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毎年、教育交流提携先である専修大学より留学生を派遣してい
ただき本校生徒へ母国の文化や高校生の様子についてプレゼン
テーションしていただいている。今年度は新型コロナウイルス感染症
予防の為、留学生を招いての実施は難しいため、事前に撮影して
いただいた留学生の動画を生徒が視聴する形式で実施した。振り
返りでは、英語での感想もご覧ください。

目的は、異文化理解講座として、様々な国の文化に対する認識
を深めると共に自国との比較から自国文化や価値観に対する意
識を高める。また、留学生の発表から学習の意義を見出し、語学
力獲得の重要性を再認識する。
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講師
専修大学留学生

１、スンダラー・サイマニーさん（出身国：ラオス 発表言語：英語）
２、コ ホヨンさん（出身国：韓国 発表言語：日本語）
３、スウ イさん（出身国：台湾 発表言語：日本語）
４、コウ カンケンさん（出身国：マカオ 発表言語：日本語）
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街頭英語
英語体験スタジオ
英語脱出ゲーム
異文化交流
英語早押しクイズ
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講座の流れ
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振り返り

【国際類型1年生女子】
私はこの講座を受ける前までは行ったことのない国がほとんどだったので、自分の持つイメージの中でその国を描いていました。
ですが、留学生の方々がその国の基本情報、文化、食べ物などについて教えてくださり、私のイメージしていた国の様子と全然
違うなと思いました。また、日本以外の国について知る機会があまりなかったので、いろいろな国について知ることができて良かっ
たと思います。
留学生の皆さんへ、まずはこのような素敵な機会を与えてくださりありがとうございました。様々な国について知ることができ、本
当に良かったと思います。慣れない日本語で必死に伝えようとする努力に感激しました。改めて本日はありがとうございました。
I had a great time today. Thank you for your wonderful presentation!

【国際類型1年女子】
今回の国際理解講座で、それぞれの国の食文化、気候、普段の暮らし、政治等、本当にたくさんの事を知ることができました。
台湾や韓国などでは、歴史的背景から見て日本と似ている文化が多いのだと思っていました。ですが、話を聞いてみると、その
国独自の文化が沢山あってとても興味が湧きました。
特に台湾のお札に勉強している子供の絵がプリントされているという事を知った時、台湾の人の勉学を重んじる勤勉な国民性
が出ているように感じ、面白かったです。また韓国では、大事な日にはわかめスープを食べたらいけないと言う話を聞いて、こう
いった類の迷信はどこの国にもあるんだなと思いました。
ラオスのライフスタイルとして、滝を見に行ったり、カヤックをしたりという自然と触れ合うアクティビティが人気だという話や野菜とフ
ルーツを森で採るという話も印象に残りました。日本では自然と触れ合うことは、若者の間ではさほど人気ではないし、野菜や
フルーツはビニールハウスや果樹園などで栽培されており、あまり森で採取するというイメージがありません。このような相違点を
発見した時に、何故そのような違いが生まれるのかがとても気になりました。
マカオでは食文化がすごく面白いと思いました。マカオでは小さい頃から食に関することを学ぶほど、食に対して強い関心を持っ
ていると知り、面白いなと思いました。また、マカオ料理は様々な国の食べ物を取り入れて作られていることや、寺と教会がどち
らもあることなど、東洋と西洋の文化が融合していることを知り、マカオの歴史についてもっと知りたいと思いました。
今回発表してくれた留学生の皆さん、それぞれの国について私がまだ知らない事を沢山教えてくださりありがとうございました。ま
た、母国語ではない言語をスラスラと話しているのを聞いて、私ももっと英語を勉強しようという気になりました。専修大学の
方々、このような機会を作ってくださりありがとうございました。国際理解について、より興味関心を持つことができました。
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振り返り

【国際類型2年女子】
専修大学の留学生の方々が、それぞれラオス、マカオ、台湾、韓国についてプレゼンテーションを作成し
て発表してくださりました。
Laosではまず一番驚いたのは、街並みです。全ての建物が低く、街の中には沢山の緑がありました。
日本の都市と比較すると、日本では沢山のビルが立ち並び、木も少ないため空気も綺麗とは言えませ
ん。その点で、ラオスは過ごしやすく、リラックスもできるのでとても素敵な場所だと思いました。また食文
化などの違いも学べてとても良かったです。
Macao のプレゼンテーションを聞き、最も日本との違いを感じた事は、政府、国が食文化を広げること
を推進していることです。日本ではそのような取り組みを行なっていないので参考にした方が良いと思い
ました。また日本とは違い、中国、東洋、西洋の文化が組み合わさっているのもとてもおもしろかったです。
Koreaのプレゼンテーションを聞いて、日本とは全く違う食文化を知ることができて面白かったです。特に
わかめスープの話が面白かったです。しかし若者が集まる都市は日本の東京に似ていて興味が湧きまし
た。また日本とは全く違うマナーを知ることができて、とても良かったです。
Taiwan のプレゼンテーションを聞いて、一番違いを感じたのは、学校のスケジュールです。日本の学校
よりも始まるのが早く、終わるのが遅いのにとても驚きました。他にも賃金の違いなども学べてとても良
かったです。
このように今回の国際理解講座では各国の文化、生活様式、食、マナーを学び、その中で日本との
様々な相違点を見つけることができました。その講座の中で私が最も重要だと感じた事は、どの国にも
良い点やあまり良くない点があると思いますが、どちらが良い悪いというように優劣をつけるのではなく、互
いの文化を認めて、尊重していくことが大切だということを感じました。また、それぞれの国の良い点を自
分の国でも何か違う方法で活かせないかを考える良い機会にもなったと思います。専修大学の留学生
の皆さん、本日はとても面白く、わかりやすいプレゼンテーションをありがとうございました。
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振り返り

【国際類型2年女子】
今回の専修大学のプログラムでは新しいことをたくさん学べたと思います。紹介していただいた国はすべてアジア圏内なのに文
化や言語、考え方の違いが異なり、とても興味深かったです。

【Laos】 Thank you for your wonderful presentation. I have once lived in Singapore and have found
it very interesting because quite a lot of thigs were similar. But in terms of comparing Japan to
Laos, I have noticed that most of the parts were different. For instance,Laos is a land locked
country while Japan is an island country, Laos cuisine use a lot of spices while Japanese food
(washoku) is very mild and light. How teenagers spend their holidays and weekends are also very
different. The typical Japanese teenagers will go to the city and go shopping while Laos teens go
and explore the wilderness and doing outdoor activities. Although both countries are from Asia, it
is very intriguing and fascinating to discover the differences and learn from it. After hearing your
presentation, I would like to spread what I have learned to my friends and family in Japan.
【Korea】 I had a lot of fun listening to your presentation. I have always been fascinated by the
Korean culture and people. It excites me to learn the fact that even when Korea and Japan are
both in Eastern Asia, the culture is very different. I know that Korea is famous for its K-pop and
beauty industries, but I can see that the culture that lays between the whole country is as a
fascinating and wonderful as the popular segment of Korea`s popularity.
【Taiwan】 Thank you for your wonderful and interesting presentation. I have been to Taiwan for a
couple of times and have loved the culture and the people. I think Taiwan and Japan have a very
close relationship and the culture that underlies there are similar. After listening to your
presentation, I want to spend Chinese New-Year in Taiwan.
【Macao】 Thank you for your presentation. I have always heard of Macau before, but did not know
where it was. It was also my first time to see the Macau flag and I found it really pretty with its
emerald green color. I have never eaten Macau&#39;s food before and am very interested in
eating it. Japan and Macau have a lot of differences. For instance, Macau was Portugal&#39;s
colony, and because of that, there are many churches in Macau. Japan is an island country and
has never been colonized. And because of that, Japan has no religious and cultural backgrounds
from the outside world.


