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ようこそ、世界の仲間
たちへ。

江戸川大学は創立以
来、進展する社会のグ

ローバル化に対応し、

語学力の習得と異文化
体験による視野の拡大

を目的とした海外研修
を実施してきました。

中でもニュージーラン
ド研修は平成30年度

で29回を重ね、今まで
に約6,000人もの学生

が参加。

オークランドやクライス
トチャーチなど、各地の

大学でのネイティブに
よる語学研修と

ホームステイによる生
活体験は、学生たちの

大きな成長につながっ
ています。

特に今年度からは、新
たにシンガポールや北

米での研修が追加され
、

多様なプログラムから
自分に相応しいコース

を選べるようになりま
した。

イギリスやフランス、中
国、台湾、韓国など、ゼ

ミごとに行われてきた
海外専門研修と併せて

、

江戸川大学は21世紀
の国際社会で活躍で

きる人材の育成を積極
的に進めています。

学生という新鮮な感性
のもと、実際に外に出

て、直に世界を理解す
ることは絶対に必要な

のです。

私自身の留学経験を
振り返っても、海外での

生活は、

今までの自分を見つめ
直すだけでなく、自ら

の将来を考えるきっか
けを与えてくれます。

そしてまた、生涯を共に
するような仲間と出会

い、

友情や絆を深め合うと
ても良い機会ともいえ

るでしょう。

大学生活をより充実し
たものに、そして未来を

確かなものにするため
に、

海外研修は絶好のチャ
ンスなのです。

ぜひ、江戸川大学の海
外研修に参加して、

自分自身の可能性を
拡げて

ほしいと願っています
。

江戸川大学学長

小口 彦太



江戸川大学 ニュージーランド海外研修実績
1990 - 2017　5,989名

Wellington College 
ウェリントン教育大学
1992-97 236 名

Otago Polytechnic
オタゴポリテクニック
1990-2012,2016-2017 903 名

University of Canterbury
カンタベリー大学（旧クライストチャーチ教育大学）

1991-2010,2015-2017 1,278 名

Lincoln University
リンカーン大学
1992-2001 402 名

Massey University
マッセイ大学アルバニー校
1995-97,99-02,11-17 456 名

Massey University
マッセイ大学ウェリントン校
2000-14 387 名

Massey University
マッセイ大学パーマストンノース校
1990-2017 1,012 名

University of Auckland
オークランド大学（旧オークランド教育大学）

1992-2009 744 名

Unitec Institute of Technology
ユニテック工科大学（旧カーリントンポリテクニック）

1991 98 名

University of Waikato
ワイカト大学
1990-94,98-2003 474 名
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　2017年4月19日、江戸川大学は中華人民
共和国の華中師範大学と学術協力に関する協
定を締結しました。両大学は、それぞれが学術
交流及び教育上関心を持つ分野において、以
下の項目につき交流を推進していきます。
左：江戸川大・小口彦太学長
右：華中師範大・楊 宗凱学長

中国の華中師範大学と
学術協力に関する協定締結

語学の重要性と異文化体験

世界に広がる海外研修
開学以来実施されてきた海外研修は
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。

　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。

主な海外研修訪問国
● 海外研修語学提携大学
● 海外専門研修（卒業論文研究を含む）訪問国



海外研修 カリキュラム

■ 異文化理解研修

　9月第1週から2週間、ホームステイをしながら、ニュージーラン
ドの大学で英語を学びます。平日は午前中に授業があり、レベルご
とに分かれて、ネイティブの先生から英語による表現や日常会話の
レッスンを受けます。授業では語学だけではなく、ニュージーランド
の文化を体験するカリキュラムも。午後は自由時間で、ショッピング
やスポーツなどを楽しむことができます。また、週末はホストファミ
リーとバーベキューを楽しんだり、小旅行にでかけることもありま
す。生活体験を通して、語学力の上達が実感できる研修です。

● 異文化理解研修／ニュージーランド

海外で英語を学ぶことは、異文化体験を通して視野を広げ、
国際社会に対する理解を深めることにつながります。
どの研修でも、一学年から履修することができます。

開学以来実施されてきたニュージーランドでの海外研修は、
今までに約6,000人の先輩が履修しています。

　長期海外研修では、1月から5月にかけてニュージーランド、北
米（アメリカ・カナダ）の大学で英語研修プログラムを受講します。
将来、英語を生かした仕事に就きたい、海外の大学や大学院で本
格的に学びたいと考えている学生に向いています。

〇長期海外研修（オセアニア）
　ニュージーランドの大学にあるインターナショナル・クラスに入
り、ホームステイをしながら16週間英語を学びます。

〇長期海外研修（欧米）
　アメリカとカナダの大学で、1月から5月にかけて約15週間英語
をトータル（Grammar,/ Writing, Reading, Speaking/Listening）
で学ぶプログラムです。アメリカでは、ネーティブスピーカーや外
国人学生と一緒に寮生活を送ります。カナダは、ホームステイを選
択できます。

● 長期海外研修（オセアニア）・（欧米）

■ 語学研修

　海外における英語研修のステップアップとして、「語学研修（オセ
アニア）」があります。8月から9月にかけての4週間、 ニュージーラ
ンドの大学で英語研修プログラムを受講します。「語学研修（オセ
アニア）」では、原則として月1回のガイダンスに出席し、5月と10月
に実施されるTOEICテストを受験することが義務付けられていま
す。「語学研修（オセアニア）」を修了すると、卒業要件である1群基
幹科目（語学系科目）として4単位が認められます。

● 語学研修（オセアニア）

　スカラシップ（奨学生）は、「異文化理解研修（オセアニア）」また
は「語学研修（オセアニア）」を履修した学生のうち優秀な学生を
対象に、ニュージーランドのマッセイ大学での 6 週間の英語研修
に授業料全額免除で参加できる制度です。現地での生活費、交通
費等は自己負担ですが、日本からニュージーランドへの渡航費と
ホームステイ代は大学が一部負担します。

● スカラシップ（奨学金による語学研修）

　語学研修（欧米）は、学生の英語能力と研修目的により2つのプ
ログラムから選べます。一つは、アメリカの大学で行われるプログ
ラムです。ホームステイと寮での生活を体験できるので、英会話を
学びながらキャンパス外でのアクティビティにも興味のある学生
に向いています。もう一つはカナダの大学で、ホームステイをしな
がら行われるもので、英語力を強化したい学生向けです。どちらの
プログラムも、8月初旬から約3週間行われます。

● 語学研修（欧米）

より深く、語学の習得をめざす人のために、
様々なプログラムを選ぶことができます。

■ 専門研修
● 海外専門研修・経営研修
　海外でのフィールドワークは、「生」の多文化に触れ、多様な価値観を
知り、国際社会の課題を発見する力を鍛えます。大学で十分な事前学習
を行ったのち、教員が引率して海外でのフィールドワークを実施します。

■ 海外体験研修
異文化体験を目的とし、異文化理解や語学学習、
外国をフィールドとした専門学習のための入門編です。

　現地研修先であるシンガポールは、マレー、中国、インド、イギリ
スなど多様な文化だけでなく、ポルトガルやオランダによる侵略、
イギリスによる植民地化、日本の占領、マレーシアからの分離独立
など、様々な歴史的事件を経て形成。リゾート地であるセントーサ
島やマリーナ地区の見学、シンガポール国立大学との交流といっ
たプログラムを通じて、国際感覚を養います。

● 海外体験研修／シンガポール

　中国の武漢にある華中師範大学は、江戸川大学と学術交流に
関する包括協定校で、教員養成系の大学として中国で知名度が高
い大学です。実施時期は夏休み、または春休みの１週間を予定し
ています。研修の目的は海外での体験的、実践的な学びを通して
異文化理解を深めることです。研修内容は、現地大学生との交流、
中国文化の体験、企業の見学等です。

● 海外体験研修／中国

　江戸川大学で単位が取得できる留学には「短期留学」と「長期留学」とがあり
ます。どちらでも、ニュージーランド、アメリカ、カナダの大学への留学が可能です。

〇短期留学
　アメリカのポートランド州立大学で、1月から3月の11週間、英語を学ぶ研修プ
ログラムです。修了後、現地での試験に合格するとポートランド州立大学の単位
が取得でき、帰国後の審査を経て、本学の卒業所要単位としても認定されます。

〇長期留学
　長期留学は、6か月または1年間の2つの期間があり、ニュージーランド、北米
の提携大学へ留学する方法と、自分で留学先を選定し入学許可を得た上で留学
する2つの方法があります。

● 留学制度

■ 海外留学
語学力を活かして現地の大学の単位を取得。
世界で活躍するチャンスが広がります。



訪問した幼稚園にはNZならではの教育があり、保育士になりたい自分にとっては
とてもいい経験になりました。 こどもコミュニケーション学科／林舞香

英語ができなくとも身体を張って会話をすれば成長できる。とりあえず１回は行ってみてください。
何かが振っ切れます。 マス・コミュニケーション学科／今成藍子

英会話が苦手で最初はまったく話せなかったけど、日がたつにつれ慣れました。
特に聞き取ることに集中していたので、リスニング力がついた
感じがしました。 マス・コミュニケーション学科／北村愛恵

ニュージーランド研修は、英語を勉強するだけでなく、新たな挑戦に一歩踏み出す
ための起爆剤になると思います。 マス・コミュニケーション学科／鈴木直哉

ホストファミリーと仲良くなれたこと。
そのためにたくさん話すことをおすすめします。
少しでも通じると楽しいです。
マス・コミュニケーション学科／竹田憲次郎

英語の海でもみくちゃにされて楽しみながら学べます。
情報文化学科／柾川俊樹

If you will go to New Zealand,　
you should try to eat fish and chips.
マス・コミュニケーション学科／上地将英

何事にも積極的に！最後まであきらめずに自分の思いを
伝えようとすること！ マス・コミュニケーション学科／榎本優奈

「うれしい」や「楽しい」などの感情表現を覚えていくと、
会話がスムーズになると思います。
人間心理学科／土田紗弥加

人生について深く考える良い機会になるのではないかと思います。 現代社会学科／今遼太朗

ロトルア旅行です。話したことがない子とも友だちになれたり、
前までよりも多くの友だちができ話す機会になった。マス･コミュニケーション学科／小原瑠乃

学校の先生とは積極的に会話してみると
授業中も楽しく過ごせます。 経営社会学科／古田美樹

単語と熟語を数多く知っているとよい。語順が分からなくても大体通じる。
けど勉強しないで行くのはダメ。 経営社会学科／入江真平

18日間の思い出全てが宝物だよ。
情報文化学科／和泉田康夫

ホストファミリーとの会話は、自分の身につくか英語力になった。
英文法でなくとも単語を繋げただけでも会話が成り立つ。 マス･コミュニケーション学科／池谷明日香

卒業式で演劇の発表をしました。チームワークがよくなったので、
友だちも増え、楽しかったです！ マス･コミュニケーション学科／磯部珠緒

日本食を作れるようになっていくと、
ホストファミリーに喜ばれるよ。 
マス・コミュニケーション学科／増田朱音

卒業式に「恋ダンス」をおどるために集まって
練習したのもよい思い出です。 人間心理学科／石井里奈

学校で話さなかった人とも会話でき新しい友だちが増えるのでとても楽しいし、
大学生になって新しい友だちを作る機会なんてそんなにないのでオススメです。 
マス･コミュニケーション学科／片野誠実

せっかく英語メインの生活ができるから、
お家で自分の部屋にいるのはもったいない！！ 現代社会学科／唐沢花里紗

ホストファミリーや現地の人と言葉を交わせば交わすほど、
英語が好きになりますよ！ 人間心理学科／作山絢音

特に楽しかったのはホームステイです。今までにない体験で、ニュージーランドの食文化、
日常生活などを知ることができました。 情報文化学科／川口高誉

人生で初めての英語しか話せない環境にとても不安だったけど、
それ以上に充実した時間を過ごすことができました。 マス･コミュニケーション学科／吉原春花

道に迷ったらスマホじゃなくて人に聞く。ホストチルドレンととにかく遊ぶ。
家では言葉が分からなくても笑う。Noと言える勇気を持つ。 マス･コミュニケーション学科／川島彩花

ホストファミリーはとても優しくいつも気をかけてくれて
とても過ごしやすかったです。 マス・コミュニケーション学科／北野華帆

【ニュージーランド　マッセイ大学アルバニー校】



France ロンドン・トラファルガー
スクエアーでの調査風景

■海外専門研修「パリ・ロンドン」
　本研修は、イギリスおよびフランスにて実施されます。博物館の視察、および世
界遺産や文化遺産の現地調査を行い、専門的知識および調査技術を習得しま
す。また、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）などの国際機関の視察および
政策担当官によるレクチャーを受講し、国際力を磨きます。事前授業では、個人
でテーマを設定し、調査計画の立案を行います。事後授業では、調査結果をまと
め、官公庁や学術組織などが主催する学術会議にて研究発表を行います。China 上海理工大学科技園

■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。

Vietnam タフィン村のレッドザオ族の女性達と

■海外専門研修「ベトナム」
　本研修では、少数民族のメッカといわれているベトナム北部サパを訪ね、モン、
花モン、赤ザオ、ザイ、タイ等の少数民族の生活安定のための支援活動、ならびに
ホアン・リエン国立公園の生物多様性保全のための環境教育ボランティアを体
験します。また、それぞれの民族の独自の生活、習慣、文化などについて文化人類
学の観点からも学習しながら、エスニックツーリズム推進の支援活動を行いま
す。　本研修では、少数民族のメッカといわれているベトナム北部サパを訪ね、モ
ン、花モン、赤ザオ、ザイ、タイ等の少数民族の生活安定のための支援活動、なら
びにホアン・スニックツーリズム推進の支援活動を行います。

Australia ラミントン国立公園のツリートップウォークへの入り口で

■海外専門研修「オーストラリア」
　エコツーリズムを推進しているオーストラリアクイーンズランド州を訪ね、オー
ストラリア最大の観光保養地として知られるゴールドコーストを拠点に、世界遺
産に指定されたゴンドワナ多雨林地域にあるラミントン国立公園やスプリングブ
ルック国立公園でのパークインタープリテーションやエコツーリズム、コアラ保
護区や野生生物サンクチュアリ等で環境教育についても学びます。
　昨年度は、夏季休暇中の約１週間、担当する教員とともに、10名の学生が、エ
コツーリズム認証制度や自然についての解説を行うインタープリテーション等に
ついての研修を行いました。

Taipei 九份の街は山沿いにある

■海外専門研修「台湾」
　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。

Hong Kong 迷信、占いが大好きな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

■海外専門研修「香港」
　1世紀半もの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
チャンポン都市です。おまけに世界中の人、物、情報が集まる国際都市でもあり
ます。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ります。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です。

America 公園局での講義は資料もたくさん

■海外専門研修「アメリカ」
　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。

海外専門研修・経営研修
「海外専門研修・経営研修」は各学科ごとに行われる海外でのフィールドワークです。
実際に現地での生活や社会に触れることで、様々な文化や制度、仕組みを理解し、
その背景とともに国際社会における課題を解決する手掛かりを考察します。

学生にとっては、将来の目標づくりや次の学習への動機づけとなり、
自己成長へのモチベーションを高めることができます。



　日本では当たり前のことがシンガポール研修を通して文化の違い

を実感しました。現地の大学生と一緒に、観光では行かない現地の

人ならではの場所や歴史の説明を詳しく教えてくれて、海外研修なら

ではの体験ができました。英語が苦手な私ですが、表情やボディーラ

ンゲージなどで会話が成り立ち、自分に自信が持てたことともっと英

語を分かりたいと言う思いが強くなりました。日本と比べると国土は

狭い国だけど多くの民族が住んでいて、バラエティ豊富な食文化と

多言語な文化に自分の考え方や視野が広がりました。もっと他国に

行って異文化に触れたいと感じる事ができました。

異文化を巡って～視野
が広がる～

マス・コミュニケーショ
ン学科　塚本 美由紀

　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、ニュージーランド研修への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。

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

　元々、英語が好きだったわけでも得意だったわけでもありません。

「留学って楽しそうだな」そんな思いからニュージーランド研修に参

加。たくさんの人と出会いました。優しいホストファミリーや、フレンド

リーな街の人々。もっと英語を学んで世界中の人と話してみたい！と

明確な目標が生まれました。一年のTOEICでは420点でしたが、コ

ツコツ学習を続け、16週間の長期研修の後には730点まで点数が

伸びました。将来は海外で記者になりたいと思っています。英語を勉

強するのではなく体で学ぶということは、自分の世界が広がることと

同じです。ぜひ多くの人に留学で新しい自分と出会ってほしいです。

人との出会い、自分との出会い

現代社会学科　秦 愛海

　私がニュージーランド研修に参加した率直な感想は、「参加して良かった」と思いました。なぜなら、この研修を通して自分に自信がつきました。私は今まで失敗することを恐れていました。けれど、私はニュージーランドで2回、道に迷ってしまい近所の人に道を尋ねました。2回とも親切に道を教えてくれました。その様なこともあり、私は失敗することをだんだんと恐れなくなりました。そして、日本を離れて異文化を体験するということは滅多に無いと思います。海外研修というきっかけが無かったら、私の初海外はもっと先だったと思います。時間がある今だからこそできることもあると思いますよ。

やってみよう！
情報文化学科　中野 公平

　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

　シンガポールは、私の初めての海外研修でした。私は英語が苦手でとても不安でした。しかし、片言でもシンガポールの人達と話すことが出来ました。シンガポールの人達は、とても親切な人が多いです。道が分からないときには、親切に教えてくれたり、オススメの場所なども楽しく教えてくれます。会話をするという楽しさも体験できると思います。最初は治安の心配もありましたが、シンガポールは治安がよく、夜歩いていても大丈夫でした。初めての海外で不安が沢山ありましたが、シンガポールを楽しむことが出来ました。初めて海外に行く方にもオススメの国だと思いました。

初めて海外に行く方にオススメの国
現代社会学科　伊藤　昂

　ニュージーランド研修に行くまでは英語力に自信がなくホストファミ
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（ニュージーランド人）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 　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

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。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」の英語が、楽しくなりました

マス・コミュニケーション学科卒　平山 友梨

海外研修参加者の声



Q1．どのような研修がありますか？
A１．大きく分けて4つのタイプに分かれています。
 「海外に興味はあるけど…」初心者向けの「海外体験研修」
 「自分の英語はどこまで通じるんだろう」中級者向けの「異文化理解研修」
 「英語力をさらに磨きたい！ 海外をもっと知りたい！」上級者向けの「語学研修」
 「日本と海外での違いは？」実際に現地で学ぶ「海外専門研修」です。※ 特定学科
 
Ｑ２．研修に参加するために必要な条件はありますか？
A２．「海外体験研修」「海外専門研修」では「行きたい」という気持ちがあれば参加できま

す。しかし「異文化理解研修」「語学研修」は、実際に海外で生活・学習するため最低限
の語学力が必要になってきます。参加する研修期間により、英検またはTOEICで一定
基準のスコアや結果及び、指定科目の履修、英語による面接等が条件となります。

Ｑ３．単位認定はされますか？
A３．「海外体験研修」「異文化理解研修」「海外専門研修」は卒業要件に認められる単位が付

与されます。「語学研修」は条件付きで認められるものもあります。※詳細は学務課にお
問い合わせ下さい。

Ｑ４．研修資金が足らないのですが…
A４．大学独自の海外研修奨学金があり、詳細は5月頃エドポタ（電子掲示板）に掲載しま

す。また、大学から補助が出る研修もあります。

Ｑ５．研修先での安全や連絡手段等は確保されますか？
A５．「海外体験研修」「海外専門研修」には引率教員が同行するので、困ったことがあれば相

談できます。「異文化理解研修」「語学研修」には教員の同行はありませんが、現地スタッフ
と国際交流センターが対応します。緊急時は開学以来、数々実施してきた経験を踏まえ、
ご家庭・大学・現地の連絡を密に取っていく体制が整えられていますのでご安心下さい。

Q６．英語は不得意ですが海外には興味があります。研修には参加できますか？
A６．まず、日本から飛び出すことが大切です。「海外体験研修」から参加してみましょう。英語

が不得意でも、研修後英語に目覚めて伸びていった先輩達がたくさんいます。帰国後
も、ネイティブ教員等と話して英語に触れる機会を増やしていきましょう。TOEICや英
検のチャレンジもおすすめします。勉強の仕方がわからない場合は国際交流センターや
ネイティブ教員、英語担当教員に相談してください。皆さんのやる気を応援します。

Ｑ７．英語には自信がありますが、どの研修に参加するか迷っています。
A７．英検やTOEICで英語力を客観的に計ってみましょう。ネイティブ教員とスムーズに会

話が進むか試してみるのも手です。自分の英語力を確認した上で、どの研修が自分に
あっているか検討して下さい。国際交流センターも相談にのります。

Ｑ８．初めての海外です。空港での手続きや現地での生活、交通手段、マナー等がわからないのですが。
A８．事前研修を複数回行います。希望する研修先の文化や生活マナー等を学び、現地に

行っても困らず、すぐ研修に集中できるようにします。質問等は国際交流センターで受
け付けますのでお気軽にご相談下さい。

Ｑ９．持病等があり、海外での生活が不安です。
A9．2週間以上の研修は原則ホームステイとなります。現地受入大学に事前に申告をし、

ホームステイ先の調整が必要な場合があります。心配な方は事前に国際交流センター
に相談をしてください。

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）

語学研修
（オセアニア・欧米）

（4週間）

長期海外研修
（オセアニア・欧米）
（16週間）

異文化理解研修
（2週間）

海外体験研修
（1週間）

スカラシップ
（ニュージーランド）

（6週間）

海外研修 Question & Answer

　本学では生きた英語を学び、異文化理解と交流を深めるために、1年次生から海外研修を実施していま
す。海外で英語を学ぶ経験は、英語力を培うだけでなく、異文化体験を通して視野を広げ、国際社会の理
解を深めます。開学以来実施されてきたニュージーランドでの海外研修（「異文化体験研修」）は、本年度
で29年目を迎え、過去およそ6000人の先輩が履修しています。本年度からは、海外研修入門編としてシ
ンガポールの「海外体験研修」、ステップアップとして「語学研修（オセアニア・欧米）」等、多様なプログラム
が用意され、1年次生の皆さんへの積極的な参加を奨励しています。海外での英語によるコミュニケー
ションの喜びは、英語への関心と英語力の向上を促し、将来の可能性を広げることにもつながるでしょう。
　「間違いなく素晴らしい体験ができる！海外研修に参加しない理由はない！」という先輩の言葉に耳
を傾けて、海外研修履修希望者、海外研修に興味のある学生は、4月11日（水）4限、映像ホールで開催
される海外研修ガイダンスに出席してください。ガイダンスで会いましょう！

英語は完璧でなくても、身振り手振りで大丈夫

参加した学生に
聞きました！
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

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  新井正彦
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