
さ

代を担う新しい可能性を秘めた世代であると映ってい

らには社会、
経済、
政治へと幅広く教養を身につけさせて

ます。何を学ぶのか、なぜ学ぶのか、大学生として、共立

いく。
本場の絵画を見るために美術館に足を運んだり、
海

の学生として知るべきこと、考えるべきこと、
そして将来

外研修や留学などの体験も積極的に取り入れて、今後も

を思い描き世界に発信していくことなどを一緒に考えて

学生たちの異文化理解力をさらに伸ばしていきたいと考え

いきたい。

ています。

● ウィニペグ大学
（カナダ・ウィニペグ）
● クイーンズランド大学
（オーストラリア・ブリスベン）

2015-2016実施の留学制度一覧
【留学先】

イナルコ大学
（フランス国立東洋言語文化大学） 日本学科
ジュネーブ大学文学部 フランス語フランス文化研究所
（ELCF）
中国人民大学

募集期間

【留学先】

留学期間

審査方法

A. イギリス
B. イギリス
C. カナダ

書類審査 ・ 面接
A・B ： 2016年1月30日
（土） C ： 2015年10月15日
（木）
D. アメリカ
E. イギリス

リーズ大学
オックスフォード・ブルックス大学
ウィニペグ大学

募集期間

セントラルワシントン大学
国際市民コレッジ・バーミンガム CIC

審査方法

2015年9月24日
（木）
～10月6日
（火）

書類審査 ・ 面接

2015年10月29日
（木）

研修期間

海外研修
（夏季・春季）
日本人女性として初めて名誉市民の称号が授与されるきっ
かけとなった、国際共同壁画修復のサラミナ・プロジェクト
完成式典。
（ギリシャ、アテネにて）

本 校 のロビ ーで開 催され た
マラソン2500年記念展のカ
タログ。オープニング式典に
は、ギリシャ政府関係者、歴代
のマラソン日本代表はもちろ
ん、各国の在日大使館から大
使 を はじめ 多くの 関 係 者 が
式典に参加し、
にぎわいました。

一般留学

【研修先】

イギリス研修
中国研修
フランス研修
オーストラリア研修

ウエストロンドン大学
北京大学
アンジェ西部カトリック大学 CIDEF
クイーンズランド大学

夏季18日間
夏季29日間
夏季30日間
春季23日間

学生が自分で留学先大学を選択し、
出願します。
留学先大学は、
協定校・提携校に限りません。
留学先および本学において留学が許可されれば、
「一般留学」
と認定され留学することができます。

学部主催の
海 外 研 修・研 究 旅 行

家政学部
●
●

海外研究旅行
〈建築・デザイン学科〉 韓国・ソウル市
海外研究旅行
〈児童学科〉 イタリア・レッジョエミリア

2015年9月12日
（土）
〜9月14日
（月）3日間
2016年3月16日
（水）
〜3月23日
（水）8日間

国際学部
●
●
●

4 ｜ kyoritsu Intercom 2015-2016

A. フランス
B. スイス
C. 中国

A・B ： 2015年9月24日
（木）
〜10月8日
（木）
C ： 2015年9月24日
（木）
〜10月8日
（木）

2016年4月
（9月）
より半年間あるいは1年間

取りその中に残されたそれぞれの時代の意識、
思想を捉え

学生たちは、私たちよりも文献情報から論理を導き

● 国際市民コレッジ・バーミンガム CIC
（イギリス・バーミンガム）
● セントラルワシントン大学
（アメリカ・ワシントン州エレンズバーグ）

提携校への留学

授業では、
学生たちの関心・興味を生かしながら、
美術
も取り入れて深く考えています。
描かれたものを見て、
感じ

● オックスフォード・ブルックス大学
（イギリス・オックスフォード）
● リーズ大学
（イギリス・リーズ）

A・B ： 2016年9月より１年間
C ： 2016年9月より半年間

東京芸術大学在学中にギリシャ政府旧東側留学生として渡希。以
来ビザンティン美術史、現代ギリシャ語の研究と教育に従事。専門
は西洋美術史で
「芸術の世界」
「ヨーロッパ文化論」
「現代社会と芸
術」他の科目を担当。講義では映画、
オペラの鑑賞、美術館で直接作
品に触れるなど体験型学修を導入している。

の視座、
立脚点を振り返り、
自分の経験を通して学生たち

（中国・北京市）
● 中国人民大学
● 復旦大学（中国・上海市）
（中国・西安市）
● 西安交通大学
（中国・吉林市）
● 東北電力学院
（中国・長春市）
● 東北師範大学
● 長春大学（中国・長春市）
（中国・泰安市）
● 山東農業大学
● 吉林大学（中国・長春市 ： 学術資料交換）

留学期間

プロフィール

て久しいですが、
教員である私たちが、
もう一度、
自分たち

（スイス・ジュネーブ）
● ジュネーブ大学
● イオニア大学（ギリシャ・コルフ島）
（ニュージーランド・ワイヒ市）
● ワイヒカレッジ
● セントマーガレットカレッジ
（ニュージーランド・クライストチャーチ）
● アボメカラビ大学
（ベナン共和国・アボメカラビ市）
● 北京大学（中国・北京市）
● 清華大学（中国・北京市）

協定校への交換留学

木戸 雅子 国際学部 教授

グローバル人材の育成という言葉がメディアをにぎわせ

● コーネル大学
（アメリカ・ニューヨーク州イサカ）
● ペンシルベニア大学
（アメリカ・ペンシルベニア州フィラデルフィア）
● ネブラスカ大学リンカーン校
（アメリカ・ネブラスカ州リンカーン）
（イギリス・ロンドン）
● ウエストロンドン大学
● イナルコ大学／フランス国立東洋言語文化大学
（フランス・パリ）

夏季アイルランド語学研修		
夏季アメリカ語学研修		
海外研究旅行
（海外事情／フィールドワーク）
ヨーロッパ
（ドイツ・ポーランド・オーストリア）
アジア
（ラオス・タイ・シンガポール）
ヨーロッパ
（イギリス）
		

2015年8月2日
（日）
〜8月30日
（日）29日間、または 〜9月1日
（火）31日間
2015年8月7日
（金）
〜8月31日
（月）25日間
2015年9月中旬 約10日間
2016年2月中旬 約10日間
2016年2月中旬 約12日間
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nglish

英語圏への留学

グロー バ ル 化 の 激しい 現 代 にお い て 、
国内・国外を問わず英語の必要性は増す
一 方 で す 。留 学 を 通じて 生きた 英 語 を
身 に 付 けることは 、コミュニケ ーション
能 力 や 国 際 感 覚 の 向 上 に つ な がり、

クリームティーやフィッシュアンドチップスなど、
食事も留学の楽しみのひとつ

世 界 での 活 躍を 一 段と現 実 的なものに

ロンドンへの旅行

Message from Student

するでしょう。

語学への興味から留学を決意。
CICで学んだ、
プロセスの重要性
共立女子大学は協定校、提携校が多く、留学プ

育などがあり、1科目ずつ1週間かけて掘り下げてい

ログラムが充実しているので、入学時から応募しよ

くのが特徴。
ロールプレイやディスカッションが中心

うと決めていました。海外へは何度も行ったことが

で、成果よりも考えるプロセスが重要視されていま

ありましたが、
それはあくまで
「家族旅行」
として。
ひ

した。貧富の差、子どもの人権など世界の諸問題に

とりで長期滞在した経験はなく、バーミンガムへの

ついて、
自分に引きつけて思考する力が養われたと

留学は大きなチャレンジでした。
日常会話レベルの

感じています。入り口は、語学への興味。
そこから大

英語ならこなせたものの、自分の語学力に自信が

きく自分の幅を広げられた留学でした。

あったわけではありません。留学を機に、
しっかり学
問的に英語を学んでみたいと考えていました。

Message from Student

初めての授業は忘れもしません。
まず先生がおっ

小早川 祥子 国際学部 国際学科 3年

留学先で得た大きな評価。
大切なのは、興味ある活動に励むこと
長期留学を決めたのは、
「外国人との交流を仕事に

ウィニペグ大学

との信頼関係を築くこともできたと感じています。

したい」
と考えていたため。
カナダのおおらかな国民

教育にも興味があったため、週2回ボランティ

性や豊かな自然が魅力で、
ウィニペグ大学を選びま

ア活動に励み、現地の小学生などに日本語を教え

した。
まわりは外国人ばかりで、
グループワークにおける

ていました。マニトバ州政府から
「International

彼らの主張の激しさは、
日本人の比ではありません。

Student of the Year」
の賞を頂けたのは、
ボラン

それをコントロールすることは、困難ながらも取り

ティア活動への評価が軸となっています。勉強だけ

組みがいがありました。最初は身振り手振りを交え

でなく、
自分の興味に打ち込むことも大切なのだと

て自信なくコミュニケーションを取っていましたが、

気づきました。留学前は漠然としていた夢ですが、

最後には英語で対等にぶつかり合うことができるほ

今回の長期留学を経験したことにより、外国で日本

ど。語学力の成長を実感するとともに、
クラスメイト

語を教える、
という明確な目標に変わりました。

共立の
国際交流
支援
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CICの正式名称は、College for International Citizenshipです。
語学にとどまらず、経済学や平和学などの国際社会問題を学ぶこと
ができます。
バーミンガムは交通の要衝に位置し、
イギリス各地への
移動に便利です。

留学先：イギリス／ リーズ大学、
オックスフォード・ブルックス大学、

研修先：イギリス／ ウエストロンドン大学
海外研修

期

間：夏季18日間

研修先：オーストラリア／ クイーンズランド大学
期

間：春季23日間

国際市民コレッジ・バーミンガム CIC

提携校
派遣留学

カナダ ／ ウィニペグ大学
アメリカ／ セントラルワシントン大学
期

間：半年間あるいは1年間

「International Student of the Year Award」を受賞

共立アカデミーを受講！
大学と社会との接点として設置された共立アカデミーでは、学生や卒業生、
一般の方々に広く学びの場を提供しています。資格取得や趣味、教養な
ど、皆さんのニーズに応えられるよう多くの講座を企画し、語学分野でも、
人気講座「毎日学べる英会話」
をはじめ、
さまざまな講座を設けています。
語学関連講座：

国際市民コレッジ・バーミンガムCIC 提携校派遣留学（半年間）

2015-2016 実施のプログラム

TOEIC対策など盛りだくさんの内容！

17：00〜18：30まで

うで心温まりました。授業科目には政治や経済、教

1871年に創設されたリベラルアーツ系の大学で、少人数のクラス運
営が特徴。
カナダの有名雑誌「Maclean’s」
の大学ランキングで毎
年高評価を得ています。
ウィニペグ湖にも近く、豊富な自然の中で伸
びやかに学ぶことができます。

英会話ルームを積極的に！

開放時間： 毎週木曜日

リスの慣習に驚くとともに、優しく歓迎されているよ

提携校派遣留学（一年間）

無料で気軽に英会話力をアップ！
英会話の力を身につける手段は、留学だけではありません。本学では日常
の英会話力アップから留学への準備、留学後の英語力維持などを目的に
「英会話ルーム」を設置しています。週1回、ネイティブスピーカーを講師
に招き、実践的な英会話を楽しんでいます。

しゃったのは、
「お茶とコーヒーどちらがいい？」
イギ

田中 ジェニー 国際学部 国際学科 4年

●はじめてのTOEIC ●チャレンジ！ TOEIC ●TOEICスコアアップ夏期集中講座 など

イギリス／ウエストロンドン大学（海外研修）

オーストラリア／クイーンズランド大学（海外研修）

2015年の夏季海外研修は、8月3日から20日までの18日間、
イギリス・ウエス
トロンドン大学で実施されました。大学主催の英語研修に参加し、英会話の演
習をはじめ、英文学、英文化について学びました。
ティーパーティなどのプログ
ラムも用意され、英語はもちろんイギリス文化への理解を深めることができま
した。

2015年の春季海外研修は、2月7日から3月1日まで23日間、
オーストラリア・
クイーンズランド大学で実施されました。セント・ルシアキャンパス内にある付
属の語学学校で行われる授業では、発音やライティング、
日常会話からオース
トラリアの歴史・文化まで幅広い内容を学びました。バーベキューなど各種ア
クティビティも充実していました。

kyoritsu Intercom 2015-2016 ｜
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French

フランス語圏への留学
フランス語 の 話 者 は、2 億 人 以 上といわ

チューターに
よる
日本語教室

れ て い ま す 。国 際 連 合 、欧 州 連 合 の
公 用 語 にも選 ば れ 、世 界 で 重 要な役 割
を 担っています 。ヨーロッパ 以 外 にアフ
リカ でも多く使 用され て おり、フランス

語学を教えるときに、
「 親子関係」が築ければ理想

語 圏 へと留 学 することで 多 彩な文 化 や

的です。
「拙いこと」
を恐れる必要はありません。子ども

歴 史に触 れることが できます 。

だって、間違いを繰り返しながら言語を身につけていく
のですから。間違いを母親のように正していくのが、私

日本を教える、
日本を学ぶ

の授業スタイルです。最初の1年は、言語の壁に最も苦
しむ時期でしょう。
しかしそこで諦めず、持続することが
大切。優れた教材は、雑誌や映画ですね。
コンセプトや
人間関係など、生きた情報を吸収することができます。
文法を習得するだけでなく、
フランス語圏の文化や歴
史問題にも触れてもらいたいと考えています。
異文化の本当の姿は、閉ざされた扉の向こうにあり

Message from Professor

語学の鍵で、
異文化への扉を
開いてください

Message from Student
山田 響子 国際学部 国際学科 4年

文芸学部フランス語フランス文学コース 教授

プロフィール
フランス語教育を担当。
フランス語劇、雑誌編集やインターネットを取り
入れたユニークな授業を行う。NHK教育テレビとラジオのフランス語講
座にも出演し、
その教授法は広く好評を博している。

スイス ジュネーブ大学からの留学生

チューターとして、6名の留学生を受け持っています。担当は漢字の授業。熟語の意味を

歴史アニメが好きで、特に新撰組モノの大ファンです。実際に新撰
組にゆかりのある会津若松まで行ってきたほどです。夏にはロックフェ
スにも行きましたし、行動的に日本を楽しんでいます。

教えているのですが、噛み砕いて説明することが難しく、
自分で例文を作成するなど工夫を凝
らしています。基本的にプリントで授業を進めていますが、
日本語での雑談も大事。会話の楽
しみが起点になり、
もっと日本語を使いたいと留学生に思ってもらえたらうれしいです。

ます。教師は鍵を渡すようなもの。
そして、扉を開くのは

ジャニック･マーニュ

ライブチヒ・ロレリー

学生の皆さんです。心をオープンにして、
フランス語圏へ

フランス イナルコ大学からの留学生

ビノー・ジャンヌ

ケノム・ウゲツ・セナミ・ジョイス

の理解を深めていってください。共立女子大学はフラン

日本語で難しいのが、
「 ふわふわ」や「ぐちゃぐちゃ」といった擬態語
です。意味がたくさんあって、
とても覚えきれません！ チューターの先生
はとても熱心に教えくれるので、諦めずに
「こつこつ」学びたいと思います。

父の影響で、
日本文化に興味をもちました。
チューターには、
日本での生活で
必要な書類への記入を手伝ってもらったり、普段からお世話になっています。
また、
ファッションや化粧品の話をするなど、友人としても大切な存在です。

リシャール・メラニー

ワルター・アンナ・エミリー

着物や染物、若者のファッションに興味があります。共立女子大学は、日本語
の授業はもちろん、デザイン向けの授業も充実しているのが素晴らしいですね。留
学を入り口にして、将来は日本でアパレルの仕事に就きたいと考えています。

文芸学部の山本聡美先生による絵巻を使った授業がきっかけで、日本文学
や美術に関心を抱くようになりました。今は歌舞伎にも興味があります。国際
交流室の方に鑑賞に連れて行ってもらったことは、忘れられない思い出です。

ス語圏への留学プログラムを多く用意していますし、

ベナン共和国からの留学生

フランス語圏の留学生も受け入れています。
この貴重
な4年間を、
目いっぱい活用してほしいですね。

フランス イナルコ大学からの留学生

フランス共和国政府より、国家功労勲章シュヴァリエを受賞
マーニュ教授は、1979年に来日以来、
日本におけるフランスの言語と文化の振興に努め、
日仏友好関係に多大な貢献を
果たしてきました。
また、
「日仏家族の会」名誉会員として、
日仏家族が日本社会に溶け込めるよう尽力してきました。
これらの

スイス チューリッヒ大学からの留学生

活動が評価され、
フランス共和国政府より国家功労勲章シュヴァリエを受賞。2015年2月5日に叙勲式が執り行われました。
当日は共立女子大学関係者や、元特別留学生の駐日ベナン大使ゾマホン夫人ほか多数が列席し、受章を祝賀しました。

2015-2016 実施のプログラム

またマーニュ教授のスピーチの翻訳は、
フランス語フランス文学コースの卒業生である渋谷真奈美さんが読み上げました。

海外研修

Message from Student

研修先：フランス／ アンジェ西部カトリック大学CIDEF
期

間：夏季30日間

協定校
交換留学

留学先：フランス／ イナルコ大学 スイス／ ジュネーブ大学
期

間：1年間

茶道によって広がる交流の輪
美しい響きをもつフランス語と、
フランス文化への強い

林 栄子

文芸学部 フランス語フランス文学コース 4年
私が利用した留学制度

イナルコ大学

交換留学（一年間）

フランス・パリにある研究機関で、INALCOは
「フランス国立東洋言
語文化研究所」の略称です。西ヨーロッパ起源以外の言語につい
て、研究や教育を行っています。芸術の都で美術鑑賞を楽しみなが
ら勉強できる点が大きな魅力です。
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前は、
『セーヌ川』
が流れるように

憧れから、
イナルコ大学への留学を決めました。休日には名

途切れることなく」
というように、

所旧跡や美術館を巡ります。
お勧めは、
ジャックマール＝アン

フランスの固有名詞を交えて教

ドレ美術館のカフェ。美しいタピスリーに囲まれて取る食事

え、茶道を身近に感じてもらえる

は、気持ちを優雅にします。授業では、
日本の歴史書や美術

よう工夫しました。男子学生の

をフランス語で勉強しており、先生から日本画の解説を受け

友人や先生が立ち寄ることもあ

フランス／アンジェ西部カトリック大学（海外研修）

たときは、
日本美術の魅力に改めて感動しました。

り、茶道を中心にして交流の輪

2015年の夏季海外研修は、8月3日から9月1日までの30日間、
アンジェ西部カトリック大学
で実施されました。授業は、
フランス語の読解、作文などの総合的科目を中心に、入門から上
級まで各自のレベルに合わせて行われました。学校主催の課外活動のほか、大学院生がモ
ニターとして生活を共にするので、
フランス人学生との交流ができるのも特徴です。

大学の日本祭りでは、茶道の心得を生かして、大勢の前で

が広がるという、素晴らしい体験

お茶会を実演。
これがきっかけになり、現地の男子学生に、

をしました。
フランス人を通して日本文化の良さを確認でき、

ボランティアで茶道の稽古をつけることになりました。
「御点

留学したことの意義を感じています。
kyoritsu Intercom 2015-2016 ｜
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自分と相手との相違を、
楽しみながら学んでほしい

Message from Students

中国語圏への留学
世 界 2 位 の 経 済 大 国 とし て 、世 界 に
お い て 大 きな 存 在 感 を 放 つ 中 国 は 、
訪日者 数も増 加 傾 向 にあり、日本と強く
結 び つ い ています 。悠 久 の 歴 史 に 根 ざ
し た 文 化 と 、著 し い 経 済 成 長 の 変 化

［写真左］角倉 美咲 ［写真右］能和 友果理

を体 験 できることが 、中国 語 圏 への留 学
の魅 力で す 。

中国人民大学

中国が権威ある大学と認め、支援に力を入れている
「重点大学」
の

Message from Professor

うちの一校。伝統文化を大切にしており、国家の人文研究拠点が
設けられています。留学生の受け入れにも積極的で、欧米やアジア
だけでなく、
アフリカからも多数の学生が来ています。

李 錚強 国際学部 教授
プロフィール
中国言語文化を担当。
ドキュメンタリー映像やデータ分析を
用い、
多角的なアプローチで中国文化を紹介。
語学講義に
おいては、
中国人の発想法を学ぶことの重要性を強調する。

交換留学
（半年）

日中関係は政治的な問題もあり、残念ですが冷え込んでいるのが現状です。過熱気味の報道の影響もあ
り、
中国に対して偏った先入観を持つ学生が増えることを懸念しています。
しかし、一度、中国を含めた異国
への研修・留学を経験すると、相手を尊重し、考える習慣がつくため、
中国だけにかかわらず、先入観の危うさ
に気づくようになります。私は専門が中国関連になるため、中国に対する画一的なイメージを払拭し、学生
一人ひとりが自分なりの考えをもって中国に接してほしいと考えていますが、同時に世界のさまざまな人と
国に対し、多面的なとらえ方のできる人になってほしいと切に願っています。
中国はさまざまな“顔”をもった国です。
それを感じ取ってもらえるような授業を心がけ、学生たちが興味を
持てる若者文化や流行語などの話題を交えながら、時代とともに国や文化が変化していくことを伝えていま
す。
日本と中国は、同じ漢字を使う民族同士ですが、
まったく意味が違ってしまう言葉もたくさんあります。
例え
ば、
「手紙」
は、
中国ではトイレットペーパーを意味してしまいます。
そういった生活に関連した、
ちょっとした誤
解が、
ときに面白く、
ときに危うさを生んでしまうことを、学生たちと楽しみながら知識を共有していきます。異
文化理解は、相違を学ぶこと。教科書だけでの授業ではすぐに忘れてしまいますが、具体的なケースを挙げな
がら学んでいくと、
知識や文化の多面性を知らず知らずのうちに体得していくのではないでしょうか。

不安を乗り越え、
一歩踏み出すことで成長を実感

多国籍な環境に身を置くことで、
物事を多面的に捉える柔軟さが培われる

角倉 美咲 国際学部 国際学科 3年

能和 友果理 国際学部 国際学科 3年

中国への長期留学を希望しつつも、
心配性な性格から応募を決意できず、
何度

大学2年次で夏季研修に参加。報道では、
日中関係が良好ではないと伝えら

も国際交流室で相談に乗ってもらいました。最終的に行動に移せたのは、
中国語

れていたこともあり、
当時は不安が先行していました。
しかし、実際に中国に行っ

検定HSKを受けるなど、積み重ねてきた勉強を無駄にしたくなかったから。実際

てみると、現地の方はとても友好的。帰国後には、
「リアルな中国」
を再体験したく

に長期留学に参加してみると、
中国語の聞き取りに苦戦し、
ついていけるか悩んだ

て、
すぐに長期留学を決めたほどです。

こともありました。
しかし中国語で生活し学ぶうち、
次第に自信がついてきて、
成長
を実感できました。

長期留学では、作文、
リスニング、
スピーチなど学びの幅が広がりました。印象
的だったのは、国際色豊かなクラスメイトと行う討論の授業です。各国の習慣や

休日には何度も万里の長城を訪れ、
すっかり魅了されました。
また、
目撃した黄

考え方の違いが浮き彫りになり、盛り上がりました。例えば、
「クリスマスケーキ」

砂は、風景一面が変色する凄まじさ。現地ならではの感動を体験できたのも、最

というとホール型のものを思い浮かべますが、
ヨーロッパでは丸太型が主流だっ

初の一歩を踏み出したからこそです。海外で暮らすことに、不安を感じるのは当

たり、
そもそも中国ではケーキを食べる習慣がなかったり。文化の違いを知り、視

然。
しかし飛び込んでみれば案外なんとかなるものです。留学に迷っている人は、

野を広げることで、物事を多面的に捉える柔軟さが養われたと感じています。長

勇気をもって挑戦してほしいですね。

期留学の学びを生かして、
将来はグローバルに活躍できればと考えています。

2015-2016 実施のプログラム

Student's Talk

さまざまな人や文化と触れ合うことで新しいものが見つかる
高石： 私が中国語に興味を持ったのは、小学６年から中

雷紅

国際学部 国際学科 2年

声をかけられることも多く、あらためて幅広い世代の方々

です。雷さんが日本語に興味を持ったきっかけは何ですか？

が知っている大学にいることを実感しました。

雷： 中国で見た日本のドラマです。
それをきっかけにもっと

高石： 歴史ある地域のお祭りに参加できて一生の思い

日本文化を知りたいと思い、共立女子大学への留学を決

出になりましたね。私も北京では、
日本人同士で集まること

めました。

は避けて、
いろいろな人と交流したいと思います。

高石： 実は私も北京大学で行われる夏季研修へ参加す

雷： 海外研修でしか学べないことをたくさん吸収してきて

ることにしました。

くださいね。

高石： 久しぶりに中国へ行けるという期待の方が大きくて
不安はないです。留学生の先輩として、雷さんから研修で
心がけたほうがいいことを教えてください。
雷： できるだけ地元の人との交流を増やした方がいいと
思います。
高石： そういえば雷さんはこの前、
「神田すずらんまつり」
に参加したと聞きました。
どうでしたか？

10 ｜ kyoritsu Intercom 2015-2016

研修先：中国／ 北京大学
期

間：夏季29日間

協定校
交換留学

留学先：中国／ 中国人民大学
期

間：半年間あるいは1年間

雷： 年配の方に「うちの孫も共立女子大学出身だよ」
と

学に入るまで中国・広州に住んでいて、親しみを持ったから

雷： 初めての中国研修で緊張していませんか？

海外研修

高石 なつみ

国際学部 国際学科 2年
北京大学 海外研修（29日間）
中国の最高峰といわれる国立総合大学で、創立は1989年にさかのぼります。80以上の国から4,000
人近くの留学生を受け入れています。大都市北京にありながら、頤和園や円明園といった歴史遺跡に
近く、
中国の経済発展と伝統文化の両方を視野に入れながら学べます。

北京大学（海外研修）
2015年の夏季海外研修は、北京大学にて、8月9日から9月6日までの29日間実施されまし
た。
レベルに合わせてクラス分けされ、ベテラン教師陣による「口語」
「漢語」の授業が行われ
ました。北京大学学生との交流会をはじめ、中国に関する文化講演、名所旧跡見学、京劇・雑
技鑑賞、
家庭訪問などの課外活動にも参加しました。

kyoritsu Intercom 2015-2016 ｜
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児島 博之 校長

2020年問題を視野に入れ、英語教育に注力する

Central Tokyo Campus

共立女子中学高等学校

動計画力）、考える力
（情報活用力）、解く力
（問題解決

会話の授業、
自宅で継続して学べるオンライン英会話

英語を使う機会を提供します。
中学2年生では、春と夏

力）
。
この力は、
国境を越えて世界中と結びつく社会、
さま

や3日間すべて英語で過ごすイングリッシュシャワー

の2回、希望者を対象に英語漬けの3日間を過ごす

ざまな価値観や立場の人と接する真のグローバル社会

など多岐にわたります。

英語短期集中講座「イングリッシュシャワー」
を実施。

において、
必ず必要になります。
本校では、
まず身近な人

時代を越えて、輝き、翔ばたく
女性の
「４つの力」
本校の国際交流の歴史は古く、1969年の米国への

たちとたくさん関わることを大切にしています。

さまざまな授業や制度を通して、
文化の違いを学ぶ

海外研修では今年は新たにニュージーランドのセン
トマーガレットカレッジと姉妹校協定を締結しました。

ヒルズでの英語研修のほか、
高校1年、
2年生の希望者

これを機に交換留学制度もスタートします。今後も、

を対象に、
夏休みにカナダとニュージーランドで海外研

中学・高校の6年間を通して、
包括的で体系的なグロー

修を行っています。
さらにニュージーランドのセントマー

Column

バル教育を準備・拡充していく予定です。

ガレットカレッジとの姉妹校協定締結を機に交換留学

セントマ ーガレットカレッジ
との姉妹校・交換留学の協定

語学研修から始まりました。今年の夏季研修で実に
47回目となります。
それは、
単に英語を話すという手段だ
けではなく、
人間形成を行うこの時期において、
他者を理

高校では、
１年生を対象に福島県で行うブリティッシュ

も始まる予定です。
しかし、気の合う仲間と英会話ができればいいと
考えては、
グローバル化は進みません。

中高一貫の特徴を生かし、
英語教育を体系化

今 年の中学 1 年 生は、大 学 入 試が大きく変わる
2020年問題に直面します。
６年間を通し、
どのタイミ

解し尊ぶことの大切さを、
教育方針として掲げてきたから

そのため本校では、
まずは日本人としてのアイデン

ングで何を学び、
また何を補いながら能力を伸ばしてい

ではないでしょうか。
文化や環境の違いを越えて、
相互理

ティティをしっかりと身につけてから、異国の伝統や文

今年から中高一貫校としてのグローバル教育を

くかという問題において、
英語教育を体系化したことは

解を深めていくこと。
今日、
語られているグローバル化へ

化、言語などの違いを理解していく、
さまざまなグロー

体系化しました。中学1年生ではオンライン英会話を

大きな成果を生むと期待しています。
これからも社会環

の対応は、
本校の４つの力を涵養していくことでおのずと

バル教育を実施しています。
日本人としての礼節を身に

導入し、
夏、
冬、
春の長期休暇中の課題として、
1回25分、

境の変化に臨機応変に対応しながら、
環境整備を続け

身についていきます。
関わる力
（人間関係力）
、
動く力
（行

つける小笠原礼法の授業、
ネイティブの先生による英

年間10回実施します。
休暇中も切れ目なく、
習慣として

ていきたいと考えています。

K

yoritsu Women's University High Schools
動き出した中学・高校の国際交流活動

West Tokyo Campus

八王子丘陵の自然環境を生かした
グローバル教育の実践

誠実・勤勉・友愛という共立学園の理念に基づき、

英語教育にアクティブラーニングの
手法を取り入れ活性化

共立女子第二中学校高等学校
小弥 芳紀 校長

す。教育は環境であると、
あらためて実感しました。
そこ

入れなども行ってい

で育んだテーマと身につけた教養は、将来の自分の選

ます。昨年はタイの生

択の幅を必ず広げることでしょう。

徒と交流活動を行い

スタートする交換留学、
そしてアジア諸国との交流も実施

とっても、広い校舎や中庭は魅力的だったようです。
ま

しかしながら、多感な時期の生徒たちに、勉強しろ、

ました。
タイの生徒に

のため私たち教員は、彼女たちに興味のフックをつくっ

タイからの留学生

の進む現状においても、その設備、
自然環境、本物の

てあげること、
ちょっとした遊び心、好奇心を刺激する

1日のプログラムでしたが、受け入れたのは

芸術に触れる機会などを通じて、情操豊かな女性たち

ような環境づくりが大切だと考えています。校内に英

ニュージーランドでの夏季研修は、毎年訪問してい

のではないでしょうか。新しい英語教育のヒントにもな

生徒17名と引率教員2名という大人数。

を育んでいます。
グローバル化への対応、
つまり異文化

語の本を多数そろえ、
中学、高校の生徒たちが分け隔

るワイヒカレッジと正式に姉妹校協定を結び、交換留

りました。今後は、高校・大学接続にも注力し、大学生

を理解する力は、最も多感な時期である中学入学時

てなく利用できる
「英会話広場」
を設置したのもその

学制度をスタートさせました。夏季とは別に少人数で

のチューターを英語教育に導入するという計画を立

披露され、歓声が湧き上がりました。
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動のスタートです。

国際感覚を身につけるために役立っています。

教育を40年にわたり続けてきた本校は、
グローバル化

タイの生徒たちによる伝統舞踏が中庭で

換留学を行う予定です。新しい国際交流活

夏季海外研修プログラムを実施しています。異文化の理解を深め、

Column

日本への理解を深めました。返礼として、

年行われている夏季海外研修の拡充だけで
はなく、今後は、双方とも5名程度の短期交

中学校高等学校（八王子キャンパス）では、国際交流の一環として、

備えなさいと上から目線で会話しては逆効果です。
そ

和室での華道、茶道、着付けなどを体験し、

交換留学に関する協定を締結しました。毎

共立女子中学高等学校（神田一ツ橋キャンパス）
および共立女子第二

伸びやかで広々とした八王子の丘陵でこそ実践できる

生徒会が主体となってプログラムを組み、

1910年に設立されたニュージーランドのセ
ントマーガレットカレッジと、姉妹校および

た英語が母国語ではない学生同士の実践会話は、通
じやすさも手伝って、
お互いの可能性を確認しあった

から段階を追って、
本物に触れさせていく必要がありま

一環です。授業として行うと興味が持てない生徒でも、

すが、9月に受け入れがスタートします。外国人がキャ

てています。
テーマを見つけた学生にとって、
そのまま

す。
知識も感性も伸び盛りな時期に経験を積み、
国際感

教室とは別の緩やかな体験空間があれば、
自ら進んで

ンパスに日常的にいることになりますから、生徒たち全

共立女子大学に入学して学びを続けていきたいという

覚を育みながら大学へとつなげていく。
一貫した教育シ

参加します。友だち同士で誘い合いながら、知的好奇

員に刺激を与えることになるでしょう。
そういった異文

目標が持てることは、一貫校ならではの仕組みとして、

ステムと豊かな環境が生徒たち一人ひとりにあった対

心を深め、学んでいることなど忘れながら、
自分のテー

化経験も重要です。
また、公益財団法人 国際人材育

キャリア形成の一助になると考えています。

応力、適応力を育んでいくのではないでしょうか。

マに没頭する。
まさにアクティブラーニングの実践で

成機構の活動に賛同し、
アジア諸国の高校生の受け
kyoritsu Intercom 2015-2016 ｜

13

Kyoritsu Women's University High School, Central Tokyo Campus

共立女子高等学校

希望者を対象に、カナダとニュージーランドの2コースで海外研修を実施しています。ホームス
テイや授業体験など、英語を学びつつ見識を広げられます。
ニュージーランドのセントマーガレット

イングリッシュシャワー

カレッジと姉妹校協定を結んだことで、今後国際交流はいっそう活発になるでしょう。

「イングリッシュシャワー 」は、英 語 漬けの3日間
を過ごす英語短期集中講座です。中学2年生の春

ニュージーランド研修
期
場

間 2015年7月25日〜8月11日
（18日間）
所 ニュージーランド・クライストチャーチ市

期
場

間 2015年7月24日〜8月12日
（20日間）
所 カナダ・ブリティッシュコロンビア州ギブソンズ市

内

容 セントマーガレットカレッジでの英語研修、授業体験、農場見学、
マオリ文化体験、南極セン

内

容 ムスコカ・ランゲージ・インターナショナルでの英語研修、現地高校生とのスポーツ交流、現

ター見学、
ウィローバンク野生動物公園見学、
クライストチャーチ市内観光、
ホームステイ
参加人数

によるホストファミリーとの交流、
フェアウェルパーティーなど
23名

と夏の2回、希望者を対象に実施しています。ネイ

カナダ研修

ティブの先生1人に対して生徒10人という少人数
制を採用。先生と一緒に、
自己紹介をはじめ自分の
意見・考えを英語で発表する方法などを、ゲーム

地フェスティバル参加、
ノースバンクーバー観光、先住民文化理解、
ホームステイによるホ
参加人数

形式で楽しく学んでいきます。初めのうちは緊張し

ストファミリーとの交流、
フェアウェルパーティーなど
23名

ている生徒たちですが、自然と打ち解けていき、英
語に慣れ親しむことができます。希望者への実施
ですが前回は申込者が200人を超える人気の講
座となっています。

University
Kyoritsu Women's High
Schools
British Hills

Kyoritsu Women's University High School, West Tokyo Campus

共立女子第二高等学校

希望者を対象に、
ニュージーランドで海外研修を実施しています。英語研修だけでなく、現地生徒

ブリティッシュヒルズは「パスポートのいらない英国」
をコンセプトとする、福島県羽鳥湖高原の宿泊施設です。
7万3,000坪の広大な敷地に中世英国の街並みが再現され、語学研修施設として活用されています。共立女
子中学高等学校では高校1年生を対象に、
また共立女子第二中学校高等学校では中学2、3年生を対象とし
て、本施設で短期英語研修を行っています。外国人講師による英語レッスンや、
カリグラフィーなど異文化の体

に日本語を教えるなど、幅広い体験ができます。
また、
アジアの国々との交流にも力を入れています。

験プログラムは、生徒にとってまさに
「留学体験」。今後は両校合同での実施も検討されており、英語研修はさ

本年はタイの高校生17名が本校を訪れ、イベントや食事を通じて親密な交流を行いました。

らなる発展を遂げることでしょう。
写真提供：ブリティッシュヒルズ

英会話広場
英語学習の一環である
「多読システム」に使われる
英語の本を多数用意し、気軽に英語を手にすること
ができるスペースとして設置されました。中学生、
高校生共に自由に利用が可能で、
開放的な雰囲気に
特徴があります。ネイティブの教員が中心となり、
普通の授業と違う形で体験型教育なども実施して
います。
クリスマスリースやハロウィーンカボチャの

ニュージーランド研修
期
場
内

間 2015年8月1日〜8月14日
（14日間）
所 ニュージーランド・ワイヒ市
容 ワイヒカレッジにて実習を通じた英語研修、
授業参加による現地高校生との交流、
カランガハケ峡谷観光、
オークランド市内観光、
ホームステイによるホストファミリーとの交流、
フェアウェルパーティーなど
参 加 人 数 20名
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ランタン作りなどのイベントを通して、楽しみながら
英語を学ぶとともに、植物を使ってリースを作るの
はなぜか、
カボチャにはどういう意味があるのかと
いった背景まで学び、異文化理解を深めています。
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