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Q. 好きな日本食は何ですか?

A. I tried several Japanese foods such as 
udon, shrimp tempura, onigiri, and sushi 
for the first time in my life. The taste of 
salmon based sushi seems to me the 
best one. I have started liking Japanese 
food that is healthy and very tasty.

Online Language Chat 日本語Café

「学生時代に頑張ったことは？」就職活動で必ず聞かれる質問です。

「部活やアルバイトを頑張りました」といっても多くの面接をする採用担当者には他の学生と

あまり差の感じられないありふれた内容に思えるかもしれません。

KONANサーティフィケイトは成績以外で皆さんが頑張ったことを見える化し、大学が正式に

認証する制度です。サーティフィケイトを取得するまでの様々な経験は、学生生活を

より豊かにし、就職活動でのアピールポイントにもなるはず！

国際交流センターが提供するKONANグローバルサーティフィケイトは、留学はもちろん、

語学資格取得や交流ボランティア、Global Zoneで開催されるイベントに参加することで取得

できます。グローバルサーティフィケイトって何？と思った皆さん。まずは国際交流センター

HPをチェック！国際交流センター(2号館1階)窓口にもいつでもお越しください！

11月にバングラデシュから国費留学生
１名が来日しました!!
隔離期間を終え、無事に日本での生活
がスタートしました。
ポートアイランドキャンパスで研究活
動に日々邁進されています。

☆留学生との交流イベント等は随時国際交流センターHPやLINE、MyKONAN 等で発信しています。

2021年は、海外協定校の学生と甲南生がオンラ
インで交流できる『日本語Café 』を全7回実施
しました。前期は、新入生も参加して甲南大学
や神戸の紹介、今の流行り、インスタ映えなど
をテーマに、後期は、日本のハロウィン、日本
のクリスマス・年末年始の過ごし方をテーマに、
スライドやクイズを交えて、日本語で交流しま
した。

甲南生と海外協定校の学生がペアになり、

1か月間（週1回）テーマに沿ってそれぞれの言

語を使ってリアルタイムに会話を楽しむ、人気

のあるオンライン交流プログラムです。

10月・11月・12月の参加学生はのべ 185人！

英語だけでなく、韓国語・フランス語・中国語

のペアもあり、多岐に渡るトピックで交流を楽

しみました。

留学生にインタビュー！

バングラデシュはイスラム教の国。
豚肉や酒類など食事制限の厳格さは、地域や
家庭によっても様々だそうです。
滞在中に、たくさん日本食を試してみてくだ
さいね。

参加者 のべ 614名

海外渡航や留学生の来日が難しい時期が続く中、国際交流の形態も多様化しています。
国際交流センターではオンラインを活用した国際交流イベントや将来のキャリアについて考えるイベントを実施しています。
2021年1月から12月までの1年間で、のべ614名の甲南生と海外協定校の学生がオンラインで国際交流プログラムに参加しま
した！今回は後期に開催したオンラインイベントの一部を紹介します。

参加学生の声

☑普段何気なく使っている言葉や文法が思いのほか複雑
であること、日本語学習者が学ぶ順番などを知ること
ができ、新鮮なことばかりでした。（甲南生）

☑日本語も意欲的に学んでくれたし、わからない英語表現
があれば丁寧に教えてくれたので会話を楽しむことができ
ました。（甲南生）

☑クイズで知らなかったことも多かったので楽しむことが
出来ました。色々な国の方と交流出来てとてもいい体験に
なりました。（甲南生）

☑ I loved the fact that it was a Japanese only 
event, it forced me to do my very best to speak 
Japanese! （海外協定校学生）

オンライン国際交流

参加学生の声

大学推薦による国費外国人留学生が来日!

国際交流センター
HPはこちら

https://www.konan-u.ac.jp/kiec/certificate/


93%

グローバルな場で活躍する人とツナガル♪
オンラインだからこそ気軽につながれる！様々な舞台で活躍する人をゲストスピーカーとしてお招きしました。
グローバルな視点を広げたり、将来のキャリアのヒントを探ったりするキッカケの場となりました。

あなたも

LOFTアシスタント
になってみませんか？

グローバルに活躍する卒業生とツナガル

☑初めてグローバル★ツナガルCaféに参加をしたが、海外
で活躍をされているOB・OGの先輩方のお話を聞く機会が
なかなかないため、貴重な時間であったと感じた。

☑パイロット志望の自分にとって「自分に向いていない
ところは把握して補う」「心の強さを持つために、切り
替えること、有事にも訓練が生きること、目の前の事象
を論理的に捉えることが重要」などを知ることが出来て
有意義でした。

☑思った以上のお話を聞かせて頂けたので、身になりまし
た。仕事に対する先行きが見えた気がします。

参加学生の声

☑自分の視野をもっと広げられるとてもいい機会になり
ました。

❖参加学生の声

香水についての基本的な情報や使い方に加え、買い方やWEBまで紹介
してくださったので、買う決心がついた。
発表の中にクイズもありより楽しみながら発表を聞けた。LOFTアシス
タントの方が明るく話してくださったことも印象に残っています。

Global ZoneのLOFTでは、学生スタッフ（ LOFTアシスタント）が日替わりで
LOFTイベント（プレゼンテーション）を実施し、自身が好きなものや、興味のあるものについて話しています。
今回は11月に実施したイベントの中からひとつ紹介します！みなさんも気になるものがあればぜひ参加してくださいね！

11月17日LOFTオンラインアクティビティで実施
トピック：Let’s Learn about Perfume

挑戦したいけどまだまだ…と
あきらめないで、まずはこちらの
動画をチェック！！
応募の詳細はMy KONAN掲示板
『2022年度前期LOFTアシスタン
ト募集』を検索！

LOFTアシスタント座談会動画
～アシスタントの仕事について、身についた能力～

日本航空でパイロットとして活躍されている3名
をゲストに迎え、日本航空や航空業界についてお
話しいただきました。女性パイロットや本学の卒
業生のお話は、それぞれの立場から学生に寄添っ
た興味深いものでした。パイロットは文系理系関
係なく目指せる職種ということに驚かれた学生も
多いのではないでしょうか。航空業界を目指す学
生だけでなく、多くの学生にとって将来の選択肢
を広げる大変有意義な会となりました。

Global Zone information

グローバル★ツナガルCafé

参加学生満足度

参加学生の声

2021/11/24 
第5回グローバル★ツナガルCaféの様子

第4回 第5回

来年度もキャリアや留学につながるイベ
ントを開催予定です。卒業生や社会で活
躍されている方々のお話を聞いて、自分
の視野を広げましょう☆彡
最新情報は国際交流センターHPやLINEで
配信しますのでお見逃しなく！

参加学生数：25名 参加学生数：15名

本学卒業生の稲田さんは在学中に語学プラス
交換留学でニューヨーク州立大学へ留学。帰国
後LOFTアシスタントとしても活躍し、グローバ
ルサーティフィケイト1級を取得。卒業後は外資
系コンサルティングファームで世界を舞台に活
躍されています。最近では新たに海外MBAの取
得を視野に勉強をされているとのこと。世界で
活躍する卒業生のお話が聞けた貴重な機会とな
りました。

現役パイロットとツナガル

(2号館1階)

https://youtu.be/B2cwvASm2n8


留学していなかったら絶
対に出会うことのなかっ
た人達に出会うことがで
きるので、留学を悩んで
いる方は、是非新しい世
界に飛び込んでみてくだ
さい！

ユタ州オグデンに位
置するキャンパスは
自然が豊かで、9月
に入ると秋らしい色
に変化している広大
な山を眺めることが
出来ます。

留学が一部再開し、5名の学生が長期留学で海外に渡航し、
海外協定校で勉強に励んでいます。
留学中の学生から中間報告書が届きましたので一部を紹介します！
留学体験談や報告書は国際交流センターHPやカウンターで見ることができます。
現地の様子や留学中の学生生活などのリアルな情報を知ることができますよ。

University of Leeds
リーズ大学 イギリス（2名）

留学期間：2021年9月～2022年6月

Weber State University
ウイーバー州立大学 アメリカ（1名）
留学期間：2021年8月～2022年4月

Dong-Eui University
東義大学 韓国（1名）

留学期間：2021年8月～2022年6月

留学レポートの続きは
国際交流センターHPから

甲南大学国際交流センターHP

学内での国際交流や留学相談等
お気軽にお問い合わせください！
HPからの問い合わせも大歓迎です♪

@661dmcdb

国際交流・留学LINE SNSでは
イベント情報や
最新情報を配信中♪
ぜひ登録してね✨

Instagram

CUBE

konan_kiec@349fahvt

多くの留学生と出会い、お
互いの国についての印象を
話したり、その国独特の料
理を作りあったりと、楽し
い時間を過ごせています。

リーズの中心地にもビクトリア時代
から存在する建物があり壁画が多く
みられ、歩いているだけでもワクワ
クする雰囲気です。

https://lin.ee/03nKJTR
https://lin.ee/03nKJTR
https://www.konan-u.ac.jp/kiec/
https://lin.ee/zN7Dr5I
https://www.instagram.com/konan_kiec/
https://lin.ee/zN7Dr5I
https://www.konan-u.ac.jp/kiec/pdf/interim_report_2021fall.pdf
https://www.instagram.com/konan_kiec/

