
２０１９年８月、９月
August & September

北見工業大学 : Kitami Institute of Technology
国際交流センター : International Center 

ニュースレター : NEWSLETTER

韓国 文化交流研修（慶尚大学校） : Gyeongsang National University （Korea）

Mr. Takahashi said, “People were so

kind and it was a heartwarming

experience for me. I didn’t sense

the political problem between Korea

and Japan. I became interested in

the social conditions of many other

countries.”

アメリカ 英語研修（ウェスタンワシントン大学） : Western Washington University (USA)

・9月2日～10日(参加学生10名)

September 2–10 (10 students)

・晋州市（北見市と姉妹都市）

Jinju-city (Sister city of Kitami)

本学2年の高橋さんは「韓国に行って、

人々の温かさを感じた。日韓関係の問

題は少しも感じなかった。自国の国だ

けが良ければいいという自分よがりの

考えではなく、他国の情勢などにも関

心を持つようになった。」と自身の大き

な変化を感じたとのことです。

・8月18日～9月2日（参加学生3名）

室蘭工業大学主催

南さん（3年） 「最初は英語の意思

疎通に苦戦したが、最後は言葉の

壁がなくなったように感じた。」

村上さん（M2) 「現地の人と触れ合

うことで簡単な日常会話は言葉が

出てくるようになった。」

森永さん（2年） 「アメリカの素晴らし

い景色を見たり、楽しい体験を通し

た生活が楽しかった。」

Vol.１２８

オーストラリア 英語研修（シドニー大学）：University of Sydney (Australia)

・8月30日～9月15日（参加学生2名）

・高崎健康福祉大学主催：ホームステイによる

滞在で、現地の文化を肌で体験してきました。

・August18 – September 2

Hosted by Muroran Institute of

Technology.

Mr. Minami: I had a hard time to

communicate in English at the

beginning, but the language barrier

was gone by the end of the tour.

Ms. Murakami: I came to be able to

speak daily English, by

communicating with people there.

Mr. Morinaga: I enjoyed beautiful

scenery and wonderful experiences

in the USA.

・August 30 – September 15

Hosted by Takasaki University of Health and Welfare

2 students joined this English Study & Homestay tour
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台湾 文化研修（国立勤益科技大学）
National Chin-Yi University of Technology（Taiwan)

新しい留学生の到着 : New International Students !!

We welcome 7 new international

students from Finland, Taiwan and

China. Ms. ZHAI(Chine) is studying

Japanese hard and looking forward to

the drift ice and icebreaker in winter.

今後の予定：Future Schedule 

◆インターナショナル“C”アワー

International C-Hour “Bangladesh”

１０月３１日（木） : October 31 (Thu)

１８：００ ～ １９：３０

1号館 アトリウム

Building No. 1  “KIT Atrium”
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・9月10日～14日（参加学生4名）

塩田さん（M2）

「台中市に位置する協定校の勤益科

技大学は、本学と比較して施設や学

生など、様々な面で規模が大きかった。

目にした全てが新鮮で、現地で見て良

かったと思えるようなものばかりだった。

楽しかったです。」

・September 10 – 14 (4 students)

Ms. Shiota: Our cooperative

university in Taichung was bigger

than KIT in many aspects. Everything I

saw was new and exciting for me. I

am very happy that I could see many

authentic things in original place. I

really enjoyed myself.

ドイツの協定校へ留学中です！！
坂田篤さん（機械工学科4年）

「ドイツのアシャッフェンブルグに3月から留学

しています。最初は知らない土地や知らない

文化で大変でしたが今は楽しく生活していま

す。多くの国から留学生が来ているので多く

の国の人達と友達になれるし、多くの事を学

べます。皆優しいので、ぜひ留学してみてく

ださい! 残りの半年も頑張って学んでいこうと

思います。」

フィンランド、台湾、中国からの新しい短

期留学生７名が到着しました。中国東北

電力大学のテキさんは、「流氷とガリンコ

号が楽しみです！」と冬を待ち望みなが

ら、日本語を一生懸命勉強しています。

“I have been studying here in

Aschaffenburg since this March. At first,

I was struggled with new place and new

culture, but now I enjoy my life here. I

made many friends from all over the

world. Everyone is so kind. I do

recommend study in foreign country! I

will study a lot in 5 more months here.”

Now I am studying in Germany!
Mr. Atsushi Sakata (Mechanical Engineering)


