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新型コロナウイルス感染症の波が続き、収束が見通せない日々

が続いておりますが、国際交流センターでは海外との交流、学び

を止めないFITなリューカツ（留学活動）として、オンラインを活

用したオンライン留学やオンランエリアスタディーズをこの夏、実施

しました。

一方で、国や地域の感染状況・感染防止策を十分に把握でき、

学生への支援体制を取ることが可能な協定校等に限り、2021

年度秋出発より留学プログラムを一部再開しました。

今回のKITでは、この夏の取り組みをご紹介するとともに後期に

実施するプログラムをご紹介します。後期からも海外との交流や

留学に向けてのいろいろなイベントを実施しますので、ぜひご参

加ください！

そして、海外との交流や留学相談等があれば、窓口、メール、

ホームページ、電話等、いずれの方法でもお気軽にスタッフにご

相談ください。

国際交流センターは学生一人ひとりを親身にサポートします！

TOPICS

✐ エリアスタディーズ(アメリカコース)

✐ エリアスタディーズ(アイルランドコース)

✐ Language Chat

✐ オンライン留学

✐ 中・長期留学

✐ メガネリサイクルプロジェクト

✐ Global Zoneでの取り組み

✐ IELTS講座

✐ KONANクオリティプラス

KIT
Konan International Times

～甲南生へ外国留学・国際交流に関する情報を

随時発信していきます～

Vol.2 2021.0９

KIEC Konan International Exchange Center

写真：ピッツバーグ大学(アメリカ)



エ

 オンラインエリアスタディーズ

                                       アメリカ(ピッツバーグ大学)コース

アメリカ(ピッツバーグ大学)コース参加

 オンラインエリアスタディーズ

                               アイルランド(ダブリンシティ大学)コース

 Language Chat

アイルランドコース事前授業

アイルランドコース事後授業

 ◆オンラインエリアスタディーズ参加学生のメッセージ◆

アメリカコース事後授業

アメリカコース事前授業

■Language Chat 2021年度後期募集スケジュール■

11月開始 ⇒ 10月24日（日）申込締切

12月開始 ⇒ 11月23日（火）申込締切

※詳細はKIEC HPやMyKONANからご確認ください

マネジメント創造学部 1年 ニバ ローリンさん

8～9月に実施したアイルランドのダブリンシティ大学(DCU)のオンラインエリアスタ

ディーズでは、異文化交流やSDGsをメインに学習しました。現地学生による学

内バーチャルツアーや、特別講師によるオンライン企業訪問、就職活動に関する

講義なども組み込まれ、幅広い内容のプログラムになりました。

5日間を通して、語学や文化だけでなく、間違いを恐れずに意見を伝えようとする

大切さや英語を話す楽しさに気づくことができました。

〈参加学生の声〉

・海外の文化を知ることは、非常におもしろいと感じた。宗教や考え方、食べるも

の、着る物すべてを尊重し合いたいと思った。また、英語で話すことの楽しさも学

んだ。これからは恐れずに自分から積極的に英語を使って話したいと思う。

・今回のエリアスタディーズで自分自身の英語の実力が分かったので、今まで英

語の勉強をしっかりしていなかったが、これを機にこれからの英語の勉強をもっと頑

張ることに繋げていきたい。自分の意見を相手にきちんと伝えるということはとても

大切だと感じたので大学生活や日常生活でも自分の意見をはっきりと伝えられる

ようにしたい。

コロナ禍の影響により渡航が難しいため、春期に引き続きオンラインによるエリアスタ

ディーズを8月に実施しました。アメリカコースでは、今回初めてCOIL形式*のプログラム

を提供しました。ピッツバーグ大学の授業とエリアスタディーズの授業をリアルタイムにオン

ラインで結び、協働してプロジェクトに取り組みました。

今回のテーマは"SDGs目標11に関連する持続可能なアーバン・デベロップメント"です。

日本とアメリカ、それぞれの都市の歴史、サスティナブル（持続可能）な都市計画の

取り組みについて学び、グループワークを通してより環境に優しい未来へ向けた「住み続

けられるまちづくり」についてアイデアを出し合いました。最終日には現地学生を含めたグ

ループに分かれ、プレゼンテーションを行いました。限られた期間の中、授業時間外にも

LINEやZOOMを活用しプレゼンテーションの準備を進め、現地学生とのコミュニケーショ

ンを深めました。専門外の分野を英語で学ぶことの難しさや、非対面ゆえのコミュニケー

ションにも苦慮した参加学生ですが、現地学生の積極的な姿勢に刺激を受け、今後

の英語学習や中長期留学へのモチベーション向上につながりました。

（*COIL形式: Collaborative Online International Learning新しい国際協

働オンライン教育方法のこと）

私は今回のエリアスタディーズでとてもいい経験ができました。大学に入学して早々

授業が全てオンラインになり毎日刺激の無い生活を送っていましたが、エリアスタ

ディーズのおかげで有意義な時間を過ごせました。

オンライン留学なので費用の面の心配も無かったですし、ピッツバーグとの時差で午

前と午後に１時間半ずつ授業があったので日中に友達と遊びに行ったりバイトに

行ったりして、普段の生活の時間も充分に確保できたのはとても満足しています！プ

ログラム期間は１週間程度で単位も付与されるので将来実際に現地に行く準備と

して参加してみるのも良いと思います！

毎回色々なトピックの講義を聞いて幅広い分野の社会問題に関心を持てたことは、

強みになると思いますし、両国の学生との交流も楽しかったです。プレゼンを作る時

は大変でしたがみんなのアイデアを参考にすることで知識も増え視野も広がりモチ

ベーションも上がったので非常に良い経験になりました！

Language Chatは、甲南生と海外協定校の学生が1対１のペアになり、1ヶ

月間テーマに沿って会話を楽しみながら交流をする新しいプログラムです。2021

年度前期は6月から8月に実施し、甲南生と海外協定校の学生のべ184名が

オンラインで交流を深めました。

参加学生からの満足度が高く、継続を希望する学生が多かったことから、後期も

10月、11月、12月にLanguage Chatを実施します。参加期間中、パート

ナーと週1回1時間オンライン（リアルタイム）でお互いの母語を使いながら会話

をし、お互いの文化への理解を深めませんか？参加した学生からは、会話をしな

がら分からない表現や単語をチャット機能で確認することができた、インターネット

だけでは知ることのできない情報をパートナーから得ることができた、などのコメント

が届いています。海外の学生と対面での交流ができない今、オンラインで会話を

しながら異文化理解や語学力を高めるチャンスですので、是非、国際交流セン

ターのホームページやMy KONANで後期の募集要項を確認してください。

参加学生数

アメリカ(ピッツバーグ大学)コース 17名
アイルランド(ダブリンシティ大学)コース 9名



オンライン留学

    長期留学

オンライン留学

    中・長期留学

　メガネリサイクルプロジェクト 

本庄中学校(右)、

福地小学校(下)などを訪問しまし

た。生徒たちへのプロジェクト説明も

行っています。

◆オンライン留学参加学生のメッセージ◆

文学部 ２年 田嶋 葵さん

オンライン留学(前期) ブリティッシュコロンビア大学付属語学学校コース参加

11/9   (火)12:20-12:50 

11/10 (水)12:20-12:50 

11/12 (金)12:20-12:50 

Zoomで実施予定。ZoomIDは、My KONAN記事でご確認ください。

My KONANでの募集説明会の案内は10月中旬ごろにアップ予定です。

2021年度より新設された年４回実施のオンライン留学の夏休みプログラムを8月に

実施しました。オンライン留学は、協定校が実施する3～8週間程度のオンライン授

業に海外の学生と一緒に参加し、語学を学ぶプログラムです。日本にいながらオンラ

インで参加することができますので、部活や理系学部の研究などで時間的に制約の

ある学生、渡航が難しいコロナ禍の中で、オンラインでも受講しやすい１カ月程度の

短期集中で現地のプログラムが受講できる、新たな留学の選択肢の一つとしておす

すめです。様々な文化的背景をもつ教員やクラスメイトとの授業や課外アクティビティ

を通じて、語学力やコミュニケーション能力の向上が期待できます。修了者には最大

５万円のスカラシップも支給されます(一部未定のコースあり)。次回、春休みのプロ

グラムは11月に募集です！

＜2021年度夏休みオンライン留学(参加者)＞

・ブリティッシュコロンビア大学付属語学学校（カナダ） ・・・・・２名

・ビクトリア大学付属語学学校（カナダ） ・・・・・・・・・・・・・・4名

・ヨーク大学付属語学学校（カナダ） ・・・・・・・・・・・・・・・・1名

・カリフォルニア大学サンディエゴ校付属語学学校（アメリカ） 7名

・モンタナ大学(アメリカ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12名

・【CUBE】SAF分野別短期研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7名

私はコロナ禍でも挑戦できることの一つとして、オンライン留学に参加しました。ここ

での授業は、週ごとに変化するトピックについて対話を中心に学ぶというものです。

10人から成る少人数クラスということもあり、質問をしやすい環境が整っていたよう

に感じられます。

私はこの期間、毎日授業開始5分前にはzoomに参加していました。この5分間

で担当教授が授業で取り扱っていなかったイディオムを教えてくれるなどと、授業

以外の時間にも多くの学びがありました。

プログラム開始当初、私は自身の間違いを恐れ、会話を始めることへの抵抗が

強くありました。しかし、ここでは「とりあえず」会話をすることの大切さをも学ぶこと

ができました。最後にはクラスを代表してスピーチを行うなど、自分の中で確かな

成長を感じられた有意義な留学期間となりました。

世界には経済的な理由から、メガネを手に入れることができず、日常生活に困難を

きたしている人が数多くいます。

メガネリサイクルプロジェクトでは、本学の学生が主体となりグローバル社会における

課題を学びながら、ライオンズクラブ、地域の学校等と協力し、持続可能なグローバ

ル社会の実現のため、不要なメガネを回収するプロジェクトです。回収したメガネは

洗浄や度の測定、梱包を経て世界中の人々に届けられます。メガネ回収箱を設置

していただくために、近隣の小中学校を訪問し、全校児童にプロジェクトの説明を

行ったり、プロジェクトの説明動画やチラシを配布したりする活動を行いました。

8月からは本学卒業生のメガネ屋さんとの協力も始まり、これまでに244本のメガネ

を回収しています。地域の方々に協力していただきながら、不要なメガネを貴重な資

源として回収し、たくさんの人々の福祉や健康に貢献できるよう活動を進めていきま

す。

Global Zone(岡本キャンパス2号館1階)にも回収ボックスを設置しています。

不要になったメガネがあれば是非お持ちください。

メガネリサイクルプロジェクトメンバーを募集中！

主体的な行動力を身につけながら、社会貢献しま

せんか？興味があればこちらまで！

konan-meganeproject@outlook.jp

募集説明会 出願期間

11/12(金)~18(木)23:59

本学ではこれまで感染症危険情報レベル2以上の国・地域への渡航を一律に禁

止するという方針をとってきましたが、国内外でワクチン接種が進んできたことや、

文部科学省からの通達があったことを踏まえ、本学の新たな方針として、協定校

留学等（官民協働海外留学支援制度を含む）は、渡航先が外務省感染症

危険情報レベル2以上であっても、個別の事情を考慮して判断することにしました。

この方針により、国や地域の感染状況・感染防止策を十分に把握でき、学生へ

の支援体制を取ることが可能な協定校等に限り、2021年度秋出発より留学プ

ログラムを一部再開しました。

〈2021後期出発 派遣実績 合計6名〉

・交換留学 ウィーバー州立大学(アメリカ) 1名

・交換留学 リーズ大学(イギリス) 2名

・交換留学 東義大学(韓国) 1名

・語学プラス交換留学 ライプツィヒ大学(ドイツ) 1名

・トビタテ!留学JAPANによる留学(カナダ) １名

☞2022前期出発奨励留

学：コロナ禍における留学で

は、留学先言語での情報収

集や状況判断、対応等を行

うことができる語学力が求めら

れるため、語学基準を変更し

て募集します。

ブリティッシュコロンビア大学付属語学学校 2022/2/23～3/18

ビクトリア大学付属語学学校 2022/３/1～3/26

カリフォルニア大学サンディエゴ校付属語学学校 2022/3/8～4/2

プログラム受講期間

３-８週間

短期



グローバルサーティフィケイト説明会

第8回　Professor’s Café（フロンティアサイエンス学部）

 (11/17のみCUBEでの開催)

留学先紹介説明会

 (2022年度後期出発 ドイツ・フランス語圏)

 第4回　グローバル★ツナガルCafé /Jump UPプログラムイベント

 (グローバルに活躍する卒業生とツナガル)

11/24

12/1

12/8

留学先紹介説明会（2022年度後期出発）

交換留学・語学プラス交換留学・奨励留学（リーワード）

第5回　Professor’s Café （経営学部）

認定校留学説明会

CUBE留学先紹介説明会

 (2022年度後期出発 英語圏)

第6回　Professor’s Café （知能情報学部）

日本語Café

第3回　グローバル★ツナガルCafé（現役国際線パイロットとツナガル）

春休みオンライン留学募集説明会

第7回　Professor’s Café（マネジメント創造学部）

春休みエリアスタディーズ説明会

10/12-15

10/13

10/19

10/20

10/21

10/23

10/25

11/9.10.12

11/11

11/15-19

11/16

※イベントスケジュールは変更になる場合があります。各イベント詳細はHP等でご確認ください。

Global Zoneでの取り組み   

KONANクオリティ・プラス プロジェクト

甲南学園 甲南大学・甲南高等学校・中

学校には、全部で 32職員組織部署があ

り、すべての職員組織が KONANクオリ

ティ・プラス プロジェクトを実施しています。

このプロジェクトは、それぞれの職員組織が

改めて Student first を実践するために、

さらに何ができるかを考え、学生のためにと

る行動のクオリティをプラスすることを目的と

しています。

このたび、国際交流センターの目標や取り

組みを表すポスターが完成しました。

学内での国際交流や留学相談等、ちょっと

したことでもスタッフにお気軽にご相談くださ

い。

IELTS講座

 今後の開催イベント・説明会
国際交流センターの最新情報はこちらから!

公式HP QRコード

岡本キャンパス2号館1階にあるグローバルゾーンPorte（ポルト）では、英語を使っ

て楽しく参加できるLOFTアクティビティを実施しています。後期のオンラインアクティビ

ティは10月11日からスタート！11月からは対面アクティビティも始まります。

「学内でぜひ、英語を使って話してみたい！」という方はもちろん、「これまで英語が得

意ではなかった…」という方も大歓迎です。英語の先生や、先輩学生「LOFTアシスタ

ント」がやさしくサポートします。まずは英語で「Hello!」と言うところから始めてみましょう。

授業とは少し違った方法で、楽しく英語に触れることができますよ。1回30分から参加

できます。

9月には新しいLOFTアシスタント7名が加わり、さらにパワーアップしたメンバーでみなさ

んをお待ちしています！まずはLanguage LOFTのLINEを友だち登録し、週間スケ

ジュールをチェックしてみてください。ZoomのリンクはMy KONANから見られます。参

加方法でわからないことがあれば、お気軽に国際交流センターにお問合せください。

Language LOFT

LINE登録はこちらから

IELTS講座はJump Upプログラムの一環として、留学や語学学習に興味のある

意欲の高い学生を対象に、留学や更なる語学力向上へのモチベーションアップにつ

なげてもらうよう提供しています。

夏休み開講のIELTS講座は、9/6～9/17まで土日除く毎日3時間、合計30時

間の授業です。対面授業として案内していましたが、緊急事態宣言の発令を受け、

全日程オンラインで実施しました。目的意識と志の高い学生が集まり、それぞれの

目標に向かって積極的に参加していました。

〈参加学生の声〉

英語能力以上にIELTSの解き方や学習習慣がついたことが有難かった。また、講師の方が

受講生全体のレベルを見て臨機応変に授業内容を変更してくれたため、より一層効率的

な学習ができたと思う。

☞11/24にJump Upプログラムのイベント(第4回グローバル★ツナガルCafé)を実

施します。在学中にアメリカへ留学し、卒業後は金融業界でグローバルに活躍をし

ている卒業生の体験談です。ぜひ参加してください！

公式HP https://www.konan-u.ac.jp/kiec/

ご質問・留学相談など、「お問い合わせフォーム」から

お気軽にどうぞ！

LINE・Instagramで最新情報を随時更新中！

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

