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ニュージーランド研修の動画は、このQRコードでアクセス！



　開学以来実施されてきた、１年次のニュージーランド海外研修は「語学の重要性、異文化体験による視野の

拡大」を念頭に、平成29年度で28回を重ねます。

　その「海外研修の目的」は、次の5つをねらいとしています。

（１） 国際人として成長するための重要な教育機会である。

（２） 生きた国際コミュニケーションのツールとしての英語力を育成する。

（３） 海外の異文化を理解し、相手国の社会や文化について学び、国際理解のための能力を高める。

（４） ホームステイを通じ、欧米の生活、地域社会などのルールを学び、我々日本人の暮らしや文化との
 比較のなかで自分の生き方を考える。

（５） 日本を含む環太平洋文化圏の重要な友好国としてのニュージーランドの多様な社会文化や政治
 経済などについて理解し、訪問先の大学や地域との交流を通じて、国際親善に貢献する。

　この海外研修のねらいは、語学研修と異文化体験です。現地では原則的に、学生１人に一家族のホームステ

イ滞在を義務づけています。１日の研修内容は、午前中（9時から12時）が語学研修、午後はホストファミリーと

過ごすか、またはアクティビティを選択し、その国の文化に触れるように組まれています。

　海外研修の体験を通して、学生は確実に成長し多くのことを学んでいます。「自国の文化について無知なこと

に改めて気づき恥ずかしかった」「日本について、異国に来て初めて知ることがたくさんあった。異国を知るより、

まず自分の国をもっと知ることが大切だと本当に思った」「国際人とは、単に外

国語に強い人のことではない。海外でも通用するマナーや世界的な視野を身

につけていなければならない」といった学生の感想や意見は、本学の目指す

海外研修の「英語を学ぶとともに、異文化コミュニケーションの体験的学習」と

いう意図が、学生に反映され浸透していることを物語っています。

　また、ニュージーランド研修を初めとして、２年次以降、中国、韓国、ベトナム、

アメリカ、イギリスなど、専門性が色濃く打ち出された研修があり、異文化理解

を深める様々なプログラムが用意されています。＊３

江戸川大学学長 小口 彦太

ようこそ、ニュージーランド研修へ。 　　月日（曜） 　　地名  　　　　　スケジュール

8月27日（土） 東京（成田） 成田空港に集合

  空路、オークランドへ

8月28日（日） オークランド 到着後、入国手続・通関

  着後、専用バスにてマッセイ大学へ

  ホストファミリーと面会　オリエンテーションなど

8月29日（月） オークランド 午前：マッセイ大学にてオリエンテーション及び英語研修

  午後：自由研修

8月30日（火） オークランド 午前：英語研修

～9月12日（月）  午後：アクティビティ又は自由研修

  土・日曜日はアクティビティ 又は 

  ホストファミリーと一緒に過ごします。（各自研修）

9月13日（火） オークランド 空港に集合　空路、成田へ

  夕方東京（成田）着

研修スケジュール
 （2016年度）

◎マッセイ大学アル
バニー校（オークラ

ンド）

 時間 　　　　アクティビティ 6:30 起床
 7:00 朝食　パンやコーンフレークなど 7:30 授業の準備をして登校 8:30 学校はホストファミリー宅から比較的に近い所にあったので、授業の30分前には到着 

 9:00 12時まで英語の授業　先生から優しく教えてもらう 12:00 昼食を食べに街へ出かける  海外のマクドナルドが日本とどの様に違うか確かめるために、シェイクと

  クォーターバーガーを頼んだが、全体的に味が濃く、パンが堅かった
 13:00 アクティビティ（課外授業）  全員でラジオ局を訪ね、生出演。DJのインタビューに英語で返答。
  かつてない程の緊張感の中、私たちの英語が町中に響く。
  終わったあとの満足感は筆舌に尽くしがたいものがあった。
 18:30 帰宅
 19:00 夕食　夕食後はホストファミリーと一緒にテレビを見たり、ゲームをして過ごす
 22:00 シャワーを浴びる　ニュージーランドにはお湯につかる習慣がなく、10分で済ます

 23:00 就寝

研修のある一日 
◎マッセイ大学

Welcome Aboard!

１年

２年

３年

４年ニュージーランド研修から専門研究へ

＊1ニュージーランド研修 Ⅰ

ニュージーランド研修 Ⅱ

＊2 ニュージーランド・スカラシップ（６週間）

短期海外体験研修（３泊４日）

専門ゼミ研修（アメリカ・イギリス・台湾他）＜各学科＞
長期海外研修（ニュージーランド）

海外専門研修（韓国・ベトナム他）＜現代社会学科＞
経営専門研修（中国）＜経営社会学科＞

専門研究（卒業研究）

＊1 こどもコミュニケーション学科では、科目名が「海外こども事情体験A（ニュージーランド）」となります。
＊2 毎年６週間の英語特待生制度（授業料・ホームステイ代免除）で英語学習を深める機会があります。
＊３ なお、このニュージーランド研修のほかに、アメリカ合衆国オレゴン州のポートランド州立大学及び北京大学での研修も現在計画中です。



Language Training

授業中、英
語のやりと

りにも

いつのまに
か馴れまし

た
クイズDE

授業：

でもヒント
は声だけ

先生は演出
家：

もちろん注
文は英語で

した

やっぱり先生との距
離が

近いのが魅力

卒業式での先生のス
ピーチ

発音レッスン中

授業で英語劇をやりました

大学授業風景
ラジオ局での収録風景彼らの英語がウェリントンに響く

授業でゲームをやることもある！

卒業式もフレンドリー

先生を交えてクラス討議中もちろん英語

卒業式で先生を囲んで

現地学生とサッカー交流試合をやりました

今日の授業は演劇スタイル

朝一番の英語の授業

授業中も和気あいあ
い

先生はしっかり話を
きいてくれる

見学先のFMラジオ局
「MORE」

にて記念撮影

卒業式後のパーティ
ーで

ファミリーと

今日はDVDで「haka
」の学習

先生からの質問考察
中：

友だちに見守られな
がら

英語を学ぶ。

　企業のグローバ
ル化に伴い、社員

に求められる英語
力が高くなっていま

す。

多くの企業において
社員の英語力を測

る「TOEIC」が一般
化し、600 点を出張

可能、700 点を

単独渡航可能かつ
管理職昇進の基準

点に設定していて、
また、企業が学生

を採用する時に

求める英語力も年
々上昇傾向にあり、

550 ～ 600 点が目
安と言われます。

　「楽天」が 2012
年から英語を公用

語化して会議から電
話、メールまです

べて英語にしたり、

ユニクロを運営する
「ファーストリテイ

リング」が 2012 年
から英語を公用語

化して

母国語が異なる参
加者がいる会議は

英語で行い書類も
英語に一本化したり

するなど、

今や英語の必要性
は海外関係に従事

する部門に留まらず
全社員に及んでい

ます。

　一方、2011 年度
TOEIC の大学生平

均点（494 大学、
大学生 411,085 名

）は 447 点と発表
され、

2010 年に入学した
平山友梨さんも40

0 点台しか取れない
英語が不得意な大

学生でした。

しかし、1年生夏に
参加した 3週間の

「ニュージーランド
研修」で英語の勉

強に目覚め、

1年生春休みおよび
2年生春休みと2年

連続で 6週間の「
ニュージーランドス

カラシップ」に

参加したことで英語
力が飛躍的に向上

、４年生夏の再受
験時には 835 点に

なりました。

　このように江戸川
大学には、入学時

点では苦手な英語
力を飛躍的に向上

できる

「海外研修・短期
留学」プログラムが

用意されています。



Intercultural experience

やっぱり子羊ってカ
ワイイ！

牧場見学で
子羊にミル

クを

あげさせて
もらいまし

た

ファミリーとパーティでゲーム

鼻の頭を合わせるマ
オリ族の

あいさつにちょっと
ドキドキ

水族館見学はサメバスに乗って

マオリ族の集会所で
風に吹かれて

中心部のビ
ル街にて

これがスーパーだ！

授業で店員さんにインタビュー

キャンパスの朝もや

デパパ博物館にてマオリ文化に触れる

牧場にも大木があった

時刻表は電光掲示板
：

バスの乗り換え駅に
て

ファミリーとパーティでゲーム

トラムの通る市街地

キャンパスでは牛や羊が待っていた

先住民族マオリ族のスティック・ゲームを習う

休日、ホストファミ
リーと

植物園へ

大学のカフェテリア

休日、ホストファミリーと
森林浴へ

南半球一の
スカイタワ

ーも坂の

上からだと
小さく見え

ます

乗馬どんなもんだい

異文化を体験する。
　日本企業の「グローバル化」は、近年、急に始まった話ではありません。以前から大手メーカーや商社は世界各国に拠点を構え海外活動を行ってきました。一方インターネットの発達により企業活動が国境を越えるようになり、従来グローバル化が手つかずにいた内需型企業が日本国内の景気低迷、少子化による国内需要減に対する方策として、新規に海外へ進出するようになりました。

　それに伴って多くの企業が新規採用する人材に「グローバル人材」を求めています。
一口に「グローバル人材」と言っても、語学力を有する人材、異文化を知る人材、海外留学経験者など、
企業の風土、成功体験、価値観などに基づき様々な形で定義されますが、英語力や海外での経験は
もちろんのこと、コミュニケーション力、主体性・積極性、チャレンジ精神、判断力、適応力、思考力など、
数多くの資質が求められます。しかしながら、現在大学に入学する若者の多くは、周囲の反応を見て自分の立ち位置を決め応じた役割を演じようと友人関係に異様に気を遣うため、
狭い世間に気を遣い過ぎ外の世界に目が届きません。このように狭い人間関係に閉じこもっていては、
企業が求める人材になれるはずもないのです。
　江戸川大学には、言語の壁だけでなく、コミュニケーションの違和感を取り払う経験をして、
異文化を理解する能力を培う「海外研修・短期留学」プログラムが用意されています。

ホームステイ家族全
体で

ポトラック（持ち寄
り）パーティー



Participants' comments ニュージーランド 海外研修参加者の声

　中学生の頃から海外へのあこがれが強く、外国映画が好き
で、海外に行くことに興味がありました。ニュージーランドでの
生活は新鮮で楽しく、ホストファミリーと充実した時間を過ご
し、様々なことを体験することができました。これまで滞在した国
の中で最も生活しやすく、「住んでもいいかな」とさえ思いまし
た。帰国の日、「まだ帰りたくない、もっと一緒にいたい！」と思
い、ホストファミリーと再び会う約束をしました。自分の気持ち
や感謝の気持ちを思うように伝えられるように、更なる英語力
の向上を思い起こさせてくれる研修であり心やさしい国です。

自分の気持ちを伝えられるように
マス・コミュニケーション学科　綿引 桃花

　NZ研修は私にとって初めての海外であり、楽しみもありまし
たが不安が大きかったです。しかし、ホームステイ先のホスト
ファミリーのブレアとカレン夫婦がとても優しく、私の心の支え
となりました。私が好きなフィッシュアンドチップスを食事に出し
てくれたり、ホストファミリーとの生活が１番の思い出です。私は
NZ研修に参加したことで、自己表現する大切さに改めて気がつ
きました。恥をかくことを恐れず自分から積極的に行動すること
で、英語力も上達していきます。ホストファミリーは私のもう一つ
の家族です。NZ研修は自分にとって大きな財産になりました。

初めての海外と出会い
現代社会学科　秦 愛海

まずは、チャレンジ

こどもコミュニケーション学科　海老原 由香

　現在ニュージーランドのラジオ局で働いています。ラジオ局で
働くことは小さい頃からの夢。ニュージーランドへ語学留学中に
現地ラジオ局で日本語ラジオ番組を立ち上げ、7年間精いっぱ
い努力したのが認められ、今の仕事に就きました。海外研修は
視野を広げ、自らの可能性を広げるいい機会になります。もちろ
ん努力は必要ですが。

海外研修は視野と可能性を広げるいい機会

マス・コミュニケーション学科卒　晝間 尚子

　研修に行くまでは不安でいっぱいでした。特に英語力に自信
がなかったのでホストファミリーとうまくコミュニケーションを
取れるか心配でした。毎日夕食を食べながら少しずつ会話をし
ていき、簡単な日常会話ならできるようになっていきました。ホ
ストファミリーは伝わらない言葉を何度も辞書を引きながら伝
わるまで教えてくれました。また、丁寧な英語や発音も教えてく
れました。今回の研修を通して英語を更に好きになりました。そ
して英語学習を進めた先には大好きなKiwiとの楽しい会話が
待っていることを知りました。英語が好きな方や得意な方だけで
なく、苦手な方も是非参加してみてください。きっと英語を好き
になるきっかけになると思います。

英語を好きになるきっかけになる

人間心理学科　西山 希望

　初めは英語が苦手で人見知りということもあり、とにかく不安
で仕方ありませんでしたが、ホストファミリーは単語を選んでゆっ
くり話してくれたり、子供たちも「遊ぼう」と言ってきてくれたり、ま
た、学科の友達が増えいろいろ助けてもらったりと、おかげでヒヤ
リングもコミュニケーション能力も上がりました。ニュージーラン
ドに、そして、ホストファミリーに出会えて本当に良かったです！英
語が苦手な人もシャイな人も、「行ってみたい！」って気持ちがあ
れば大丈夫です！ぜひ参加してみて下さい。何か得るものが必ず
あるはずです。学科の友達も増えるし、本当にオススメです！

「行ってみたい！」の気持ちがあれば大丈夫
経営社会学科　冨秋 美咲

　海外は、英語力よりも「行きたい」という気持ちが重要です。私
は、外国人と話したこともありませんし、英語力に自信がありま
せんでした。研修に行く前は不安でいっぱいでしたが、それと同
じくらいの期待を胸に海外へ飛び出してみて、英語という言語
の前に相手に「伝えたい」という気持ちが何より大切だと学びま
した。ニュージーランドでは、一日一日が新しい発見と勉強の
日々で成長を実感できます。現在は、英語力を高め、ホストファミ
リーを驚かせたいという気持ちで英語の学習に励んでいます。
少しの勇気があれば、自分を変えることができるのだと、この研
修は教えてくれたと思っています。

新しい自分への第一歩

情報文化学科　鹿角 準

　ニュージーランド
人は、世界の人々か

ら、気さくで親しみ
やすい国民だと言

われています。

　英語力を培う研
修先として最適な所

だと思います。現地
では、ラジオ局訪問

、グループ活動、役
割演習を通

して、生きた英語力
が自然に身につき

ます。先生方は異国
の地で生活する上

での様々な事柄を
優しく、解りや

すく教えてくれます
。英語の力がどれく

らいあるかは問題
ではありません。学

生達は短期間で身
についた自分

の英語力に驚くこと
でしょう。ニュージ

ーランドの人々と交
わりながら、たくさ

んの友を得、自然に
英語力が培

われ、帰国してから
も深い友情を交わ

しています。

　ニュージーランド
を訪れれば、他では

味わえない様々な
生活文化と新たな

英語能力が培われ
るたくさんの

機会に恵まれます
。

　ニュージーランド
でお会いしましょう

。待っています。

ぜひ、ニュージーラン
ドに！

ルネー・コレット

マッセイ大学英語教
員

　今まで自分がやってこなかったことに挑戦したいと思い、参加
を決めましたが、初めての海外ということもあり不安だらけでし
た。でも実際は、ホストファミリーはとても優しく楽しい家族でし
た。英語での授業も日本で学ぶより楽しいですし、わかりやすいで
す。最終日には号泣するほど、家族とニュージーランドが大好きに
なっていました。ぜひ、海外に行ったことがない人もある人も、こ
の研修に参加して色々なことにチャレンジしてみてください。



My Recommendation
保育士をめざす身としてニュージーランドの保育園を見学できたことは、
本当に良い経験だったと思う。こどもコミュニケーション／星くる美

英語を話すことに慣れていたり、自信のある人はぜひ日本語の伝わらない

異国の地で一人で動いて欲しい。 マス・コミュニケーション／渡邊宏基

トランポリンはかなり大規模で、以外案ほどエネルギーを消費します。
　　　　　　　　　　　　　　　　マス・コミュニケーション／鈴木貴江

星空がとてもきれい！
晴れている日は空がとてもきれいで、景色がいい！
マスコミュニケーション学科／橋本紹未

フィッシュ＆チップスとホーキーポーキーのアイスを
一度食べてみることをおすすめします。 人間心理／田嶋珠々香

私のおすすめは、できるだけ人と英語で話し、
仲良くすることです。経営社会／甲斐田正彦

授業がとっても面白くて楽しかったです。授業で学んだことを
そのまま生かすことができたため助かってました。情報文化／竹田奈々美 ニュージーランドの

自然に触れることができる。
マス・コミュニケーション／菊池魁士

私がニュージーランドで楽しかったことは、ホストファミリーと会話をしたり、どこかへ出かけたりしたことです。
ホストファミリーは私を暖かくむかいいれくれました。マス・コミュニケーション／倉金悠花

ロトルアへの一泊旅行。ずっとホームステイ先にいて、疲れや不安な気持ち、寂しい気持ちがたまっている時に、
仲間と楽しく気の遣わない時間を過ごせるのでお勧めします。 マス・コミュニケーション／田中菜穂

羊の毛刈りショーはとても迫力があって、
見ていて楽しかった。 マス・コミュニケーション／中島桃子

アクティビティの中ではロトルアがおすすめです。研修前は話す機会が無かった子とも
これをきっかけに仲良くなれました。一番の思い出になると思います。 マス・コミュニケーション／仁田楓

美味しい食事が一杯あります。
セーブしないと太ります。 
マス・コミュニケーション／市原成大

パブリックディナーの時に他のホストファミリーの人達とゲームをしたことです。
話す言葉が違っても楽しく遊べてすぐに仲良くなれることを学びました。 現代社会／近藤将太

友人のホームスティ先でホームパーティー。ゲームや料理を楽しみました。
人間心理／青木瑞穂

教会には行ってみるべきです！予想、想像とは違い、
すごくカジュアルで驚きです。 人間心理／三浦詩乃

英語が苦手でも単語を覚えておくと
ニュージーランド研修で役に立つと思います。現代社会／木村優

おすすめは街歩きです。スーパーや図書館、トランポリンなどの施設があります。
また、ウェリントンの街がきれいで、様々な店や博物館があって楽しいです。 現代社会／小林雄輝

自分はニュージーランドの事について何も知らない状態で行ったので、来年度参加する人は、
硬貨や有名な場所、食べ物を下調べしてから行くのがいいと思いました。 経営社会／高坂有弥

バスに乗る時、言葉が通じないため少しこわいけど、
目的地に着いた時、達成感に満ちあふれる。経営社会／早川梨乃

ホームスティでは、最初は英語が通じるか不安でした。でも、ホストマザーから「自信を持って！」と言われてから
とまどってもゆっくり話すことができました。 情報文化／鶴見真子

おすすめは、自分から英語に触れる機会を増やすこと、
ホストファミリーに土日の予定を任せること。 現代社会／堀樹浩

ダニーデンにある「オクタゴン」という八角形の広場。見ているだけでも海外の空気を楽しめるし、
見て回る所おみやげも多いのでオススメです。こどもコミュニケーション学科／原科星良

おすすめは、自分から英語に触れる機会を増やすこと、
ホストファミリーに土日の予定を任せること。 現代社会／堀樹浩



Multi-cultural understanding
ニュージーランド海外研修（多文化理解系科目群）とTOEIC

Message from Participant

Message from Professor

■ニュージーランド研修 I
　本学では、国際社会の生きた英語を学び、異文化理解と交流を深めるために、海外研修を行っています。海外に
おいて英語を学ぶことは、語学力を培うだけでなく、異文化体験を通して国際化・情報化に対する理解を深めるこ
とになります。この研修は開学以来実施されており、本年度で27年目を迎え、過去5000人以上の先輩が履修修
得しています。全6学科を対象とし積極的に参加することを奨励しています。
　この研修では、8月末から約3週間の日程で、ホームステイしながらニュージーランドの大学で英語を学びます。
単位取得のためには、4月から7月までの事前研修（原則として毎週水曜日4限）、現地研修、および帰国後9月から
10月までの事後研修に出席することが必要です。事前研修・現地研修・事後研修全てを修了した場合、6単位が認
められ、語学系の卒業要件である6単位に読み替えすることが出来ます。
　＊こどもコミュニケーション学科では、科目名が「海外こども事情体験A（ニュージーランド）」となります。

「その後」の英語が、楽しくなりました

　大学生活の４年間のなかで海外を訪れ、現地のホストファミリーや国際色豊かなクラスメイトたちに出会い、積
極的に交流を図ることができる機会を頂いたことで、入学前には思ってもいなかったほど英語力を大きく伸ばすこ
とができました。実は、高校時代の英語科目の成績は全学年の中でも中の下と振るわず、当時マス・コミ学科の必
修科目だったニュージーランド研修に参加する前は英語の授業があまり好きではありませんでした。しかし、研修
に参加し、現地の方々の温かさに触れられたことで、受験や就職のためだけではない、コミュニケーションツールと
しての英語を学ぶ楽しさを知ることができ、英語をbe動詞などの基礎の基礎から学び直そうと心に決めて帰国し、
一から学習をやり直しました。
　その後も江戸川大学のスカラシップ制度を利用してニュー
ジーランドヘ渡航し、３年次にはカナダでの約半年間の留
学・ウーフィング体験もしてきました。その中でも一番学習の
モチベーションを上げてくれたのが、ホストファミリーや友人
たちの存在でした。「この人たちともっと話せるようになりた
い」と思えば思うほど、英単語も難なく覚えられ、英語を聞く
耳も早く育てることができたように感じます。英語力がなか
なか上がらず苦戦したときもありましたが、とにかく諦めずに
学習を続けました。現在は、TOEICで835点を獲得するまで
に上達。今後は世界中へ情報を発信し、人々の心を動かせる
人になりたいです。

　外国へ行くと、日本ではあたりまえのことがそうではないことに気づいたり、日常の何気ないでき事がふと新鮮に感
じられたりすることがあります。外国へ行くということは、その国の人たちの生活、文化、習慣、考え方などを知るという
こと以上に、日本や日本人を振り返るよい機会となります。日本のことは日本を離れて初めて分かることが多いのです。
　ニュージーランド研修は江戸川大学の伝統です。開学以来多くの学生が参加し、現地の大学で英語を学び、
ホームステイ先で家族の一員として生活するという体験をしてきました。現地の人たちと直接親密に関わるという
体験は、ことばの壁、文化の壁を低くし、参加学生に心を揺さぶる感動を与えています。それは、外国語である英語
が生活に結びついた温もりのあることばとして身近に感じられ、壁を乗り越える気持ちを育むからでしょう。外国の

ことばやその国の文化を学ぶ意味や楽しさもテキストを飛び
出してこそ得られるものです。
　人や物、情報が容易に国境を越える社会では、互いの文化
や考え方を尊重できる資質が求められます。柔軟な心を持ち、
好奇心や冒険心の旺盛な学生時代にニュージーランド研修
をとおして異なる文化に遭遇することは、ボーダレスの社会を
生きる知恵と勇気を与えてくれるに違いありません。

■ニュージーランド研修 Ⅱ
　海外における英語学習のステップアップとして、「ニュージーランド研修II」があります。「ニュージーランド研修II」
は原則的に「ニュージーランド研修I」に参加した学生が2年次以降履修できる科目です。当該科目を履修した学生
は、8月から9月にかけての4週間、 ニュージーランドの大学で英語を学びます。
　「ニュージーランド研修II」では、原則として、月1度のガイダンスに出席し、5月と10月に実施されるTOEICテスト
の受験が義務付けられています。これらと4週間の現地研修を修了した場合、6単位が認められます。

■ニュージーランドスカラシップ
　「ニュージーランド研修I」履修学生のうち優秀学生を対象にニュージーランドでの発展的スカラシップ研修を
行っています。選抜された学生は、ニュージーランドの大学にて、2月から3月にかけての6週間英語を学びます。
　＊海外留学に伴う経費の一部が江戸川大学より支援されます。

■ニュージーランド長期海外研修
　英語力にさらに磨きをかけ、専門分野の研究をも視野に入れた学習を目指す学生に聞かれた科目です。16週
間、ニュージーランドにて英語学習及び専門研究を志します。現地大学の専門課程に入学可能なIELTS6.0 
（TOEFL 560～573点、TOEIC740～820点、英検準一準級に相当）取得を目標とし、目標達成後は現地大学で
の専門研究に挑みます。

TOEIC テストとスコアの目安

江戸川大学 海外研修プログラム

990 点

900点

800点

700点

600点

500点

400点

300点

TOEIC スコア
できることの目安

自分の専門分野の高度な専門書を読んで理解できる。

英語で書かれたインターネットのページから必要な情報・資料
を探し収集できる。

会議の案内等の社内文書・通達を読んだり、日常業務のやり方
についての説明を理解できる。

看板を見てどんなサービスや商品を提供する店か、理解するこ
とができる。

ゆっくりと配慮して話してもらえば、目的地までの順路を理解
できる。

うちとけた状況で、How are you ?、Where do you live ? 
といった簡単な質問を理解できる。

出所：国際ビジネスコミュニケーション協会「上場企業における英語活用実態調査2013年」

■TOEICテスト ２時間、200問、マークシート方式、990点満点

□リスニングセクション　5～495点（5点刻み）
　 会話やナレーションを聴いて設問に解答（45分間・100問）

□リーディングセクション　5～495点（5点刻み）
 　印刷された問題を読んで設問に解答（75分間・100問）

ニュージーランド研修Ⅱ

ニュージーランド
長期海外研修（16週間）

（4週間）

ニュージーランド研修 I
（3週間）

ニュージーランド
スカラシップ
（6週間）

マス・コミュニケーション学科卒　平山 友梨

異文化との遭遇が与えてくれるもの
メディアコミュニケーション学部こどもコミュニケーション学科　教授　城一道子 



Question & Answer Training in China,Taiwan,Hong Kong,U.S.A.,Singapore･Malaysia
ニュージーランド海外研修 Q&A 中国、台湾、香港、アメリカ、シンガポール・マレーシア 研修

■海外専門研修「台湾」

■海外専門研修「香港」

Q1．なぜ研修先がニュージーランドなのか
A１．ニュージーランドは極めて治安が良く、教育水準が高い国です。

また、日本人に対して友好的であり、安心してゆったりとした時間
を満喫できます。

Ｑ２．海外研修の申し込み方法や手続きは
A２．４月のガイダンスにて概要（日程・費用等）の案内がありますので、

所定の期日までに履修登録が必要です。出発までは週１回の事前
研修授業があり、サバイバルのための英会話や、手続きに必要な書
類の提出方法、現地での生活事情など多岐に渡って詳しく案内さ
れます。なお、パスポートのコピーは６月に提出していただきます。
（ニュージーランド研修I・IIともに手続きは共通です）

Ｑ３．海外研修の費用や支払い方法は
A３．為替レートにも依りますが、約３週間のニュージーランド研修Ⅰは

30万円台、約１カ月のニュージーランド研修Ⅱは40万円台です
（保険料、税金、燃油サーチャージを除く）。申込金（６月）と残金（出
発前８月）の支払いに分けて入金していただきます。出発前までの
支払いが困難な場合には、帰国後の分割払いも可能です（信販会
社の審査あり）。取消料は１カ月前からかかります。

Ｑ４．研修先での安全や連絡の確保は
A４．研修先には引率教員が同行しますので、困ったことがあれば相談

できます。開学以来、数々実施してきた経験を踏まえ、緊急の場合
は、携帯電話やメール等を活用して、ご家庭・大学・現地の連絡を
密にとっていく体制が整えられていますのでご安心ください。また、
万が一に備え、旅行保険にも全員加入することになっています。

Ｑ５．研修で学んだことを、今後の授業や勉学にどう活かしていますか
A５．TOEIC 試験対策、SNS、メール実習、ネイティブスピーカーとのコ

ミュニケーション演習、アジア・オセアニアの文化研究、他の海外研
修（中国、ベトナム、イギリスほか）等のプログラムが用意されてお
り、各自の意欲に応じて、より発展的に語学力や異文化理解力が培
われます。

Q６．海外研修は、就職や進学に役立ちますか
A６．様々な体験学習を通して自立心、思考力、判断力が培われ、自らの

意志と行動力を持って将来の自分の生き方（就職を含む）を形成す
ることができます。具体的には、旅行業界、ホテル、空港業務などに
就いたり、英語に目覚めて外国の大学・大学院に進学し、アメリカ
のテレビ会社やニュージーランドのラジオ局など、海外で活躍する
OB・OGもいます。

九份の街は山沿いにある

上海理工大学科技園

公園局での講義は資料もたくさん

迷信・占い大好き香港人に人気のお寺「黄大仙」
・・・激動の歴史を生き抜く知恵を学ぶ

現地学生と一緒に地下鉄に乗る

■海外専門研修「アメリカ」

■海外経営研修「中国」
　中国経営研修の目的は、経済のグローバル化が進む中で、海外での体験的・実践的な研修
を通して、文化の多様性及び国際経営の意味を理解する国際的な視野を持つ人材の育成と
「生きた知識」の習得を図ることです。また、学生達が主体的に自ら疑問を持って社会問題に取
り組む姿勢の養成も図ります。
　中国経営研修は夏休みを利用して、中国上海周辺を予定しており、中国上海理工大学のご
協力を得て実施します。その主な内容は、企業見学（中国地場系企業、日系企業）、市場・生活
レベルの調査、現地大学生との交流、歴史文化古跡の見学です。

　1937年に日本の国立公園法に基づいて指定された台湾の国家公園は、利用が開始されな
いまま終戦を迎えたものの、1972年にアメリカの営造物型の国立公園をモデルとしてあらた
めて創設されました。本研修では、これら台湾の代表的な国立公園を訪問し、その違いについ
て学びます。
　研修は、台北を基点にタロコ国家公園、陽明山国家公園、野柳地質公園、台北郊外の九份
と魅力ある場所を回ります。公園の資料館や、野柳風景特定区（野柳ジオパーク）も訪ね、風雨
や人の影響でもろく崩れやすいジオパークの運営課題についても多くを学びます。

　100年間英国領だった香港は中国語と英語、中国文化と英国文化のチャンポン都市だ。お
まけに世界中の人、物、情報が集まる国際都市でもある。つまりこれからの日本が直面するグ
ローバル化、国際化の大先輩で、さらには人類初の「一国両制」つまり多文化・多民族共生の
大実験中でもある。斗鬼ゼミ香港人OBと一緒に体感し、文化人類学の目で分析するこの研修
は、近未来の日本を、世界を背負っていく大学生にとって、いわば必修科目なのだ。

　本研修では、まず世界の商業、文化、ファッション、エンターテイメント等に多大な影響を及
ぼしている最大の都市、ニューヨークを訪ね、その魅力の原点と都市の課題について様々な体
験を通して学びます。
　また、ワシントンDCの国立公園局を訪ねて、国立公園制度とその管理についてヒアリングを
行うとともに、南北戦争の発端となったハーパーズフェリーを訪ね、デザインセンターと歴史公
園を見学し、日米の国立公園の比較研究を行います。あわせてスミソニアン博物館やペンタゴ
ンモールなどの見学も行います。

■海外体験研修「シンガポール・マレーシア」
　本研修は異文化体験を目的とする春休みの短期研修で、2017年春にはシンガポールとマ
レーシアで各3泊4日の研修が実施されました。シンガポール研修では2日目が現地学生との
交流でした。数名に1人の現地学生とともに国立大学構内や各班で希望した街を巡ります。7
時間ほど同行するうちにすっかり打ち解け、別れ際にアドレス交換するほど仲良くなりました。
3日目に行った希望者参加のユニバーサルスタジオも大好評でした。

参加した学生の皆さんに、
お聞きしました！
Q1.なぜ海外研修に参加しようと？

・語学力をアップしたい
・異文化を体験したい
・ホームステイに興味があった
・自分を変えてみたい
・上級生の話を聞いて

Q2.海外研修に参加にあたり、

　　不安に思っていたことは？

・現地の人とのコミュニケーション
・ホストファミリーと馴染めるか
・授業についていけるか
・現地での生活
・食事が合うか

Q3.海外研修に参加して、

　　どんな力が身についた？

・異文化理解力
・コミュニケーション力
・語学力
・行動力
・向上心

Q4.海外研修で何が楽しかった？

・英語の授業やアクティビティ
・ホストファミリーとの交流
・ショッピングや街の散策
・素晴らしい自然や景色

・何もかも全部！(*^^)v

英語は完璧でなくても、
身振り手振りで大丈夫。
ホストファミリーとも、
すぐに仲良くなれます。
　　　   新井正彦 教授

文法や発音なんか気に
しなくても会話はできます！
ホストと一緒に過ごせて
自分に自信がつきました。
              現代社会学科 末﨑沙織

（国際交流センター長）

これらの研修は、年度により異なる場合があります。


	p1-p16.pdf
	p2-p3.pdf
	p4-p5.pdf
	p6-p7.pdf
	p8-p9.pdf
	p10-p11.pdf
	p12-p13.pdf
	p14-p15.pdf

