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                  　　　 は　じ　め　に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大曾　美惠子

　２００７年度も年度末の春休みを利用して、４人の学生が JIP (日本語教育イ
ンターンシッププログラム)に参加しました。インターンを受け入れてくださっ
たのは、台湾の國立屏東商業技術學院、香港の城市大学、韓国の国民大学校の

３大学です。今年度もまた学生を励まし、暖かく見守ってくださったことに心

から感謝いたします。参加者にとっては自分のキャリアを考える上で大変刺激

になったようで、一回り成長して帰ってきた参加者を見て、コーディネーター

として大変嬉しく思っております。

　２００７年度より JIP 参加者は「特別実習（日本語教育）」という科目名で単
位申請をすることができるようになりました。この制度が参加者にとって励み

となり、より一層研修に身が入ることを願っております。

　JIP はこれまで多くの成果をあげてきましたし、これからも姫路獨協大学の
日本語教員養成プログラムにおいて重要な位置を占め続けると思います。受け

入れ校からは、学生の日本語学習を刺激する効果があるという嬉しいお言葉も

いただいております。とにかく、JIPが受け入れ校の多くの先生方、事務の方、
学生の皆さんによって支えられていることは明らかです。面倒なこともあるか

と思いますが、今後ともご支援賜りますようよろしくお願いいたします。
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                                             　　　　竹田有希、周藤未記

実習場所 台湾の屏東にある『國立屏東商業技術学院』

実習期間 2008/2/24~2008/3/24　　計 29日間

実習内容

実習時間

講義 50分×12　　　授業見学 50分×8

授業参加・教壇実習 50分×48

個別学習指導 50分×18　　　授業打ち合わせ等 50分×12 　　　　

合計　50分×98＝4900分（８１，６時間）

費用 （日本̶台湾）航空チケット（ｻｰﾁｬｰｼﾞ・ＴＡＸ等含め）　 56000円

宿泊代（ﾎｰﾑｽﾃｲ）　7000円

生活費・食費　40000円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合計　　　約 116000円

 台湾について

僕は今回ＪＩＰということで、

台湾に 2月 24日から 3月 24日、

ちょうど一ヶ月間実習に行かせ

ていただきました。僕が今回の

実習に参加した 1番の目的は、

今まで国内だけで模擬実習を行

っていたので、国外で実際に行

われている日本語教育を見て、

実際に自分で教えてどれくらい

通用するのか知りたかったため

です。台湾を選んだ理由は、まず、台湾という国について知識がなかったからです。姫路

獨協大学にはたくさんの留学生の友達がいますが、台湾の友達がいなくて、あまり知らな

かったので、あえて台湾を選びました。あと、昔日本語が話されていた国として、歴史的

に興味があったためです。

台湾という国は、面積は 3万 6千平方キロメートルで、九州よりやや小さい大きさです。

國立屏東商業技術學院（台湾）
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人口は 2295万人で、主に中国語（北京語）が話されています。日本との時差はマイナス 1

時間です。気候は基本的に 1年を通して日本より暑いです。

 授業について

　はじめにオリエンテーションがあり、ＪＩＰの目的、大学の日本語教育の方針や、今回

の実習の予定の確認が行われました。

　参加させていただいた授業は、基本的に日本語学科１~3年生のクラス（会話・作文・

読解・文法）で、その他にもＴＡ（休み時間を使って日本語学科の学生の質問に答えたり、

会話の練習をする）や、僕たちのために開いていただいた中国語の授業・他学科の授業に

参加しました。校外の実習として、市が行っている日本語教育機関・幼稚園・高校の日本

語教育を見学させていただきました。

では、授業の詳しい内容を説明します。1年生の日語会話のクラスは、学年を２つにわ

けて、1クラス約３０人くらいです。『みんなの日本語　 初級』を使って、媒介語を使わず

に直接法で教えていました。１年生は結構消極的な印象を受けましたが、授業に対する姿

勢は真剣で、教科書に何かと書き込んでいる人が多くみられました。実習後半で僕は練習

を担当させてもらいました。はじめは緊張している学生が多かったけど、慣れたら発言し

てくれたり、休み時間に自ら質問をしてきてくれました。基本的に教授法は日本で勉強し

た通りでした。2年生の読解のクラスは学年全員での授業なので１クラス７０人いました。

これだけの人数を１度に教えるのは初めてで、まとめるだけでも大変だと感じました。授

業の初めに、スキャニング・スキミングを行って、文章の大意のつかみ方の練習をします。

その後『ニューアプローチ』を使って、文章を読み、語彙の確認をして、タスクシートで

答えながら内容を確認し、最後に表現（文法的な事）を学習します。スキャニング・スキ

ミングを取り入れているのはとても効率的だと思いました。日本では英会話の授業などで

よく取り入れられています。日本語学習でも授業の初めに行うことによって効果を発揮す

るのではないかと感じました。先生はマイクを使って授業を進め、途中、巡回したり、チ

ェックしていました。このクラスを授業前半だけ教壇実習させてもらいました。やっぱり

クラス全員に目がいかなくて、２人で授業したにもかかわらずいっぱいいっぱいでした。

２年生は元気がいいので、先生も大変だろうなぁと思います。（笑）３年生の会話の授業

は、ＡとＢの２クラスあって授業の曜日が違います。１クラス２０人くらいで、より実用

的な会話を学んでほしいということで、特に教科書は決まっていません。インターネット

を使って調べたり、それをまとめて、発表したり、質問に答えるといった形式が主です。

この授業の目的は発言することで、発表の形をとって練習していました。どうしたら３年

生に実用的な会話の練習をさせることができるか、それを考えて教材が選ばれています。
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僕たちも教壇実習の時間（教案は別紙）をもらったので、オリジナルの授業を考えました。

３年生にもなると聞き取り能力もついてきていて、個々の能力にも差が出ている気がしま

す。

その他の毎日の課題として、毎回の授業で「授業観察シート」で授業の良い所や改善点・

疑問点を書いて提出しました。あと学校内での学生との交流の具合をチェックする「接触

場面記録」をつけました。

見学では千葉英日語学院という幼稚園（インターナショナルスクール）と屏東市立復興

図書館の中で開かれている初級日文の講義（主に高齢者を対象としている）を見学しまし

た。幼稚園では日本のインターナショナルスクールと似ていて、徹底的な語学学習が行わ

れていて、大学よりも設備が整っていました。いわゆるエリートの学校という感じです。

図書館で行われている日本語教育は、講師はおじいさんで、昔の日本語教育を受けていた

方で、歌を歌ったり、歴史的な話をしていて、今の日本の若い人が知らない事もあり、少

し現在の日本とは違う印象を受けました。

 生活について

僕は今回ホームステイだったので、本来とは違う形で生活しました。物価は日本より安い

です。食品が特に安くて、１食２００円~５００円あれば食べられます。味も日本人に会

わないことはないと思います。食べ過ぎて太ると思いますよ。しかし物価はピンきりで、

高級なところに行ったら日本と変わらないし、むしろ高いです。安く済まそうと思ったら

日本の約４分の１くらいで生活できるかと思います。ただ調子にのってお金を使いすぎて

しまうので（自分がそうだったので）計画的にしたほうがいいです（笑）３月といっても

日本の夏くらい暑いので半そでやタ

ンクトップで過ごせます。学校がな

い時の予定は特に決まってないので、

友達と過ごしたり、ホストファミリ

ーと過ごしました。みなさんすごく
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友好的で、申し訳なるほど親切です。正直、毎日遊びに誘われ、授業の準備もあり、体力

的にはきついこともありました。けどそれ以上に充実した良い経験をすることができまし

た。後々考えると体力的に辛かったことなど、どうでもよくなります。たくさん遊んだり、

出かけたりしたほうが良いと思います。

 ＪＩＰでの経験

　今回のＪＩＰで学んだことはたくさんありすぎて書ききれません。話したら何時間あっ

ても足りません。約３年間も日本語教育を学んできたけど、国内では見えなかった部分が

たくさん見えました。実際に教えるのがこれほど難しくて、めんどくさい（悪い意味では

ありません（笑））なんて知らなかったし、うまくいかないことがほとんどでした。国に

よってもさまざまなスタイルがあることを身をもって体験できました。それと共に、僕た

ちの何気ない小さな行動が重要だったりすることにもビックリしました。海外にこんな長

く滞在したのも初めてで、毎日が刺激的で最高に楽しかったです。さらに台湾が自分に合

っているのか、苦痛は１つもなかったです。友達もたくさんできました。授業~生活、い

ろんな面で迷惑をかけたと思います。帰る時になるとさすがに悲しくなるので、ハンカチ

を用意していくべきでした（笑）今度はみんなが日本に来てくれたら嬉しいと思います。

　屏東商業技術学院の先生方を初め、お世話になったみなさんに、この場を借りてお礼を

言いたいと思います。ありがとうございました。　　（竹田有希）
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 教案例：日語会話

対象：三年生

教材：日本の歌謡曲と台湾の歌謡曲

内容 教材 留意点

導入

（２０分）

授業初めのあいさつをする。

日本の歌を紹介する。

まず『涙そうそう』の日本語歌詞を

見せて、読解してもらい大意を確認

してもらう。生徒に質問などをして

テーマ・内容を確認する。

『涙光閃閃』の中国語歌詞を見せて、

テーマ・内容を確認してもらう。単

語や文章の違いを発見してもらい、

全体としての意味が重要であること

を提示する。

歌詞

音楽データ（涙

そうそう・涙

光閃閃）

導入２

（３０分）

台湾の歌 6 曲を聴いてもらい、これ

から調べる曲を確認。

それぞれの曲の 1 番の意味やテーマ

を調べて訳してもらい、発表・評価

することを伝える。

グループ分けをする。（好きな曲を選

んでもらい、人数が多い場合はわけ

る。）

音楽データ 発表・評価しても

らうことを伝える

時に具体的に文章

を作るやり方と評

価基準・成績との

関与について知ら

せる。

作文・調査

（５０分）

グループにわけたら、相談しあって

調べを進めてもらう。（調べる内容は

テーマ・タイトル・歌詞）歌詞は意

訳でかまわない。

インターネッ

ト

基 本 的 に 巡 回 し

て、質問に答える

けど、行き詰った

様子があればこち

らから手助けをす

る。

発表・まと

め

曲のタイトル・テーマ・日本語歌詞

を発表してもらう。歌詞は実際に歌

を歌ってもらう。順番はこちらで指

定する。途中までしかできていない

ところは途中までを発表してもら

う。評価のプリントを配る。

音楽データ

評価用プリン

ト

発表者以外も参加

するように促す。
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（５０分） を歌ってもらう。順番はこちらで指

定する。途中までしかできていない

ところは途中までを発表してもら

う。評価のプリントを配る。

ト

 生活面

ご飯は学校の食堂や、学校の回りにたくさん食べるところがあるのでよく利用しまし

た。自分たちだけで行くこともあれば、学生たちと約束しておすすめのお店に連れてい

ってもらいました。また友達になった人たちが家に招待してくれて、一緒に餃子を作っ

たりしました。麺類のスープは色が濃いけど、基本的に味は薄かったです。九州ラーメ

ンのお店が大学の近くにあったけれど、かなり台湾風にアレンジされていました。お金

は最初５万円くらいをかえていきました。いっぱい買い物をすると足りなくなるかもし

れないけど、普通に生活するには十分だと思います。

　寮で私は日本語学科の二年生と三年生と一緒の部屋で、じっくり話す時間がなかなか

作れなかったけれど、いろいろなことを教えてもらい一番仲良くなれたと思います。寮

は女子寮しかなく、門限が十時半でした。遅れると掃除を何日かしないといけないそう

です。お風呂はシャワーだけで、十二時ぐらいになると完全にお湯が出なくなるのでか

なり冷たいです。

　気候は日本の春ぐらいと聞いていたけど、着いて数日経つとかなり暑くなりました。

３０℃ぐらいになる日が多かったので、夏の格好でいいと思います。台湾の人たちは暑

さに慣れているので長袖を着ている人が多かったです。学校の中でも外に遊びに行くと

きもトイレに紙がないことが多いので必ずポケットティッシュを持って行ったほうがい

いです。

今回一緒に行った人は男性だったので、寮に入れず日本語学科の先生の家にホールス

テイしていました。私は自転車を借りてほぼ毎日お邪魔していました。歓迎パーティー

を開いていただいたり夜ご飯をいただいたり、先生やご家族・知り合いの方々に去年ま

では行っていないところに連れて行っていただき、貴重な経験をたくさんすることがで

きました。

 　仲良くなった友達に先生の家をお借りしてお好み焼きを作っていきました。あまり

上手くできなくてソースもいい物が見つからなかったけれど、みんな「おいしい」と言

って喜んで食べてくれました。日本から持ってきたお菓子や化粧品などをあげるととて

も喜ばれたのでもっと持っていけばよかったと思いました。
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 見学

千葉幼稚園、女子高等学校に先生方と一緒に見学に行かせていただきました。中でも

一番印象深かったのはと図書館で行われていたご年配の方々の日本語教室でした。最初

はとても緊張したけど、日本人の若者が来てくれたと言ってとても喜んでくれました。

授業の中で演歌を何度も歌って覚えていらっしゃって、歌という新しい授業のスタイル

を初めて見ることができました。私たちが来たことを喜んでもらえたのが本当にうれし

かったです。

 感想

今回台湾に行って、日本人自体がめずらしく話すのも緊張する学生が多くて、今まで

の環境と全く違っていて驚きました。その中でも話しかけてくれたり、一緒に遊びに連

れて行ってくれたり、日に日に仲が深まっていきました。最後の日はとても別れがつら

かったです。台湾の人はみんな優しく日本人だとわかると喜んでくれる人が多かったで

す。今まで日本人がいて当たり前や普通に授業では答えが返ってくることしか知らなか

ったけれど、国によってそれぞれ違うこと、おとなしいクラスや元気なクラス・いろい

ろなクラスや学習者がいることがわかったことが一番大きな経験になりました。後期に

は友達になった学生が姫路獨協大学や他の大学に交換留学してくるのでとても楽しみに

しています。また必ずもう一度屏東へ行ってみんなに会いたいです。お世話になった先

生方、学生のみなさん本当にありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（周藤未記）
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実習者：井上　雅司

期間：2008 年 3 月 5 日~3 月 24 日　19 日間

場所：香港城市大学

担当教師：高橋リタ先生、村上仁先生、高田和幸先生、堀部昌一先生、多賀友美先生、

　　　　　青山玲二朗先生、達木千佳先生

費用：航空券　70,000 円　日本航空

　　　ホームステイ代　30000 円

　　　生活費（食事代、買い物、遊び等）　 60000 円

気候：１７~20℃と比較的暖かく日中は半そでで過ごすことができました。しかし、夜は

肌寒い時があり、薄手の羽織るものが必要でした。

授業見学（１４時間 20分　110 分×６回＋50分×４実習時の後半 50分）

　主に一年生のクラスを見学しました。見学したクラスは、文法の授業、会話練習の授業

で城市大学では、文法、会話は違うクラスで別々にしてました。文法の導入やドリル練習

は文法の授業にし、会話の授業では、学生が習った文法を使いロールプレイをし、発表し

ました。授業は、2コマ（途中 10分ほどの休憩があり）連続でしました。使用教科書は「み

んなの日本語　初級Ⅰ　Ⅱ　台湾版」でした。授業中は時々学生と会話練習をしたり、ロ

ールプレイをして参加しました。

前回の授業で、学生には２~５人でのロールプレイの宿題が出されており、その発表を授

業の始めにしました。城市大学の学生はとても明るく、積極的でした。

実習（3時間 20分　50分×4 回）

　実習は一コマ（５０分）を 4 回しました。実習前に担当の先生に実習でどこをするのか

伺いましたが、「会話中心に弟 18 課を好きなようにして」と言われ、どのようにするのか

まったく見当がつかずに何回か先生のところに相談に行きました。実際にある会話を既習

済みの語彙・文法だけで教案を書くにはとても悩みました。

　インターンシップ生専用の部屋をいただきそこで、事前準備をしました。絵パネルや

文字カードはあるのですが、教授法の授業のときのように画用紙に書いて作りました。

　授業では、学生はみんな積極的に質問に答えてくれました。まだ未習の語彙や文法を自

　　　城市大学（香港）
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分で勉強している学生もいたので驚きました。歳が近いということもあり、実習中「彼女

はいますか？」といった質問があり明るく楽しく実習ができました。実習後生徒達から「楽

しかった」といった意見がありとても楽しかったです。

　初めて 50 分という長時間の実習をさせていただき、授業の時間配分、学生全体へ目を

向けること等改めて課題が見つかりました。

　教案は、「出さなくてもいい。」と言われましたが、前日に先生に提出をし、先生からア

ドバイスを頂き夜遅くまで書き直しました。

ゲストトーク（3時間　９０分×２回）

　二回ゲストトークがありました。一回目は、学生達の授業があり 6 人しか集まりません

でした。二回目は、学生達と飲茶をしながらしました。飲茶をしながら学生から「日本の

大学生はバイトを何時間しますか？」とか「日本の大学のクラブは、いくつありますか？」

など日本の大学生活について話しました。日本の大学生活以外にも「日本の芸能人」「日

本のファッション」なども話しました。日本からファッション雑誌を持っていったので、

とても喜ばれました。

ホームステイ

　受け入れて頂いた家族は、とても親切な家庭で楽しく暮らせました。

みんなで外食したり、香港を案内して頂きました。お父さんお母さんは日本語が話せない

ので、英語と漢字の筆談で話しました。

　最終的にホームステイ代の 3万円は城市大学から補助をいただきました。

食事

　食事は、学生との外食がほとんどでした。時々ホストファミリーのお母さんが作ってく

ださいました。朝ごはんは、大学の近くのモールでパンを買いました。一つ 8 ドル。昼ご

はんは、大学の食堂で食べました。一食大体 20 ドルぐらいでした。お昼の混雑する時間

帯は、警備委員がいて、学生証がないと入れませんでした。しかし、学生と一緒の場合は

入ることができます。晩御飯は、学生達と屋台や町の食堂で食べました。一食大体 30 ド

ルぐらいでした。食事の後は決まってみんなでデザートを食べに行きました。

　日本では、食べられない蛙料理や蛇料理、ドリアン等を食べました。蛙や蛇は鶏肉のよ

うな感じでおいしかったです。
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その他

　土、日曜日は学生達と朝から晩まで遊びました。学生達と BBQ をしたり、買い物をした

り、中国（大陸）に行ったり、香港の観光をしました。

謝辞

　最後になりましたが、今回の研修でお世話になった香港城市大学の先生方、事務の方々、

日本語学科の先生方に心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
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実習大学：国民大学校　社会科学大学　国際地域学部　日本学科

住所：〒136－702　ソウル特別市城北区貞陵洞 861－1

　　　　（地下鉄４号線　吉音駅　から　バス〈１１１２番〉で　約 10 分）

実習生：松永　恵里香（日本語学科）

研修期間：3 月 10 日（月）~28 日（金）

担当教員：浅津嘉之先生（日本語３　文法・会話）

　　　　　雀　　　先生（日本語１　会話）

実習科目：日本語１（会話）・日本語３（会話、文法）

月 火 水 木 金

10 日 11 日

日本語３会話×２

日本語３文法×２

12 日 13 日

日本語３文法

14 日

日本語３文法

日本語３会話×２

17 日 18 日

日本語３会話×２

日本語３文法×２

19 日 20 日

日本語３文法

21 日

日本語３文法

日本語３会話×２

※デモンストレー

ション

22 日

日本語１会話

23 日

日本語３会話×２

日本語１会話

日本語３文法×２

※授業

24 日

日本語１会話

25 日

日本語３文法

26 日

日本語３文法

日本語３会話×２

※授業

１時間＝75 分　授業

国民大学校（韓国）
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使用テキスト：日本語３　文法　『大学・大学院　留学生の日本語３』　アルク

　　　　　　　　　　　　会話　『留学生のための日本事情入門』　文理閣

【実習感想】

　私は今回、３週間、浅津先生担当のクラス（日本語３:中・上級クラス）４クラスに主

に参加させてもらった。どのクラスも、日本に長年住んでいたことのある学生から日本に

行ったことのない学生・日本語がまだあまり理解できない学生まで、様々なレベルの学生

がいた。また、日本学科の学生だけでなく、広告学科やデザイン学科など他学科の学生も

多く、年齢も様々だった。しかし、どの学生を見ても、やはり日本（日本人や文化、社会）

に興味があるようだった。そして、日本人である私をとても歓迎してくれた。

　日本語３の文法のクラスは、初めの２週間は先生のアシスタントとして、本文を読んだ

り板書をしたりしながら、学生と一緒に授業を受けていた。３週間目に実際に自分が授業

をしなければならなかったので、先生のやり方、学生のレベル・受け答え方・反応の仕方

など、注意深く観察した。中上級のクラスの授業は実際に体験したことがなく、とても勉

強になった。３週間目に、実際に自分が授業をしてみると、やはりうまく行かない点が多

く、何度も学生たちに助けてもらった。まだまだ勉強不足だと反省した。

　会話のクラスでは、まだ新学期が始まって２週目だったので他者紹介を一緒にした。ま

た、２週間目の金曜日にプレゼンテーションのデモンストレーションをすることになった。

私自身、プレゼンテーションをした経験が少なかったので、自分の為にもなった。そして、

３週間目の火曜日には、浅津先生から「好きなことをしていいよ」と１時間ずつ時間をい

ただいた。「好きなこと・・・。」２週間悩み、音楽を聞きながら東京弁と大阪弁の違いを

発見させることと若者言葉に触れることにした。浅津先生とも何度も話し合い、ヒントを

もらいながら、やっと教案や授業の流れができた。実際の授業では、時間配分がうまくい

かず、最後はバタバタしてしまい、何が言いたかったのかちゃんと伝わったのか不安で終

わってしまった。

　日本語１のクラスは、３週間目に見学だけさせてもらった。日本語１のクラスは初級の

クラスで韓国語での授業だった。「韓国の人は『ん』の発音が苦手なので説明してくださ

い」と先生に急遽言われ、授業の初めに少しだけ『ん』について説明と発音練習をした。

初級のクラスでも日本語のレベルは様々だった。

　実際の授業では、何かと反省する点が多く、学生にも申し訳なかったのだが、実習最後

の日にネームプレートに学生一人一人からメッセージをもらって、とても励まされた。「あ

りがとう」「楽しかった」の文字がとても嬉しかった。
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【生活】

　食事は、主に朝・晩はゲストハウスで自分で作って食べ、昼は大学周辺にある食堂で主

に食べた。私は辛いものが好きなので、毎日辛いものを口にしていた。しかし、すべての

メニューが辛いわけではない。大学内や周辺なら４００円前後で食べられる。

　大学から一番近い地下鉄の駅（吉音駅）まで７０円で行ける。ゲストハウスの目の前が

バスの終点（始点）なので大変便利である。交通カードを購入したほうが便利で、料金も

安くなる。

　時間のあるときはソウルの街に出かけてみたり、学生と一緒にショッピングや食事に行

くこともできた。日本とは一味違った体験が出来る。

【宿泊】

大学構内にある、ゲストハウス（迎賓館）に宿泊した。一人暮らしのワンルームのよう

な部屋で、キッチンもついていて、とても便利だった。（キッチン付きの部屋とそうでな

い部屋があるので、キッチン付きが良ければ、予約時に一言言っておくと良い。）キッチ

ンの他に、冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、パソコン（インターネット使用可）、エアコン、

オンドル、シャワー、トイレ、洗面台、ベッドなど、一式揃っているので、快適に過ごせ

た。また、大きな本棚や衣装ダンスもある。洗濯機と乾燥機は共同だが、何台かあり自由

に使えるので、洗濯したいときに出来たのは良かった。

　　　　　

【その他】

　３月と言えど、ソウルではまだまだ寒い日が続いていた。昼と夜の気温も違うので、厚

手のものを持っていくと良い。

　ゲストハウスにパソコンはあったが、韓国語は分からないので、自分のノートパソコン

を持っていった。教案を作る際や、インターネットをする際、便利だった。
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　韓国と日本は一番近い国だが、やはり文化は違う。韓国の文化や習慣など、少し頭の片

隅に入れておくと良いと思う。

　言葉はもちろん違う。しかし、私は全く韓国語は話せないが、先生や学生に聞いたり、

英語表記を見たりと、３週間あまり不自由なくやっていけた。

【費用】

（100 ウォン≒10 円　の計算だが、毎日レートは変わるので注意）

航 空 運 賃：　約　５８０００円

保 険：　約　　７０００円

ゲストハウス：　約　６００００円（1 ヶ月 60 万ウォン）

食費・生活費：　約　４００００円（クレジットカードを持っていればさらに安心）

約１６５０００円

最後に、このような機会を与えてくださった日本語学科の先生方、また国民大学で大変

お世話になった浅津先生、南先生、朴先生、雀先生、学生の皆さんに、心より御礼を申し

上げます。今回、国民大学で学んだことは今後の私の人生に大きく影響したと思います。

まだまだ日本語教師として勉強不足なことに気付かされ、ますますやる気が湧いてきまし

た。３週間、とても楽しく充実していました。本当にありがとうございました。
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