
 

 

In	  this	  semester,	  one	  interna.onal	  student	  from	  Juntendo	  University	  is	  enrolled	  in	  kenshu	  course.	  To	  know	  be=er	  each	  other,	  we	  visited	  

Juntendo	  University	  together	  last	  week	  and	  looked	  around	  some	  facili.es	  including	  its	  hospital.	  Juntendo	  University	  Interna.onal	  Center	  

(JUIC)	  provided	  a	  tailored	  tour	  for	  us	  and	  informa.on	  session	  about	  its	  facts	  and	  history.	  It	  was	  a	  great	  opportunity	  not	  only	  to	  know	  

about	  the	  university	  next	  to	  us	  but	  also	  to	  reflect	  on	  our	  own	  university.	  
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カイン（ミャンマー） 
 　センチュリータワーがおもしろかったです。  
 　センチュリータワーに⾷食堂ときれいなばしょがあります。そし
て、たかいたてものです。19かいのたてものです。むかし、その
タワーはビジネスのタワーでした。今、順天堂⼤大学のビルです。
そして、デザインがとてもきれいです。しょくどうはおもしろかっ
たです。むかし  そこはプールでしたから。センチュリータワーの
中に⽊木もあります。とてもきれいなタワーです。だから、私はセ
ンチュリータワーが⼤大好きです。  

マン（ベトナム） 
 　じゅんてんどうの  びょういんはおもしろかったです。  
 　じゅんてんどうのびょういん  のほうが  TMDUのびょういんよ
りおおきかったです。たくさん⼈人がいました。じゅんてんどうの  
STARBUCKSのほうが  TMDUのSTARBUCKSよりちいさかった
です。でも、じゅんてんどうの  STARBUCKS  のデザインのほう
がきれいでした。びょういんにおおきい  テレビがありました。じゅ
んてんどうのびょういん  の  ほうが  たかかったです。  
 　じゅんてんどうのびょういんも  TMDU  の  びょういんも  すきで
す。  

フェデ（イタリア） 
 　センチュリータワーは背が⾼高かったです。  ⾯面⽩白い建築です。  
センチュリータワーの中に⾷食堂があります。  順天堂⼤大学の⾷食堂  
の⽅方が  TMDUの⾷食堂より好きです。  順天堂の⾷食堂は広かった  で
す。センチュリータワーは19階まであります。  私たちは19階で  
インターナショナルパーティーをしました。  とっても楽しかった
です。  

ハン（ベトナム） 
 　じゅんてんどうだいがくのセンチュリータワーのほうがとうきょ
ういかしかだいがくのM&Dタワーよりきれいです。じゅんてんど
うのセンチュリータワーの中はたくさん⽊木があります。じゅんて
んどうのセンチュリータワーの⽅方が明るいです。センチュリータ
ワーもM&Dータワーもしずかです。  

サン（ミャンマー） 
 　センチュリータワーにたくさんけんきゅうしつがあります。しょ
くどうもあります。そのしょくどうでたべものはやすいです。  セ
ンチュリータワーのうえからけしきがきれいです。それからたく
さんりゅうがくせいがいます。じゅんてんどうだいがくのびょう
いんはゆうめいです。まいにち3000-‐‑‒4000⼈人ぐらいかんじゃがい
ます。だから、おもしろかったです。  

ザーチー（ミャンマー） 
 　けんがくがおもしろかったです。  
 　じゅんてんどうだいがくのデザインがおもしろかったです。びょ
ういんにたくさんかんじゃがいます。⼀一⽇日4000⼈人かんじゃがいま
す。じゅんてんどうのびょういんのほうがTMDUのびょういんよ
りおおきいです。じゅんてんどうだいがくのほうがTMDUよりふ
るいです。じゅんてんどうだいがくもTMDUもとてもいいけんきゅ
うしつがあります。じゅんてんどうもTMDUもゆうめいなだいが
くです。とてもおもしろいけんがくでした。  

チョウ（中国） 
 　順天堂⼤大学のセンチュリータワーと病院は広いです。そしてき
れいです。センチュリータワーはとても⾼高いです。すごく新しそ
うです。きれいな部屋があります。椅⼦子も机も花も⽊木もあります。
優しいスタッフがいます。病院はデパートとホテル⾒見たいです。
ここは可愛いロボットさんがあります。超おもしろかったです。
クリスマスはもうすぐ来るから、センチュリータワーでも病院で
もクリスマスツリーがあります。楽しかったです。  

Most students started learning Japanese in mid-October, so their 
Japanese might sound a little unnatural. We would appreciate your 
understanding.
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デア（タイ） 
 　今⽇日はじゅんてんどうだいがくにいきました。  
 　このロボットはおもしろかったです。おなまえはペッパーです。
⛄ペッパーはホワイトロボットです。おおきくてかわいいめで

す。げんきでにぎやかなロボットみたいです。⽇日本ごとえいごと
ちゅうごくごをはなします。⽇日本ごとえいごとちゅうごくごもわ
かります。あたらしくてたかそうです。  
 　じゅてんどうだいがくのびょういんBの⼆二かいにペッパーロボッ
トがいます。びょういんのいりぐちにいます。  

クン（ベトナム）  
 　順天堂病院はきれいでした。順天堂病院のほうが東京医科⻭歯科
⼤大学のよりゆうめいでおおきかったです。そこでたくさんかんじゃ
がいるから、こんでいます。毎⽇日、四千⼈人ぐらいかんじゃがきま
す。そこのベッドのほうがTMDUよりたくさんあります。そこの
けんちくが⼤大すきです。  

トゥー（ミャンマー） 
 　センチュリータワーがおもしろかったです。センチュリータワー
はたかいビルです。センチュリータワーはじゅうきゅうかいあり
ます。センチュリータワーのしょくどうのほうがTMDUのしょく
どうよリおおきいです。それから、やすいです。センチュリータ
ワーのけんちくはとてもきれいです。イギリスじんのひとはセン
チュリータワーをつくりました。センチュリータワーのへやのほ
うがTMDUのへやよりせまいです。だから、じゅんてんどうだい
がくのセンチュリータワーがだいすきです。  

ビュー（タイ） 
 　じゅんてんどうだいがくのたてもののなまえはセンチュリー
タワーです。いっかいはだんわスぺースとクリスマスツリー
があります。きれいで、にぎやかです。  じゅんてんどうだい
がくのしょくどうのほうがとうきょういかしかだいがくより
おおきいです。たくさんたべものがあります。じゅんてんど
うのたべもののほうがとうきょういかしかだいがくよりやす
いです。しょくどうのたてものは、むかし、すいえいプール
でした。けんちくがすきです。きれいです。きょうわたした
ちはおもしろかったです。  

ケイ（ミャンマー） 
 　びょういんのが  おもしろかったです。  
じゅんてんど  だいがくの  びょういん  の  しせつ  のほうが  とうきょ
う  いかしかだいがくの  びょういんより⼤大きいです。スターバッ
クスがあります。はなやがあります。じゅんてんどうだいがくの  
びょういん  の  ほうが東京医科⻭歯科⼤大学よりにぎやかです。たく
さんの  えが  かんじゃを  リラックス  させます。かんじゃまちあい
しつ  は  いそがしいです。でも、きれい  です。⼤大きいLCDが  あり
ます。びょういんの  けんちくは  すごくおもしろいです。かんじゃ
に  とても  べんりです。  

アディザ（ガーナ） 
 　順天堂⼤大学はTMDUのちかくです。⼤大学の建物は⽇日本で⼀一番き
れいです。⼤大学にたくさんの植物があります。壁はたくさんの写
真があります。順天堂⼤大学のエレベータはちいさいです。順天堂
⼤大学もTMDUもとてもきれいです。でも、TMDUのほうが順天
堂よりおおきいです。  

ソーン（ミャンマー） 
 　きょう、私はじゅんてんどうだいがくへいきました。そこはと
てもきれいでした。ほんごうおちゃのみずcampus  にあります。
そこにセンチュリータワーがあります。おおきかったです。セン
チュリータワーにしょくどうがあります。ひろいです。⾷食べ物は
おいしそうです。じゅんてんどうだいがくのびょういんもいきま
した。びょういんはにぎやかでした。たくさん⼈人がいます。そこ
にまいにちたくさんかんじゃ(3000⼈人くらい)はいきます。
Reception  のまえにきれいなrobotがあります。そのrobot  はお
もしろかったです。そのrobot  から、みなさまはいくつかじょう
ほうがもらえます。  

ターイ（ラオス） 
 　順天堂⼤大学のしょくどうが  おもしろかったです。  
 　順天堂⼤大学のたてものはおおきかったです。わたしは順天堂⼤大
学のしょくどうがすきです。順天堂⼤大学の⾷食堂のほうが  TMDU
よりやすいです。でも、順天堂⼤大学の⾷食堂もTMDUもきれいです。
順天堂⼤大学のしょくどうは  たくさんテーブルがありました。
TMDUのしょくどうはたくさんテーブルがありません。  
 　きょう、  わたしたちはとてもたのしかったです。  

トー（ミャンマー） 
 　じゅんてんどうだいがくもゆうめいです。たくさんりゅうがく
せいがいます。じゅんてんどうのしょくどうはおおきいです。そ
れから、やすいです。センチュリータワーはたかいです。⼗十九か
いまであります。センチュリータワーのけんちくはすごくおもし
ろいです。じゅんてんどうのびょういんにたくさんかんじゃさん
がいます。びょういんのなかでうけつけのまえにとてもおもしろ
いロボットがあります。じゅんてんどうだいがくのロゴがすきで
す。あのロゴは「仁」です。おもしろかったです。

　 

　 
　「◯◯は◯◯にあります／います」や形容詞の過去形、比較
などを実際に使ってみるということも兼ねて、順天堂大学を見
学させてもらいました。隣の芝は青く見える…ということも
あったようですが、自分の大学についても、これまで意識して
いなかったことへの気づきがあったようです。 
　順天堂大学では、上にも出てくるセンチュリータワーで、11
月21日に留学生交流会がありました。2時間では短すぎるとい
う声が聞かれるほど楽しかったようです。この交流会の様子に
ついては、統合国際機構(Institute of Global Affairs)のfacebook
に記事がありますので、よろしければご覧ください。
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