
2018年4月に開催された
ウェルカムパーティ、
大勢の参加者で会場は満員でした

中央大学留学生らによる
「異文化交流ラウンジ
Gスクエア」紹介
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楽しいグローバルカフェ

　グローバル・パーソンを目指す中大生の支援活動「異文化交流ラウン
ジ　Gスクエア」の設立は2013年３月。以来５年余、学生主導で企画・
運営を続けている。以下はマレーシアからの留学生、イザベル・オンド
レア・スアさん（文学部４年）と吉野貴信さん（法学部３年）による活動リ
ポートだ。

誰でも気軽に参加できるGスクエア

　Ｇスクエアは多摩キャンパス・

ヒルトップ２階にある国際交流ス

ペースです。中大に在籍している

日本人学生と交換留学生・私費留

学生が交流できるよう、国際交流

イベントを毎月開催しています。

誰でも気軽に参加できる言語講座

「Language Lab (ランゲージラボ)」

も行っています。

　中大国際センターによる留学説

明会なども開き、留学経験者の体

験談や留学に関する質問などもこ

こで直接聞くことができます。

　留学や語学に関する数多くの本

が置かれており、Ｇスクエア内で

あれば誰でも手に取ることが可能。

訪れた人をびっくりさせるのが９

画面の大型スクリーンです。海外

の人気チャンネルが視聴できます。

パソコンも設置しており、レポー

ト作成もここでできます。

　Ｇスクエアは誰でも利用できる

場所なので、勉強したり、友達と食

事をしたり、おしゃべりしたりと

自由に利用してください。

　学生が運営し、スタッフは現在

９人。交流をさかんにするために

多くのイベントを企画・運営し、学

生を多方面からサポートしていま

す。

　学期初めに行う、新入学の留学生を歓迎するイ
ベント。日本人学生と留学生がゲームや雑談を通
して仲良くなっていきます。誰でも予約なしで参
加できる大人気イベントの１つ。毎回約150人が
参加しています。

　留学生がカフェのスタッフとなり、来場者とコー
ヒーなどを飲みながらの国際交流。ハロウィーン
やクリスマスなどの限定カフェも開催中。

　Language Lab は、留学生による言語講座です。
英語や中国語、スペイン語など学期によって様々
な講座が開かれています。外国語だけではなく、
その国・地域の文化や慣習などについて学べます。

イベント紹介

★ウェルカムパーティ

★グローバルカフェ

★ランラボ

こんにちは
！

Hello！
안녕하

세요！

Hola！
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イベントに参加している岩本さん（右から2人目)

　Something I wanted to do with Language Lab from the beginning was to 
teach real and authentic English, while having fun. Rather than focusing too 
much on grammar or having only conversation classes, my class and I had 
fun learning slang, playing a bunch of trivia games like Jeopardy, and even a 
murder mystery game.
　When you’re having fun, you don’t think about the stress of learning a 
language, you just enjoy the experience! Th at’s why I think Language Lab 
is a really great chance to grow your speaking skill. You can meet 

real, native English speakers from many diff erent countries and 
they will teach you things you can’t always fi nd in a textbook.
　When we’re not in Language Lab or in class why not come 
hang out with us in G-Square or at one of the many events 
held there? Th ere’s always a chance to try and speak English 
with someone and they might want to try their Japanese too!
　Gスクエアでいっぱい話をして、楽しみましょう！

　私は1年生の秋学期から3年ほどGスクエアを利用しています。様々
な国 ・地域出身の友人ができるのはもちろんですが、友人らと交流す
るなかで、それまでの自分にはなかった考え方を学ぶことができまし
た。
　語学学習では、language lab に参加して、これまで補いきれなかっ
た学習意欲をカバーできたのではないかと思っています。現在、友人
と共に3年間の経験を生かして韓国語のホストをしています。今でも
韓国語をはじめとして、中国語やスペイン語などの言語に関心を持っ
ています。
　これからもGスクエアを積極的に利用していきたいです。

いっぱい話をしよう／ランラボホストのコメント

新しい自分をみつけた／来場者コメント

フレーザーバレー大学（カナダ）からの交換留学生、
ジョサイアさん（総合政策学部 4年）

岩本柚乃さん（法学部国際企業関係法学科 4年）

笑顔が素敵なジョサイアさん

笑顔で迎えるＧスクエアのスタッフ

問い合わせ／ chuog2@gmail.com

SNSにてイベント情報や国際センターによる留学の
説明会などの情報発信をしていますので要チェックです！
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　Gスクエアは、可能性とチャレンジに溢れた場
所です。私は、スタッフになり約１年が経ち、現在
は代表を務めさせて頂いています。毎日、大勢の
留学生や学生が訪れ、各国の音楽が流れる明るい
空間の中で仕事をしています。日々の業務内容に
は、企画書作成や報告書チェック、採用面接・会議
など実務的なものも多いです。
　留学生スタッフと共に働くなかで、自分達の常
識や考えを覆される意見が出ることもあり、最初
は戸惑いましたが、今はその意見をまとめて、み
んなでイベントを作り上げています。ここで新た
な価値観が生まれたり、知らなかった世界に触れ
たりして、活動は運営する私たちにとっても、と
ても楽しく有意義なものです。
　国際交流はもちろんのこと、何かにチャレンジ
したい、自分の考えを行動に移したい、そんな人
にも、Gスクエアは夢に溢れた場所だと思います。

　Gスクエアはキャンパス内で私が一番好きな場所。 グ
ローバルスクエアを意味し、多くの新しい国際的な友人や
日本人の友達がいる場所です。ジャパンデー、グローバル
カフェなど様々なイベントが開催されます。日本に関す
る知識を得られ、他の学生と交流できます。
　留学生が主催する Language Lab を通して、様々の
言語を自由に学べます。私もホストとして参加し、母国
ビルマ語や母国の文化を多くの人にお知らせする機会
を得たことをとてもうれしく思います。
　この場所はキャンパス内で私の最も貴重な場所です。入学
時、留学生であるということで、寂しかった私に新しい友達を
作るチャンスを与えてくれたのがGスクエアでした。私にとっ
て一番居心地がいいところです。

チャレンジに溢れた場所／Gスクエアスタッフ

私が一番好きな場所／Gスクエアスタッフ

スタッフリーダー、佐藤菜菜子さん（商学部商業貿易学科 2年）

メイ・ヤモン・カインさん（法学部政治学科 2年）=ミャンマー出身

イベントのときの佐藤菜菜子さん（2列目右から２人目)

メイさん（左）、右は筆者の一人、イザベル・オンドレア・スアさん

2次元コードからもリンクできます。

WEB Facebook Twitter Instagram
http://www.chuo-u.ac.jp/
international/gsquare/

http://www.facebook.com/
chuog2

http://www.twitter.com/
chuo_gsquare

http://instagram.com/
chuog2
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