《特別企画》

オンライン

Fun Fan China

この夏は
オンライン で

擬似中国留学
& 国際交流

Summer Special 2020
POINT

1

まるで中国留学！
中国最新トレンドや
中国事情をたくさん聞いて
そして、たくさん話して
まるで留学生活をしている

POINT

2

ような３日間！

POINT

3

多彩な講座！
中国サブカルチャーから
中国語を活かした
仕事の話まで、日本人・
中国人講師がリアルな

日中友好交流会！
中国人学生や、中国に
精通した日本人学生と
交流を深めて、あなたも
中国通の仲間入り！

今の中国をご紹介！

留学や旅行が難しい今だからこそ、 オンライン で中国を感じてみませんか？
日程
3日間
対象

2020 年 8月19 日〜21 日
水

◎1 講座から申込可能です。

金

申込方法
1

高校生・高校教員・招待者

2

開催方法

オンライン（Zoomを予定）

2020 年 8 月 17 日
月

参加費
無料！
締切

参加をご希望の方は、QRコードのイベント
案内ページからお申込みください。
お申込みの際にご登録いただいたメール
アドレスに、オンライン受講に必要な
Zoom IDを記載したご案内をお送りします。

主催

共催
文部科学大臣指定 外国大学日本校

JR/東京メトロ/他各線「池袋駅」より徒歩4分
東京メトロ有楽町線「東池袋駅」より徒歩2分

受付時間
月〜金（10：00〜17：00 ）

0800-888-6910

ISI グローバル教育センター
TEL: 03 - 5960 -1332

〒171- 0022 東京都豊島区南池袋 2 - 29 -14
TEL: 03-5962-0065 FAX: 03-5960-1339
URL: www.blcu.jp E-mail: tokyo@blcu.jp
Facebook: blcu.jp Instagram: blcutpanda
LINE: @blcut
Twitter : BLCUTPANDA

〒170 - 6009 東京都豊島区東池袋 3 -1-1
サンシャイン 60 9 階
URL: www.isi-ryugaku.com/gec
E-mail: gec@isi-global.com Facebook: ISI.GEC
Twitter: isi-gec

中国最新トレンドや中国事情を通して
リアルな中国を学んでみませんか？
グローバル化や中国からの訪日観光客増加により、中国語の学習ニーズは年々増えてきています。しかし中国語を
学ぶだけでは、本当の中国を理解することはできません。本来なら中国へ留学し、中国の文化や習慣を学ぶのがベ
スト。しかし、コロナ禍で留学が難しい今だからこそ、 オンライン ！ 中国の文化、歴史、トレンド、中国への留学・
旅行の体験談など、さまざまな話を通して 擬似中国留学 が味わえます。フリートークの交流会では オンライン
国際交流 を体験できるなど、バリエーション豊富な３日間。皆さんのご参加をお待ちしております！

『 Fun Fan China Summer Special 』のスケジュール

※当日のイベント内容とスケジュールは、一部予告なしで、変更する可能性あり。

8月19日（水）

日本の女子大生から見た
中国のKawaii文化

10: 30
〜
1 1 :30

講師

8月20日（木）

チーリンの中国旅行体験記

川田 璃々花

講師

赤嶺 良樹

講師

̶̶̶̶̶ Akamine Yoshiki

東京都日中友好協会 青年委員会

小橋 智大

̶̶̶̶̶ Kobashi Tomohiro

北京語言大学 東京校 3年生

中国福建省 大学教師

中華メイクから中華ロリータまで「カワイイ」をキー
ワードに、日中友好アイドルプロデューサーでもある

中国国内の主要都市をはじめ、ハルビンや内モンゴル
自治区など、計10数都市を訪問した講師が、現地で

日本語教師として中国の高校や大学で豊富な教育経験
を持つ講師が、中国人学生の様子や日本語を教える楽

講師が、中国サブカルチャーを紹介します。

しか知りえない中国の魅力を紹介します。

しさ、苦労話などを紹介します。

12 :00〜13 : 30
中国版ツイッター
『Weibo（微博：ウェイボー）』
講師

休憩
中国語を使った
将来の道

中国留学の魅力

小橋 智大

講師

̶̶̶̶̶ Kobashi Tomohiro

荒木 萌恵

講師

̶̶̶̶̶ Araki Moe

中国福建省 大学教師

中塚 翔大

̶̶̶̶̶ Nakatsuka Shota

北京語言大学 東京校 3年生

就職支援団体ACSA 代表

中国版Twitterと呼ばれるWeibo（微博）で、日本文化
のトレンドを中国語を使って発信しているインフルエ

実業団で 2 年間バトミントンプレーした異色の経歴を
持つ講師が、自らの北京語言大学 本校留学の体験に

長年、人材育成に携わる講師が人材のキャリア形成と
いう観点で、日本経済の未来予測を通して今後求めら

ンサーの講師が、Weiboの使い方と特徴を紹介します。

基づいて、中国留学の魅力を紹介します。

れる人材像、中国語を学ぶ意義などを紹介します。

14 : 30〜15: 00
中国大学生の
リアルな日常

15: 00
〜
16 :00

中国で日本語を
教えるには

〜メディアが報道しない中国の魅力〜

̶̶̶̶̶ Kawada Ririka

13: 30
〜
14 :30

8月21日（金）

休憩
日中友好
交流会

『キングダム』から読み解く
中国の歴史秘話

ゲスト

講師

袁 思思

講師

̶̶̶̶̶ Yuan Sisi

黄 双双

̶̶̶̶̶ Huang Shuangshuang

株式会社 テレコムスクエア
北京語言大学 本校の日本語専攻出身、現在日本の会
社で働いている講師が、
中国人のリアルな大学生活や、
大学が自分に与える影響について紹介します。

中国人留学生

中国人留学生とオンラインで日本
語または中国語で交流できる、フ
リートーク型交流会です。草の根
レベルで、これからの日中友好を
語り合いましょう！

北京語言大学 東京校 教員

故宮博物館学芸員としての勤務経験がある講師が、漫
画『キングダム』を通して、中国「春秋戦国時代」の
時代背景や秘密を読み解きます。

北京語言大学 東京校（主催）・ISI グローバル教育センター（共催）紹介

左：北京語言大学
東京校
右：北京語言大学
本校

北京語言大学 東京校：中国国立大学の北京語言大

ISIグローバル教育センター：北京語言大学 東京校、

学が東京・池袋に開学した外国大学日本校です。中

専門学校、日本語学校の運営、及び留学サービスを

国語で中国語を学ぶ直接教授法、参加型少人数制授

提供する I SIグループが、日本の若者に「次代を担

業を採用し、外国人留学生に対する世界最高峰の中

うグローバル人材」
になるための 気づき や ヒント

国語教育機関として多数の実績を誇ります。

を与えることを目的に設立した組織です。
左：ISIグループ
サンシャイン
オフィス外観
右：ISIグループ
サンシャイン
オフィス入口

