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留学のための基礎知識
どんな準備が必要？ 教えて！けいこ先生。
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教員の留学経験

あの頃の留学

第5回で紹介するのは
この先生。詳しくは巻末で。

各国の
豆知識

今回は「各国の通貨」について。どのような紙幣・硬貨を使っているのでしょう？
旅行・留学したときや近くの留学生・渡航経験者に確認してみてください。
参照：世界紙幣図鑑、世界コイン図鑑、地球の歩き方、独立法人造幣局サイト

英国

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

各国の豆知識 〜通貨

単位：Pound（￡）
、補助単位はPence（p）※1Pound＝100Pence
ノウト

紙幣 Note

5Pound、10Pound、20Pound、50Pound

コイン

硬貨 Coin

1Pence、2Pence、5Pence、10Pence、20Pence、50Pence、1Pound、2Pound

現在のイギリス硬貨の大きな特色は、エリザベスⅡ世像の周囲の銘文がラテン語で表記されていること。18～19世紀ヨーロッパ
では一般的だったが、今ではイギリスのみ。
スコットランドや北アイルランド、マン島では独自の紙幣を発行しているが、イングランド銀行発行のものと価値は同じで、イ
ングランドでも使うことができる。ただし、日本では換金はできない。
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2011年度

2011年度交換・派遣留学生の募集が開始しました。
国際交流課前掲示板（第二講義棟５階）に各学部の定め
る応募資格（各年次の単位数、学業成績等）を掲示して
ありますので、確認し、準備をしてください。

募集開始！

長期留学選考情報
2011年度長期留学選考スケジュール
第２回 選考日

11月20日（土）
応募書類配付；10月4日（月）～ 10月20日（水）
応募書類受付；10月5日（火）～ 10月29日（金）17：00まで〈時間厳守〉

第２回選考で募集する大学

英

ド
フ
ス
中

語

イ
ツ
ラ ン ス
ペ イ ン
国

第３回 選考日

語
語
語
語

バーミンガム大学
エセックス大学
セント・マイケル大学（SMC）
ハワイ・パシフィック大学（HPU）
カリフォルニア州立大学イースト・ベイ校（CSUEB）
ミュンヘン大学
アンジェ・カトリック大学
サラマンカ大学
聊城（リャオチョン）大学

派遣留学
派遣留学
派遣留学
交換留学
派遣留学
交換留学
派遣留学
派遣留学
交換留学

※1

推薦書
―
―
―
―
―
○
○
○
○

Level1のみ有効

2011年２月（予定）
応募書類配付・受付；2011年１月（予定）
選考日、応募書類配付・受付期間は、次回New Adventures(No.24、12月10日発行予定)にて発表します。

第３回選考で募集する大学
英

必要とされる語学試験のスコア
TOEFL
IELTS
ITP
iBT
×
61
5.0
×
61
5.0
430*1
39
―
430*1
39
―
417*1
35
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

語

モナッシュ大学

派遣留学

必要とされる語学試験のスコア（TOEFL）
ITP
iBT
407*2
33
※２

応募上の注意
応募資格
●国際交流課前掲示板（第二講義棟５階）に各学部の定める応募資格（各年次の単位数、必要科目、学業成績等）
が掲示されています。応募前に資格を充足しているか、必ず確認してください。
●英語圏へ留学を希望する場合、上記語学試験のスコアが必要となります。（いずれも2009年４月以降に受験
したものに限る）。留学先によって、求められるスコアが異なりますので、よく確認をしてください。
●第二外国語圏へ留学を希望する場合、該当語学の専任教員に推薦書を書いてもらう必要があります。

留学体験

推薦書
―

Level1、Level2共に有効

取扱窓口

国際交流課（第二講義棟５階）
窓口取扱時間

9:00 ～17:00（時間厳守）

～ 2009年度交換・派遣留学生帰国報告～
4月号に中間報告を掲載した2009年度アンジェ・カトリック大学派遣留学生の小野将平さんが、１年間の
留学期間を終え、帰国しました。留学をふり返り、コメントを寄せてもらいました。

2009年度アンジェ・カトリック大学派遣留学生（留学期間：2009年9月～ 2010年7月）

petit à petit

小野将平（おのしょうへい・比較文化学科４年・山梨県立甲府第一高校出身）
留学前、長期間の異国生活がこれほど大変なものだったとは、想像もつきませんでした。まず、言葉の問題は
もちろんのこと、天候、生活スタイルや感性の違いに慣れること。そしてそれらを受け入れながら勉強を続ける
ことの難しさです。幸運なことに、私のホームステイ先の家族は頻繁に知人、友人を自宅に招いたり、招かれた
りしていました。そして、
そうした時間に私を必ず加えてくれました。今ではそれらの出会いは大きな宝物ですが、
環境に馴染みきれていない頃やスランプの時などは、とてもしんどいこともありました。学校生活も、例えば体
に不調が起きても、気軽に病院に行くこともできず、学校の授業は問答無用にどんどん進んで行くので、休息を
取ることもままならず、時間的にも精神的にも一杯一杯という時期もありました。そんなときいつも自分にかけ
ていた言葉がありました。petit à petit（プティタプティ）
、
「少しずつ」という意味のフランス語です。
「焦っても
物事が上手く行くわけではないのだから、少しずつでいいから進歩させよう。今出来る精一杯をやろう。
」と。
留学期間中、楽しいこともたくさんありました。語学学校でできた友人たちと旅行をしたり、ワインの試飲会
をしたり、私のホームステイ先に友人たちを招いて庭でバーベキューパーティーをしたり…。
私の留学は、日本にいたのでは到底味わうことのなかったであろう思いや経験、人との絆、そして《 petit à
petit 》を得て、終わりを告げました。喜びも悲しみも挫折も屈辱も…すべて含めて、良い時間を過ごしたと感じ
ています。

アメリカ合衆国

各国の豆知識 〜通貨

United States of America

単位：Dollar（$）
、補助単位はCent(￠） ※1Dollar＝100Cent
ビル

紙幣 Bill

1Dollar、2Dollar、5Dollar、10Dollar、20Dollar、50Dollar、100Dollar

コイン

硬貨 Coin

1Cent、5Cent、10Cent、25Cent、50Cent、1Dollar

50Dollarや100Dollarもあるが日常的には使用しない。現在1Dollarを除く紙幣は、旧デザインと新デザイン
ペニー

ニッケル

ダイム

クォーター

が 流 通 し て い る。1Centは“Penny”、5Centは“Nickel”、10Centは“Dime”、25Centは“Quarter”、
ハーフ

ダラー

50Centは“Half Dollar”と呼ばれる。
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訪問 北京師範大学＆聊城大学（中国）
2010年8月、海外語学演習提携校の北京師範大学と長期留学提携校の聊城大学へ訪問しました。
訪問団スケジュール
2010年
8月10日（火）
成田空港から北京空港へ
（４時間程度で到着）
8月11日（水）
午前：北京師範大学へ（見学）
午後：北京空港から済南空港を経由し、
聊城大学へ

北京

BEIJING

★

8月12日（木）

烟台

YANTAI

午前：図書贈呈式や懇談会など

●

午後：キャンパス見学、聊城市内見学

JINAN
●
●

8月13日（金）

聊城

●

泰安

LIAOCHENG TAIAN

●

青島

QINGDAO

聊
 城大学から済南空港、
北京空港を経由し、成田空港へ

上海

SHANGHAI

●

北京師範大学 紹介
北京師範大学は、1902年に創立された京師大学堂
師範館が前身であり、1908年に京師大学堂師から独
立し、その後、幾度の編成を経て、1923年に現在の
北京師範大学として中国で最初の教育大学になりまし
た。学生数は、約20,000人、留学生数が約1,500人
です。
大学の場所は、北京市内中心の北に位置し市の中心部からも近く、地下鉄の駅も近くにあり、
交通や買い物にとても便利です。
現在、北京師範大学は30カ国以上の国と提携を結び、中国における語学研修の代表的な大
学でもあり、
国際交流に対して積極的な取り組みを行っています。私たちが訪問した日には、
様々な国の人達の語学研修プログラムが実施されていました。

キャンパス

今回の訪問には、
本学の卒業生で現在北京在住の

キャンパスの四方は大きな幹線道路
が通っていて、北京市内の便利な場
所に立地しています。
１つ１つの校舎の建物も大きく、図
書館や体育館も見事です。キャンパ
ス内の所々に小さな公園があり自由
に北京市民の人達が遊びに来ていま
す。ベンチで休憩する人や構内のコ
ンクリート上で遊ぶ元気な子供たち
の姿も見られました。

オーストラリア連邦

チョウ

エン

エン

ZHANG YAN YANさん
(2005年度法律学科卒業、
2007年度現代情報文化研究科修了。
在学中、中国からの留学生として活躍。左写真中央)
も同行してくれました。

中国の製薬会社で
元気に働くZHANGさんと
再会して、
とても感激しました。

各国の豆知識 〜通貨

Australia

単位：Dollar（$）
、補助単位はCent(￠） ※1Dollar＝100Cent
ノウト

紙幣 Note

5Dollar、10Dollar、20Dollar、50Dollar、100Dollar

コイン

硬貨 Coin

5Cent、10Cent、20Cent、50Cent、1Dollar、2Dollar

国外と区別するためにA $やAUDなどと一般的に表記されるが、オーストラリア国内では
単に$で表示される。スーパーなどでは、$1.98というような、1Cent単位で表示されて
いるが、1Centコインが存在しないため（1991年を最後に製造停止）、精算の時に5Cent
単位で端数処理されて支払うことになる。紙幣は世界でも珍しいプラスチック製。
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国際交流・留学
聊城大学は積極的に国際交流を推進し、留学生教育に力を入れています。日本の他にもアメリカ、
カナダ、ロシア、オーストラリア、韓国など40カ国の大学と提携しています。日本の大学では、

LIAOCHENG UNIVERSITY

本学のみが提携大学となっており2010年10月までに38名の聊城大学からの留学生を受け入れ、
本学からは12名の学生を交換留学生として送り出しています。
交換留学生は、留学生専門の担当部署である国際教育交流学院の担当スタッフが留学生活を全面的

聊城大学 紹介

にサポートしてくれるので、安心です。

聊城大学は山東省聊城市にあります。
聊城市は歴史が長く、有名な京杭大運河が市内
を貫いています。聊城市は山東省の西部にあり、
北京からは、汽車で３時間くらいです。
今回は、北京空港から国内線で50分程の済南空港に行き、そこから車で１時間30分程、西へ移動し、聊城大学へ到着しました。聊城大学は、
都市整備も急速に発達しており、安心して生活できる場所です。
聊城大学は総合大学であり、山東省人民政府の指導のもとに教育が行われています。1974年に山東師範学院聊城分院として創設され、1981
年に聊城師範学院と改名し、2002年に聊城大学と改名されました。本学が聊城大学と交換留学の協定を結んだのは、2001年6月のことで、
聊城師範学院の時です。

キャンパス
２つのキャンパス（西キャンパス、東キャンパス）があり、敷地面積が200万㎡、校舎の建築面積が
120万㎡と非常に広大な敷地面積です。大学構内には病院やスーパー、銀行などもあり、生活するた
めの充分な施設が整っています。

ほとんどの
学生さんはキャンパス内を
自転車で移動します。
学内にはホテルやレストランも
あるそうですよ。
大学全体が１つの街とイメージ
するのが良いでしょう。

今回の訪問団は
東湖賓館という東キャンパスの
東湖のほとりにある
ホテルに滞在しました。

学生寮について
部屋種類
学生寮

費用（RMB/元/日）

室内の設備

1人部屋

40

2人部屋

24

洗面所、
台所、
テレビ、
電話（電話代は自己負担）
、
エアコン、
冷蔵庫、
シャワー、共用洗濯機など 。インターネット接続可。

食事ついて

その他の施設

留学生は室内あるいは共用台所で自炊できる。
あるいはレストランで食事することもでき、
食費は１カ月に300 〜 600元
（RMB）
かかる。

図書館、水泳プール、運動場、テニス場、バドミントン場、卓球室、フィット
ネスのクラブなどの施設は一日中利用できる。
校庭にはスーパーマーケット、銀行、郵便局などの施設があって、生活は便利。

聊城市内
聊城市は2500年余りの歴史を持ち、中国歴史文化の
名城都市です。古典名著の『水滸伝』等にも登場し、市
内には明代、清代の旧跡も多く残されています。聊城
は「中国江北の水城」といわれ、
観光都市でもあります。
市内の水域面積は三分の一近くもあり、
“街は水中にあ
り、水は街中にあり、街中に湖があり、湖中に街があり、
街と河湖は一体となっている。
”というそうです。水郷
の風景は、とてもきれいです。
市内には高いビルも立ち並び、聊城大学の学生はお休
みの日には、遊びに出かけるそうです。市内へは路線
バスで20分程度です。料金はどこで降りても1元です。
市内では、買い物をしたり遊園地に行ったりするそう
です。ファーストフードのお店もあり、中国人の若者
の間で人気です。

今回の訪問は、
８月中旬という暑い時期で、
中国も埼玉や東京のように
暑いと聞いていましたが、
聊城市内は水辺が多いので、
風も通り、思ったより
暑くはありませんでした。

2008年度聊城大学交換留学生に再会
マ

聊城大学には20以上の学部や研究所があり、山東省における重点学科や重点実験
室、社会科学研究基地や研究センターがあります。また、図書館には蔵書が約230
万冊あります。本科専攻科目の内容としては、経済学・法学・教育学・文学・歴史学・
理学・工学・農学・管理学などです。現在の在学生数は約26,000人で、教職員は
全員で約2,150人です。

ドイツ連邦共和国

学部の数と
学生数、教職員数を
聞いただけでスケールの
違いにびっくり
させられますね。

各国の豆知識 〜通貨

Federal Republic of Germany

単位： Euro（€）
、補助単位はCent(￠ ) ※1Euro＝100Cent
シャイン

紙幣 Schein

5Euro、10Euro、20Euro、50Euro、100Euro、200Euro、500Euro

キン

キョ

セイ

フランス共和国

各国の豆知識 〜通貨

French Republic

単位： Euro（€）
、補助単位はCent(￠ ) ※1Euro＝100Cent
ミュンツェ

硬貨 Mü nze

1Cent、2Cent、5Cent、10Cent、20Cent、50Cent、1Euro、2Euro
オイロ

ツェント

ビエ

紙幣 Billet

5Euro、10Euro、20Euro、50Euro、100Euro、200Euro、500Euro

ピエス

硬貨 Pièce

1Cent、2Cent、5Cent、10Cent、20Cent、50Cent、1Euro、2Euro
ウーロ

サンチーム

欧州連合に加盟している多くの国で使われている通貨。ドイツ語読みは、
〟Euro”と〟Cent”と読む。硬貨の表面のデザインは各

欧州連合に加盟している多くの国で使われている通貨。フランス語読みは“Euro”。また、Centは“Centime”と呼ぶのが一般的。硬

ンデンブルク門、鷲がデザインされている。

マリアンヌの肖像画、種を蒔く自由の女神、木と六角形とフランスのモットー “Liberté ”（自由）・“Égalité”（平等）
・“Fraternité”（博

国共通だが、裏面のデザインは国ごとに異なる。ドイツの場合、コインの色ごとに３つにグループ分けされ、それぞれ柏、ブラ
アイニッヒカイト

ウント

レヒト

ウント

フライハイト

2Euro 硬貨の側面部には、国のモットーである 〟EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT“（統一と権利と自由）の文
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コウ

この6月に聊城大学を卒業したMA XING QINさん（写真右から２番目）とXU QIANさん（写真一番右）が
私たちに会いに来てくれました。
２人は、2008年9月～ 2009年7月まで、交換留学生として現代文化学部に在籍し、本学で1年間留学
生活を送りました。変わらない流暢な日本語と笑顔で私たちを出迎えてくれて、訪問団一同、とても感
激しました。
２人とも、中国国内の大学への大学院進学が決定していて、9月からは大学院生です。日本のこと、駿河
台大学のことをずっと忘れずに頑張ってくれています。これからのますますのご活躍を私たちも応援し
ています。

字が刻まれている。国名の表記はない。なお、
Euro紙幣はすべての国で共通のデザイン。流通国でなら分け隔てなく使用できる。

貨の表面のデザインは各国共通だが、裏面のデザインは国ごとに異なる。フランスの場合、コインの色ごとに３つにグループ分けされ、
リベルテ

レピュブリック

エガリテ

フラテルニテ

フランセーズ

愛）がデザインされている。いずれのデザインにも、フランス語による国名 “République Française”の略称であるRFの文字が入っ

ている。なお、Euro紙幣はすべての国で共通のデザイン。流通国でなら分け隔てなく使用できる。
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中国の大学を訪れて

中国訪問記
学長

なり た

のりひこ

成田 憲彦

−活気溢れる国−

現代文化学部教授

8月10日から13日まで、夏休みを利用して、本学の国際交流委員の先生方
とともに、中国の大学を訪問してきました。

たけなか

竹中

や よ い

彌生

今回の北京師範大学及び聊城大学訪問には、聊城大学からの交換留学生の大
多数を受け入れている現代文化学部の教員として是非、行くべきであると考え

中国語の海外語学演習の提携校である北京師範大学を訪れ、大学の内部を案
内していただいた後、本学と交換留学を行っている山東省の聊城大学を訪問し
ました。

て参加しました。
３泊４日という大変忙しい日程でしたが、中国は初めての私にとっては目か
らうろこの体験でした。この国の目覚しい発展振りは日頃、ニュースや報道で

聊城大学は文字通りの熱烈歓迎ぶりで、宋国際局長をはじめ大勢で済南空港

見聞きしているとおりでしたが、中国の人々の活力と積極性には驚愕しました。

まで出迎えてくださり、大学の門を入ると「熱烈歓迎日本国駿河台大学成田憲

聊城大学の先生方の本学との友好関係緊密化のための様々な積極果敢な提案と

彦校長御一行」の幕が張られていて、感激しました。

その実現のための大変な熱意とエネルギーには圧倒されました。又、北京師範

同大学は、学生数約26,000人、敷地面積200万㎡の巨大大学です。敷地
内にある大学が経営するホテルに泊り、李学長以下大学のスタッフと話合いを
してきました。

大学で案内をしてくれた学生の見事な英語力と、教師になるための熱意と勉学
に対する強い意欲にも感服させられました。
聊城市内も活力に溢れていました。近代化された高層ビルが立ち並ぶ一方、

聊城大学は、日本語科があり、毎年枠いっぱいの４名の交換留学生を送り出

市内でも最も貧しい地区という古い町の一角では再開発が進められ、新しい建

しているだけに、本学との提携関係の強化に大変熱心で、交換留学のほかに教

物や橋などがどんどん建てられていましたが、それらの建物は古い歴史的建造

員の交流や、単位互換などの提案もありました。11月に李学長が本学を訪れ

物と同じような外観と構造でした。恐らく、完成後は歴史的町並みの残る観光

られるとのことで、それまでに関係強化の具体案を詰めることにしました。

地として活気のある場所になることでしょう。古い文化と伝統も発展のために

残念なことは、それほど関係強化に熱心な聊城大学に、本学からはここ２年

生かしてゆこうという活力と積極性の表れだと思います。

ほど留学生が行っていないことです。中国は今後更に世界の重要な国になると

このような伝統を守るという姿は至る所で見ることができました。そしてこ

ともに、日本にとってもますます大切なパートナーになります。学生の皆さん

のことは、聊城大学の方々の「おもてなしの心」にも表れていて、昔ながらの

も是非中国に目を向け、聊城大学への留学を考えていただきたいと思います。

中国の、これ以上ないという歓待を受けました。聊城大学では、以前、お世話
した留学生たちが、既に卒業して遠くに住んでいるにもかかわらず、わざわざ
会いに来てくれて懐かしい再会を果たしましたが、このことにも礼節を大切に
し、心からのおもてなしをするという中国の方たちの伝統が守られているとつ
くづく思いました。
新しいものを取り入れながらも、一方では古くからの礼節や伝統を守ること
は私たち日本人も決して忘れてはならないことで、そのことが明日への活力へ
繋がるのだと思います。10億を超える人々が礼節と伝統を守りながら、新し
いものを次々と取り入れて発展している中国が世界を圧倒する大変強力な国に
なる日はすぐそこにまで来ていると思いました。

中国について

●時差について
中国全域は日本時間と１時間の時差がある。
日
 本時間で午前10時の時には、午前9時となり
1時間戻る。
●通貨について
単
 位は元、角、分。表記はRMB、￥と書いてあ
ることもある。※P.7を参照。
1
 元は約14.51円（2010年8月10日成田空港で
の換金実績）
●電圧・プラグについて
中
 国の電圧は220V、変圧器が必要。聊城大学
では、
BタイプとO2タイプのプラグを使用した。
※New Adventures No.22、P.7を参照。

●気候について
今
 回訪問した8月は、埼玉や東京とほとんど変わ
らないくらい暑いです。しかし、聊城市内は、
湖に囲まれているので、風が吹くと日本よりは
少し涼しく感じた。

●飲料水について
一
 般的に水道水は飲まない。ミネラルウォーター
を飲む。
●チップについて
チ
 ップの習慣はないので日本と同様に考えるの
がよい。
●道路の通行について
中
 国では、日本とは逆で、車輌は右側、歩行者
は左側となる。歩行者よりも車が優先されるた
め、交通量の多い交差点を渡る時には十分に注
意しなければならない。
エ
 スカレーターなどは、日本の関東地区では、
左側に立つのが主流だが、中国は右側に立つ。

●国際クレジットカードについて
北
 京 市 内では、国際 クレジットカード（ビ ザ
visa、マスターカードMasterCard、アメリカ
ン エ ク ス プ レ スAmerican Express（ 通 称 ア
メックス）
、ジェイシービー JCB、ダイナースク
ラブDainers Club）の利用が可能。聊城では、
中国のクレジット会社 Union Pay 銀聯が主流。
※New Adventures No.22、P.5を参照。

●食習慣
箸
 は横向きでなく、右側に縦に置く。魚料理は
ひっくり返してはいけない。会席で乾杯をした
ら飲み干し、グラスを傾ける動作をする。

※New Adventures No.22、P.7を参照。

駿河台大学では、聊城大学からの交換留学生の他にも留学生（中国、韓国、ネパール、ラオス、スリランカ、インドネシアなど）が150名程在籍しています。
どの留学生も日本語が上手で、
私たち日本人よりもきれいな日本語でお話しする留学生も多いです。留学生と交流を持ちたい、
外国のことを知りたいなど、
関心がありましたら、
気軽に国際交流課を訪ねてください。
国際交流課
（第二講義棟5階 外国語教育センター内）

スペイン王国

各国の豆知識 〜通貨

Kingdom of Spain

単位： Euro（€）
、補助単位はCent(￠ ) ※1Euro＝100Cent
ビイェテ

紙幣 Billete

5Euro、10Euro、20Euro、50Euro、100Euro、200Euro、500Euro

モネダ

硬貨 Moneda

1Cent、2Cent、5Cent、10Cent、20Cent、50Cent、1Euro、2Euro
エウロ

センティモ

欧州連合に加盟している多くの国で使われている通貨。スペイン語読みは“Euro”。また、
Centは“Centimo”と呼ぶのが一般的。
硬貨の表面のデザインは各国共通だが、裏面のデザインは国ごとに異なる。スペインの場合、コインの色ごとに３つにグループ

分けされ、サンティアゴ・デ・コンポステラ大聖堂、文豪セルヴァンテス、スペイン国王ファン・カルロス1世がデザインされている。
エスパーニャ

いずれのデザインにも、スペイン語による国名“ESPAÑA”と記載されている。なお、Euro紙幣はすべての国で共通のデザイン。
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流通国でなら分け隔てなく使用できる。

留学のための基礎講座

教えて！けいこ先生。

どんな準備
が

必要？

留学に向けた準備に活用できる知識を、ワタシ、けいこが紹介していきます。
今回は、留学先で必要となる生活用品や荷造りについていっしょに勉強しましょう。
けいこ先生

ねこくん

生活用品
※提携校のある国の
気候については、
New Adventures
No.22を参照

留学の生活用品の準備に向けて、まず、留学先の国の気候や気温を調べてみましょう。
準備をする際に、洋服であれば、長袖と半袖のどちらを多く持っていったほうが良い
のかなどの検討がつきます。当面の生活用品はスーツケースに入れて持って行き、他
に必要なものは、宅配便などを利用して留学先に送りましょう。
★スーツケース

★準備物

スーツケースは、破損しにくく耐久性に優れたものを選ぶと

必要な荷物は、3つに分けます。

良いでしょう。ただし、大きなものになると、荷物を詰め込

飛行機に乗る際には、荷物の重量や大きさの制限があるので、注意が必要です。重量がオーバーとなった

み過ぎてしまい、飛行機に乗る際に重量オーバーとなり、追

場合には超過料金が必要となります。超えないように荷造りをするのが良いです。

加料金を航空会社に支払うこととなるので注意が必要です。

①スーツケースに入れるもの（受託航空手荷物）

軽量のものを選んだり、留学先での旅行でも使える大きさ

留
 学先に到着して、当面の間、生活できるような準備物を入れます。洋服、下着、くつした、生活用品（タ

のものを選ぶのも良い方法でしょう。

オル、ハンカチ、ティッシュ、トイレットペーパー）など。

また、スーツケースは購入せずに、レンタルする方法もあり
ます。長期になると割高になる場合もあるのでレンタル料金
を確認し、購入する場合と金額を比較すると良いでしょう。

4 ～ 5日間程度を目安として考えるのが良いでしょう。
②手荷物のバックに入れるもの（機内持ち込荷物・バックの大きさは中型を目安）
貴
 重品(パスポート、現金、財布)、カメラ、携帯電話、コワレモノは、必ず手荷物とします。緊急連
絡先のアドレス帳や手帳も忘れずに手荷物にしましょう。

留学する国や期間、季節によって
洋服などの枚数や必要なものは
変わります。まずは、自分が留学する
期間がどのような季節なのか、
気温などを調べましょう。

③留学先へ送付するもの（ダンボールに入れて梱包）
・衣類・靴―当面は必要ではないが、今後必要と考えられる洋服、下着、靴など。
・日用品―現地調達が可能なものもたくさんありますが、基本的には日本から持参した方が便利です。
荷物の重量制限は、航空会社や路線によって異なります。自分が乗る航空会社、
飛行機の便を確認しよう。

チェック!!

★海外へ発送する場合
送付できる荷物は、ダンボールの大きさや重量等、取り扱っている会社によってさまざまです。各会社の情報を確認し、自分の送付物にあった配送方法を選びましょう。

海外へ荷物を発送する場合

会

社

特

長

お問い合わせ

国際小包として送付します。重量は国によって異なりますが、最大30kgまで。
・EMS国際スピード郵便
どの荷物よりも最優先に取り扱ってくれます。所要日数は、２〜４日程度。
・航空便
すぐに必要となるものを送るには便利です。所要日数は、3～６日程度。
・船便
安
 価ですが、通常で1～3カ月程度の期間がかかります。すぐに使う必要のないものであれば、便利です。
留学先が到着時に夏であれば冬物の衣料品などを入れて送ると良いでしょう。
・エコノミー航空（SAL）便
船
 便よりも速く、航空便よりも安いサービスです。すぐに必要とはならない荷物でも、なるべく早く届くと
良いと考える時には便利です。

最寄りの郵便局
http://www.post.japanpost.jp/
int/index.html

ティーシーシーサービス㈱

海外宅配便｢テブラン」
梱包作業や通関手続きもしてくれます。全国どこでも荷物の引き取りに来てくれます。
重量や個数に制限はありません。

℡ 047-433-9737
http://www.tccs.co.jp/

ヤマトロジスティクス㈱

留学宅急便
手続きはインターネットや電話で簡単にできます。自宅に荷物を取りに来てくれます。
重量は25㎏まで。

℡ 0120-593-125
http://www.y-logi.com/ryugaku/

日

本

郵

便

次回の講座は、
パスポートの取り方やビザの申請の
仕方など海外へ行くための必需品の
申請方法について勉強しましょう。

中華人民共和国

留学を経験した先輩方に
いろいろと聞いて、具体的な
アドバイスをもらうと良いでしょう。
しっかりと準備しましょうね。

日常生活に
必要となるものを
準備するのは、楽しい半面
とても大変なことですね。

それでは、またお会い
しましょう。

各国の豆知識 〜通貨

People’s Republic of China

単位：人民元、補助単位は角と分 ※1元（塊）＝10角（毛）＝100分。
紙幣

ジービー

纸币

1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元、20元、50元、100元

硬貨

インビー

硬币

1分、2分、5分、1角、5角、1元

中国の生活では硬貨よりも紙幣が主に流通している。物価上昇にともなって、近年、分が使われ
ることは非常に少なくなっている。現在、主に流通している紙幣は毛沢東に統一されたシリーズ。
クァイ

マオ

また、元と角は口語では、元は“ 塊 ”、角は“毛”という。1980年前後から流通を目的としない記
念コインの製造をはじめ、現在は世界でも1、2を争うコイン製造大国になっている。
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あの頃の
留学

第５回

教員の留学ってどんな感じだったの？教員の留学経験談を紹介します。
第５回目（今年度第２回目）はPaul McCarthy教授と門馬幸夫教授です。

変貌するインドと混沌
（カオス）のインド

60年代の日本留学
ポール

マッカーシー

もん ま

Paul McCarthy

さち お

門馬 幸夫

（現代文化学部教授）

（心理学部教授）

私が初めて日本にやって来たのは20才の時でした。当時私はミネソタ大学

私自身は、ここ10年以上、NGO(非政府機関）活動で南インド（チェンナイ・

の３年生で、
三鷹のICUキャンパス内にあったスタンフォード大学センターで、

旧マドラス）と関係を持っていますので、ここではその報告をすることといた

１年間日本語の集中講義を受けるのが目的でした。私は下宿を転々とすること

します。

になりましたが、最初の１カ月ほどは、戸越公園にある曹洞宗の小さな禅道場

チェンナイ（人口約600万）の繁華街の道路は、裸足の貧しい身なりの人、

に滞在しました。私は仏教を学びたいという熱意に燃えており、和尚もその家

一目で高いサリーだとわかる女性、サンダル履きの人、身なりのいい皮靴の人、

族もたいへん親切で、道場の同居人たちも面白い人たちでした。

自転車の二人乗りのカップル、そのあいだに割り込む3輪タクシーのオート・

今では、静かにクラシック音楽に耳を傾けたい時には、皆がそうするように、

リクシャ、オートバイ（たいてい二人乗り）、４輪自動車、それに誰の所有でも

自宅のステレオで聴きますし、淋しくて誰かと話がしたいと思えば、日本人や

ない雌牛が、その合間をのそのそ歩いていて、それらがひしめきあっている、

中国人、西洋人の友人に電話をして、飲み物と晩さんを用意しておきます。も

といった風景です。

う中年期を過ぎ、老年期の入り口にある私としては、確かにこれがあるべき姿
でしょう。

一般に日本では「悠久のインド」というイメージがインドにありますが、そ
れはまったく違っています。インドでは10億以上の民がいて、その人々が急

それでも、私の心の中の

激なグローバリゼーション・近代化にさらされ、街も農村も都会も、大変貌、

どこかに、60年代の東京に

のさなかにあるのです。

ある喫茶店を惜しむ気持ち

私たちが支援活動の対象としている人々は、いわゆる「不可蝕民」とされて

がまだあって、誰に会うわ

きた人々や国民登録が未だ認められていない都市の貧しい非定住「部族」の人々

けでもなく、ただ人々でいっ

です。南インドでは、こうしたアウト・カーストとされてきた人々が連帯し、
「ダ

ぱいの部屋で、１、２時間

リット」（抵抗する人）と自称するケースも増えてきました。結婚や職業選択で

シンフォニーや弦楽四重奏

は「カースト」がものいうインドでは、差別や抑圧もきびしいものがあります。

やカンタータに耳を傾けた

それでも「ダリット」

り、見ず知らずの人の隣に

の村の子どもたち

座って、自己紹介や名刺交

は、輝く目をしてい

換などのお世話にならない

ます。輝く目は、私

でも、あの長いテーブルに

たちのこころを射ぬ

腰掛け、コーヒーを飲み、

くようです。

タバコをふかしながら、あ
れこれの話をしてみたい、
という気持ちがおさえがた
いのです。
1965年頃、鎌倉の大仏の前にて

各国の豆知識
〜通貨

チェンナイ市内の風景

なぜ「円」？
明治４年「新貨条例」によって決められた。由来については、諸説があるが、有力な説としては、①硬貨の形
が丸いから、②当時、中国（香港）で流通していた銀貨に「円」という単位が使われていたから等がある。

穴やギザがある理由

おまけ

日本 Japan

貨幣のギザはもともと、①外縁が削り取られるのを防ぐため、②当時の最高額面の貨幣であることを示
すため、につけられていたが、現在は、①他の貨幣と区別するため、②偽造防止対策のため、につけら
れている。また、
穴(正式には孔)が開いている理由は、
①他の貨種と区別するため、
②偽造防止対策のため、
③原材料を節約するため。③に関しては、例えば、穴あき5円貨幣が最初に発行された昭和24年は、戦
後の急激なインフレのため、貨幣の材料を節約しなければならなかった。

大韓民国

No.24：12/10（金）発行予定
次

モ
 ナッシュ大学派遣留学生選考
日詳細発表、

回予告

各国の豆知識など
※留学リーフレットに特集・掲載してほしい
ことを募集しています。ご意見・ご要望は
国際交流課（第二講義棟５階）まで

各国の豆知識 〜通貨

Republic of Korea

単位： 원（₩）
紙幣 지폐
チペ

1,000원、5,000원、10,000원、50,000원

硬貨 화폐
ファペ

1원、5원、10원、50원、100원、500원

1원、5원は1991年を最後に製造が中止されており、現在はあまり使用されていない。원は、
「円
(圓)」の朝鮮語読みが由来とされる。韓国の紙幣は世界でも発行券種が少ない。紙幣の表面は儒
学者や国王の肖像、それに関する用具やシンボルなどが描かれており、裏面は表面の人と関連
した建物が描かれている。硬貨は数字を除き全てハングル表記されている。
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