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大阪学院大学 

国際交流プログラム 
      2013-2014 

日本を体感しよう！ 
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外国人留学生に対する国際センターのミッション: 

  

国際センターは: 

 

外国人留学生に“人生を変える”ような、生きた日本体験

を提供します。 

OGUを離れた後も思い出し、またそこから何かを積み上げて

いけるような一人ひとりの貴重な体験により、学生のこれ

からの人生や将来に大きく影響するでしょう。 
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ようこそ大阪学院大学へ！ 

 
 

こんにちは！ 

  

大阪学院大学（OGU）は、留学生が日本語や日本文化を学ぶのに理想的なプログラムを用意して

います！他の大学と比べてもキャンパスへのアクセスが非常に便利で、日本の文化の中心である

京都から30分、大阪のビジネスとエンターテイメントの中心から10分、世界でも有数の貿易港で

ある神戸から40分、歴史的にも古い街、奈良からも１時間という距離にあります。また日本の首

都、東京からも新幹線で2時間半と言う場所に位置しています。私たちが提供する日本語プログ

ラムは、先進的かつ実践的で、日本国内でも他に類を見ない独創的なプログラムです。午前中は

日本語の授業10時間/週、午後は優れた教師陣から日本やアジアに関する専門授業を英語で学ぶ

ことができます。また、OGUの留学生の多くはホストファミリーと生活をし、キャンパス内のク

ラブ活動にも参加しています。この2つは海外留学の重要な部分を占めることが多いでしょう。

また国際センターのスタッフが留学生一人ひとりにきめ細やかな対応をし、常に一人ひとりに応

じたサポートを提供しています。もし皆さんが“人生を変えるような”、忘れることのできない

留学をしたいと考えているのであれば、私たちはみなさんを待っています！ 

    

   

国際センター 所長 

マイク マツノ 
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日本語コース 

 

大阪学院大学の国際交流プログラムでは、午前に総合的な日本語のコースを履修することになっ

ていますが、それ以外に、午後にさまざまな選択科目を履修することができます。選択科目は、

全くの日本語初心者から、日本語会話に自信のある上級者まで各レベルに応じた内容がありま

す。 

＊開講されるクラスは学生の人数とレベルによって変わります。上の表の通りに開講されるとは

限りません。 

 

JSL1~3 (総合日本語) 

JSL1~3では、読み、書き（漢字も含みます）、話す、聞くという基礎的な四技能を身に付

けます。基本的な日常会話を可能にし、日本での日常生活を快適にすごせるようになること

が目的です。春学期の終わりには日本語でのプレゼンテーションを行います。 

   

JSL4~6 (文法、コンテントベース授業、個別指導) 

JSL4~6では、文法の授業で日本語力を強化することに加え、週に4時間、より実践的に日本

語を使えるようになるため、いろいろな内容を日本語で学ぶようデザインされた授業を受け

ることができます。この授業では、現在の日本の文化的または社会的な事柄を取り上げ、そ

の内容について日本語で学びます。たとえば、日本語で書かれた実際の読み物やメディアの

情報を教材として使い、それについて意見を交換することで、聴解・会話・作文・読解の四

技能すべてを駆使し、日本の文化・社会事情について学ぶことができます。学期中はクラス

で短いプレゼンテーションを行い、春学期の最後にもプレゼンテーションを行います。 

 

学生は大阪学院大学の教員の判断したレベルによってクラス分けされます。  

JSLクラスのレベルは、該当学期の登録学生人数やレベルにより多少の変化があります。 

日本語授業（午前） 

科目名 

秋 春 

日本語歴 

（時間） 

時間数

（週） 
内容 

JSL1 （初級） 
●   

0 12 総合日本語 

JSL2 （初中級） 
● ● 

180 12 総合日本語 

JSL3 （中級） 
● ● 

360 12 総合日本語/文法、コンテントベース授業と個別指導 

JSL4（中上級） 
  ● 

500 10.5 文法、コンテントベース授業と個別指導 

JSL5 （上級１） 
● ● 

650 10.5 文法、コンテントベース授業と個別指導 

JSL6（上級２） 
  ● 

800 10.5 文法、コンテントベース授業と個別指導 
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選択科目コースは全てのレベルの学生たちが様々な科目を取れるよう設定されています。J-Bridge

コースは、日本語のスキルを実践的に応用しながらさまざまな主題を学べる、日本語学習者に最適な

コースです。このクラスでは、学生たちが日本語で講義を聴き、自分の理解能力がどれくらいなのか

を知ることが可能です。  

J-Bridgeと学部クラスの履修はレベルの高い学生に限られています。ほとんどの場合、日本語教員

からの承諾が必要となります。  

選択科目コース  

選択授業（午後） 

科目類 内容・言語 コースの例 
時間数

（週） 

JSC 
英語で行われる日本・アジアの社会、文化、

宗教、経済、芸術などについての講義です。 

Japanese Business Culture, Spirituality 
and Healing, Post-Imperial Japanese 
History, E-commerce and Marketing, 
Japanese Fine Arts and Performing 
Arts, etc. 

3 

JSP 

日本語の能力を向上させ、日本の社会や文化

への理解を深めるための授業です。すべて日

本語で行われます。 

日本事情、大阪弁、日本語能力試験対

策、マルチメディアを使ったプレゼン

テーション、読解と作文など。 

1.5 

J-Bridge 

中級～上級レベルのわかりやすい日本語で行

われる日本の社会、文化、経済などについて

の講義です。 

異文化コミュニケーション、日本史、東

アジア関係、日本文学など 
3 

Faculty 

Classes 

国際学部、経済学部、外国語学部などの一般

授業を、日本人学生と同じように日本語で受

講します。※学部の学期国際交流プログラム

の学期とは異なります。 

国際化、哲学基礎、フランス語、など 1.5 / 3 

Others 
インターンシップ、特別講座など（英語また

は日本語） 
Internship Practice and Practicum 1.5 / 3 
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授業履修時間数  

 月 火 水 木 金 

1 JSL JSL JSL JSL JSL 

2 JSL JSL JSL JSL JSL 

3  JSL  JSL  

      

III JSC   JSC JSP 

IV   JSC JSC  

 月 火 水 木 金 

1 JSL JSL JSL JSL JSL 

2 JSL JSL JSL JSL JSL 

3  個別指導    

      

III J-Bridge JSP  JSP  

IV J-Bridge  学部授業 学部授業  

日本で生活しながら勉強することは大変なことです。そのため、授業の履修時間数を計画的に決

定し、時間管理を上手に行うことが大切です。  

週の授業履修時間数の例 (初級学生の場合) 

 
週の授業履修時間数の例 (上級学生の場合) 

コース         OGU クレジット時間数 

(推奨数) 

JSL コース (12x 60分授業)    12 

JSC コース (2x 90分授業)     3 

JSC コース (2x 90分授業)    3 

JSP コース (1x 90分授業)    1 

(合計)       (19) 

 

コース         OGU 時間数 

 

JSL コース (10.5x 60分授業)   11 

学部授業 (2x 90分授業)     3 

J-Bridge コース(2x 90分授業)   3 

JSP コース (1x 90分授業)    1 

JSP コース (1x 90分授業)    1 

(合計)       (19) 
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8月30日-31日   到着と出迎え（関西国際空港）  

9月2日-5日    オリエンテーション  

9月7日       ウエルカムパーティー  

9月9日        授業開始  

10月18日-20日   岸辺祭(学園祭） 

12月20日   授業終了  

   12月20日   フェアウェルランチ  

1月16日   到着と出迎え（関西国際空港）  

1月17日   オリエンテーション  

1月20日   授業開始  

3月17日-21日 春期休暇  

5月9日    授業終了  

   5月10日   フェアウェルパーティー  

 

学年暦2013-2014カレンダー  

秋学期  

2013年9月9日～12月20日  

春学期 

2014年1月20日～5月9日 
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日本に来る留学生に対して、OGUの学生とスタッフが様々なサポートを提供します。必
要な場合は個別サポートも可能です。  

 

サポート内容：  

来日時の空港出迎え 

OGUスタッフと学生が留学生を空港で出迎え、ホストファミリー宅やアパートまで案内しま

す。空港からの交通費は留学生の自己負担となります。 

 

キャンパス外のサポート 

留学生の住民票登録、、国民健康保険加入、携帯電話購入、銀行口座開設等の手続きをサ

ポートします。 

 

オリエンテーション時のサポート 

オリエンテーション、キャンパスツアー、情報収集、留学生の質問への回答などで、OGU学

生が国際センターをサポートします。 

 

国際交流イベント 

留学生同士や日本人学生と交流できる機会となるイベントを行います。 

 

保険: 

日本の国民健康保険 

OGUでは、すべての外国人留学生に対し、日本滞在中の日本の国民健康保険への加入を義務

づけています。加入申込書は、留学生が居住している市役所や区役所に提出します。保険料

は、平均月に2,000円程度です。国民健康保険に加入すれば、医療費の70％を国が負担し、

留学生の負担は残りの30％となります。 

 

傷害保険 

OGUでは、すべての外国人留学生に対し、OGU到着後のOGU指定の傷害保険への加入を義

務づけています。滞在期間によって、1学期か1年の保険に加入します。保険料は、平均月に

1,000円程度で、OGUに到着後傷害保険料を全額徴収します。傷害保険に加入することによ

り、留学生が誤って他人を怪我させたり、他人の物を破損したりしたときなどの場合に保険

を使用することができます。傷害保険は、学生自身の怪我や個人の持ち物の破損はカバーし

ません。そのため、自動車やバイクの運転をすることを禁じています。 

 

＊母国で健康保険や傷害保険に加入している如何に関わらず、留学生には日本到着後、日本

の国民健康保険（市役所・区役所）と傷害保険（OGU）への加入を義務づけています。加入

しない場合は、学生を帰国させるなどの処置がとられることもあるので必ず加入してくださ

い。 

 

OGUでの生活 
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ホームステイ 

その他多くの日本留学や交換留学プログラムと比べ、長期間にわたって日本人のホストファ

ミリーと生活する機会は、OGUでの留学生活の中で最も価値のあるものと言っても過言では

ありません。ホストファミリーと生活することで、留学生は非常に価値のある経験をし、日

本人の日常生活や習慣を観察し、その中で生活し、また理解することで、日本と言う国の本

質を見ることもできます。 

• 月額： ¥50,000  

• 1人部屋、机と寝具一式（ベッドまたは布団） 

• 1日2食  

• 共同のトイレとお風呂  

大阪学院大学提携アパート 

日本で留学生がアパートを探すのは、保証人や敷金・礼金などのシステムがあるため通常大

変困難です。そのため、大阪学院大学はキャンパスに近い場所のアパートと提携し、大阪学

院大学が保証人となり、敷金・礼金が不要なアパートを用意しています。アパートの詳細は

以下の通りです。希望する学生はアパート申請書に記入の上他の申請書類と一緒に提出して

ください。アパートは大学との契約であり、9月の入居後最初の１ヶ月は退去できません。9

月中に退去希望の場合、1ヶ月分の家賃および布団代は支払ってもらうこととなります。大

学が契約するアパートは数箇所あり、以下の条件を備えています。 

アパート 

• 家賃： ¥50,000以内 

• 食事なし 

• 門限なし 

• 布団を購入する必要があります（¥10,000）   

• ガス代と電気代は含まれていません。 

• 台所・ユニットバス・ベッド・テレビ・電子レンジ・冷蔵庫・照明・机・椅子は含

 まれています。 

• 食器・調理器具等は含まれていません。 

 

学生アパートやホームステイの数が限られているため、入学願書を記入する時に、第1希望

と第2希望を明記してください。最近、特に外国人留学生の数が増加しているため、第1希望

になるとは限りません。 

 

どこに住むの？  
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お金はいくら必要なの？ 

  費用 

  学費:  

 

 

 

 

 

 

*1 学部学生の学費： ¥1,048,000 / 年 

一般留学生 (国際センターの国際交流プログラムのみ)  

¥350,000 / 学期 , ¥700,000 / 年 

 

  月々の費用: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2 滞在の形態によって値段は変動します。以下の表を参考にしてください。 

*3 交換留学生は、交通費が月5,000円を越える場合、越えた分をOGUが負担します

（上限5,000円）。ただしJASSO奨学金を受けている留学生と一般留学生は、各自が

交通費全額を負担しなければなりません。留学生は、OGUまでの通学にバスや電車な

どの公共交通機関を使用しています。通学にかかる時間は、平均約1時間です。 自動

車やバイクの運転は認められません。 

*4 傷害保険料は、滞在期間により異なります。 

 

  滞在費 

＊留学生がホームステイや寮を希望しない場合、自分で滞在先の手配をしてください。

大学では手配できませんので、ご了承ください。 

 

日本のアパートの例: 

* 家賃: ¥60,000／月  

* 礼金:  ¥250,000 (1回) 

* 家具なし 

* 食事: 自炊 

* 光熱費: ¥7,500／月 (おおよそ、電気 ¥4,000, 水道 ¥1,500, ガス ¥2,000) 

* 交通費 

授業料*1 

-交換留学生は授業料を免除 

¥350,000 / 学期 

(正規学部学費 ¥1,048,000 / 年) 

教科書 約 ¥3,000-5,000/学期 

フィールドトリップ 約 ¥5,000-10,000/学期 

滞在費*2 約¥40,000-50,000/月 

交通費*3 約¥3,000-10,000/月 

昼食 約¥20,000/月 

日本の国民健康保険 約¥2,000-2,200/月 

傷害保険*4 約¥1,000/月 

生活費 約¥20,000-30,000/月 

合計 約¥90,000-110,000/月 

形態 月家賃 食事 

ホームステイ ¥50,000 2食／日 

大学提携アパート 
¥45,000 

(電気・水道・ガス代別途) 
- 
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申請の流れは？ 

重要な情報 

 

ビザ申請 

入学申請書類がすべてそろい、5月に学内で入学が承認された後、6月にOGUが入国管理局で在留

資格を申請します。7月に日本で在留資格が発行された後、入学許可書とともに出願者の所属大学

に郵送します。在留資格を受け取ったら、在留資格とパスポートを持って最寄りの日本大使館もし

くは日本領事館でビザの申請をしてください。出発まで時間がある場合は、郵送やクーリエ便で大

使館・領事館に送ることもできますが、その場合は、必ず事前に電話をしてチェックをしてくださ

い。学生ビザとパスポートを取得すれば、定められた期間内に日本に入国する準備が完了です。 

 

ホストファミリー及びアパートの住所 

ホストファミリー及びアパートの住所は、7月末までにお知らせします。また郵送先として、国際

センターの住所を使用することもできます。 
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図書館 

図書館は1977年4月に竣工されました。静かで、

アカデミックな雰囲気の中で勉強や研究をするこ

とができます。建物は地上3階、地下2階から成

り、閲覧席は約1,100席。書籍の収蔵冊数は、現

在約107万冊にのぼります。開館時間：月～土

09:00-20:00、日 10:00-18:00（長期休暇中は開

館時間が変更されます）  

I-Chat Lounge 

I-Chat  Loungeは、外国語（特に英語）でのコ

ミュニケーシュション能力を高めたい学生に

とっては理想的な場所です。I-Chat Loungeでは

英字新聞や英語の雑誌を読んだり、ニュースや

映画を見たりすることもできます。また外国人

留学生にとっては、日本人の友達を作るのに最

適な場所です。  

カフェテリア 

キャンパスには12号館に2つのカフェテリア（食

堂）、ベーカリーとコンビニエンスストアがあり

ます。13号館のI-Chat Loungeの前にはカフェが

設置されています。各カフェテリアと体育館の1

階南側にあるK.M.36BANCHIには、自動販売機も

設置されています。  

紀伊國屋書店／購買部 

教科書、参考書、辞書、文房具、OGUのオリジ

ナルTシャツ、有名なOGUアロハシャツなどを購

入できます。書籍（雑誌含む）は10％オフで購

入できます。営業時間:月～金08:45-17:00、土

11:00-17:00 （長期休暇中は学業時間が変更さ

れます） 

パソコン実習室 

学生が利用できるパソコン教室がたくさん設置さ

れています。入室時カードリーダーに学生証を通

し、パソコンにはOGUNET IDでログインする必

要があります。印刷もできますが、印刷用紙

（A4サイズ）は持参です。利用可能な時間帯と

部屋番号は毎週、パソコン教室の前に掲示されま

す。 

OGUにはどんな設備があるの？ 
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クラブ活動 

100以上のクラブやサークルがあり、留学生が参

加できるクラブやサークルもあります。参加希望

の場合は、国際センターに問い合わせをしてくだ

さい。  

コミュニケーション 

キャンパス内に公衆電話があります。また、キャ

ンパス内の一定の場所では留学生用の無料Wifiが

使えます。自国の家族や友達との連絡には、

Skype, Facebookやその他のソーシャルネット

ワークを使う学生が多いです。  

国際センター 

国際センターオフィスおよび外国人留学生ラウン

ジは、キャンパス内1号館1階にあります。また国

際センター所属の教員や日本語教員の研究室も同

じ建物の4階にあります。 

保健センター 

12号館3階にある保健センターでは、軽症の処置

が受けられます。また、症状が重いと判断された

場合は、適当な病院を紹介してくれます。  

日本の銀行キャッシュカードとATM (現金自動預け

払い機) 

日本の銀行で作ったキャッシュカードで現金を引

き出したり、預けたりできるATM (三菱東京UFJ

銀行とゆうちょ銀行)が、13号館2階に設置されて

います。ただし、これらの機械では、すべての国

際銀行カード(International Cash Card)が使用で

きるわけではありませんので気を付けてくださ

い。  

スポーツ施設 

OGUは、20号館に最先端のフィットネスセン

ター(Le Soleil)を有しています。オリエンテー

ションの際、フィットネスセンターの見学をし、

利用方法についての説明があります。あらかじめ

誓約書に必要事項を記入し、利用する際は学生

証、着替えと室内シューズが必要です。  
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日本の通貨 

日本には、4種類のお札(¥1,000, ¥2,000, ¥5,000, ¥10,000)と6種類の硬貨(¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, 

¥500)があります。日本では買い物には現金が使われることが多いため、チェック（小切手）のシステムはあ

りません。日本は未だに現金が主流の国です。ほとんどのクレジットカードは使用可能ですが、使用できる場

所は限られており、大型ホテル、百貨店、大型のショップなどでは可能です。主要な銀行では、外貨建てのト

ラベラーズチェックの換金も可能です。 

消費税 

ほぼすべての商品と消費者が使用するサービスには、5％の税金がかかります。表示価格は、すでに税金が含

まれている場合が多いです。 

チップ 

日本では、チップの習慣はありません。ホテルやレストランでは、すでに請求料金にサービス料が含まれてい

ます。 

気候 

日本は四季のある地帯に属しているため、はっきりと四季がわか

れています。 

冬 (12月 – 2月) 

太平洋に沿った平野地域では、冬に気温が摂氏零度を下回ること

はほとんどなく、晴天の日が多いため、空気が乾燥しています。

中部や北部の地域は、ウィンタースポーツの名所が数多くありま

す。日本列島の南側は、比較的温暖で、冬も過ごしやすいです。 

衣服：コート、セーター 

春 (3月 – 5月)  

梅の花が咲く頃になると、寒い冬が終わり、春がもうそこまで来

ています。続いて、3月末から4月には桜が開花します。 

衣服：薄手のジャケットやセーター 

夏 (6月 – 8月)  

日本の夏は、6月の3、4週間の梅雨から始まります。この時期は農家がお米の苗を植える大切な時期です。7月

から9月中旬にかけては、極度に蒸し暑い日が続き、多くの日本人が海で泳いだり、涼しいリゾート山岳地域

でのんびりと過ごしたりします。またこの時期は、日本中で祭りやイベントが目白押しです。 

衣服：綿100%の薄手の服 

秋 (9月 – 11月)  

秋は、蒸し暑い夏の後は、心地良い風の吹く涼しい気候となります。木々が秋の色に変わり、菊の祭典が人々

を魅了し、多くの人々が公園や庭園へ足を運びます。また多くの展覧会、音楽コンサート、スポーツイベント

が開催されます。 

衣服：薄手のジャケットとセーター 

日本 

首都：東京 

言語：日本語 

通貨：円 

宗教：仏教、神道など 

人口：127,708,000人 

国土面積：376,520平方キロメートル(145,374平方マイル) 

大阪 

大阪府は、約1,890平方キロメートルの広さで、全国土面積の0.5%を占めています。大阪は都道府県の中で2

番目に小さいです。しかし、人口は880万人で、日本の人口の7%を占めており、東京と神奈川に次いで3番目

に人口の多い都道府県です。また大阪には約1,500,000人の外国人が居住し、その数は日本に居住する外国人

の25%にあたります。 

役立つリンク集:  

 

外務省 http://www.mofa.go.jp 

日本学生支援機構 http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj_e.html 

日本国際観光振興機構 http://www.jnto.go.jp/eng/ 

Japan Travel and Living Guide http://www.japan-guide.com/ 

日
本
語
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日
本
語

 

 

Australia 

セントラル・クイーンズランド大学 

サンシャインコースト大学  

Korea 

ペッソク大学 

ペジェ大学 

スンチョンヒャン大学 

スンミョン女子大学 

ハルリム大学 

ダングック大学  

 

 

Austria 

 

 

Lithuania 

  

  

 

Barbados 

ウエストインディーズ大学ケイブヒル校  

Mexico 

セティス大学  

 

 

Canada 

フレーザーバレー大学 

メディシンハット大学 

ロッキーズ大学  

Netherlands 

フォンティス応用科学大学 

ＨＺ応用科学大学  

 

 

China 

 

Philippines 

サンカルロス大学  

 

 Czech Republic 

メトロポリタン大学プラハ校  

South Africa 

ネルソンマンデラメトロポリタン大学 

 

 

Finland 

ハーガヘリア大学 

ラウレア応用科学大学 

サタクンタ応用科学大学  

Sweden 

イエブレ大学 

リネアス大学  

  
  

 

France 

オルレアン大学 

ISCID 

ESCE 

ノルマンディー・ビジネススクール  

Taiwan 

  

 

 

Germany 

マインツ専門大学 

バイロイト大学 

トリア大学  

Thailand 

バンコク大学 

コンケーン大学  

 

 

Iceland 

アイスランド大学  
USA 

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 

ダウリング大学 

ハワイパシフィック大学 

ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジ    
 

 

Italy 

ブレシア大学  

メリーウッド大学 

ミシシッピ大学 

セント・トーマス大学 

コスタルカロライナ大学 

 

OGUの提携校は？ 

大連工業大学 

西南政法大学 

広東海洋大学 

北京大学法学院  

西南財経大学 

香港理工大学人文学部 

クーフシュタイン・チロル専門大学 ビリニュス大学 

静宣大学 

南台科技大学 

大同大学 

文藻外語学院 

http://www.bu.ac.kr/english/index.jsp
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日
本
語

 

 

OGUではどんなイベントがあるの?  

インターナショナルランチ  

大阪学院大学では、「インターナショナルランチ」というイベントが定期的に行われます。留

学生と日本人学生との交流を促進し、新しい友達を作ることにより異文化を学んでもらうのが

目的です。  

 

 

OGU ランゲージパートナー 

留学生と日本人がペアになってお互いの言語を学ぶのがランゲージパートナーです。日本人学

生との友情を深め、日本語を上達させるまたとない機会です。  

 

 

国際交流イベント 

OGUの1年生と留学生との交流イベントを含め、学期中には様々な国際交流イベントが行われ

ます。日本人学生と知り合うよい機会です。  

 

 

地域のイベント 

地域レベルでの国際交流として、吹田市で行われるイベントにOGUの学生も参加します。 

 

 

I-chat イベント 

インターナショナルチャットラウンジ（I-chat）では、旧正月、クリスマス、お花見など、世

界中のお祭を祝うイベントが開催されます。全ての学生が参加できます。  
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日
本
語

 

日本語短期研修プログラム

（夏期） 

2013年7月1日 - 7月20日 

日本語短期研修プログラム

（冬期）  

2013年1月14日 - 2月1日 

日本文化短期研修プログラム  

2013年5月1日 (二週間)  

 

他にどんなプログラムがあるの？ 

大阪学院大学では様々な短期留学受け入れプログラムを開講しています。冬（３週間）、春（２週

間）、夏（３週間）のプログラムを通じて日本文化を満喫してみませんか？様々な国から来る多様

な留学生たちのニーズに応えられるよう、日本語、日本文化、観光、イベントなど盛りだくさんな

プログラムとなっており、一生忘れられない経験になることでしょう。各プログラムは下記の日程

となっています。このプログラムに参加して、ぜひ夢をかなえましょう！  
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OGUはどこですか?  

 

日
本
語

 

JRで  (岸辺駅)  

 
 
 
 
 
 
 

阪急電車で (正雀駅)  
 

東海道本線 大阪---(普通)---岸辺 (約12分) 

東海道本線 新大阪---(普通)---岸辺 (約7分) 

東海道本線 京都---(快速)---高槻---(普通)---岸辺 (約26 分) 

東海道本線 関西空港---(特急はるか)--- 

---新大阪 ---(普通)---岸辺 (約78分) 

京都線 梅田(大阪)---(普通)---正雀 (約20分) 

京都線 河原町(京都)---(特急)---茨木市---(普通)--- 

---正雀 (約34分) 



19 

 

 

Q.大阪学院大学はどうでした？ 

 

いい大学でした。授業も国際センター

のサポートも良かった。 

 

Q.一番記憶に残った経験を教えて下さ

い。 

 

毎日の皆と一緒に受けた授業がいい経

験でした、忘れません。  

Q.どうして日本を選びましたか？ 

 

中学校で第二外国語に日本語を選んだ

から日本に興味を持っていました。同

じアジアの人なのに違う文化を感じた

かった。  

 
Q.新しい留学生に言いたいメッセージ 

 
日本に留学したら日本の文化だけでは

なく、他の外国人の文化も学べます。

留学したから色んな文化を知ってグ

ローバルになりました。  

日
本
語

 

留学生活はどう？ 
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大阪学院大学 

 
国際センター 

〒564-8511 大阪府吹田市岸部南二丁目36番1号 

Phone:+81-6-6381-8434      Fax:+81-6-6381-8499 
E-mail: inoffice@ogu.ac.jp 

URL http://www.osaka-gu.ac.jp/english/international/index.html 

 

http://www.osaka-gu.ac.jp/english/international/index.html

