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2022年海外研修・留学先一覧
ランク 研修種類 研修国 大学名等 期間

初級

上級

中級

語学・異文化体験

アカデミック語学研修

日本語TAプログラム

ボランティアワーク

国際シンポジウム

交換留学

中・長期留学

中・長期留学

オンライン受講

韓国

韓国

フィリピン

オーストラリア

フィリピン

ベトナム

台湾

中国

タイ

ニュージーランド

マレーシア

サウスピュージェットサウンドコミュニティカレッジ（SPSCC）

グアム大学

スカジットバレーカレッジ(SVC)

順天郷大学校

湖西大学校

デラサール大学

サザンクロス大学

CNE1

タイグエン経済財政短期大学

中台科技大学

天津商業大学

バンコク大学

アイダホ大学

サンフランシスコ州立大学

フィティレイア国立工科大学

大学生リーダーシップシンポジウム

6週間

1週間～1ヶ月

2週間～

約1ヶ月間

約10日間

3週間

2週間～

1週間～

2週間

約10日間

10週間

2～4週間

17週間

1 週間

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国

約10日間

サウスピュージェットサウンドコミュニティカレッジ（SPSCC）
スカジットバレーカレッジ（SVC）

順天郷大学校
釜山外国語大学校

サウスピュージェットサウンドコミュニティカレッジ（SPSCC）
スカジットバレーカレッジ（SVC）
天津商業大学
天津理工大学
湖西大学校
バンコク大学
ダナン大学

UMAP（アジア太平洋大学交流機構）加盟大学

1学期間
または2学期間

1学期間
または2学期間

アメリカ

韓国

オンライン授業配信会社　例）edX,Alison

オーストラリア
カナダ
中国
インド
香港
韓国

マレーシア

アメリカ
中国
韓国
台湾
タイ
ベトナム

アメリカ等

協定校の紹介
交換留学
語学・異文化研修
オンライン留学
日本語ティーチングアシスタント

Voice 学生インタビュー

HAGO☆STA
Place
M a i l
T E L

3号館１階
csd@hagoromo.ac.jp
072-242-8300

羽衣国際大学
国際交流委員会

羽衣国際大学海外研修・留学プログラム参加目的

海外留学を目指す皆さんへ
羽衣国際大学
共通教育開発センター（CSD）

海外研修・留学・奨学金
問い合わせ
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委員長　光松　佐和子 センター長　清水　明男

　皆さん、こんにちは。「海外研修ガイドブック」を手にとっ
ていただきありがとうございます！海外研修に興味のある皆
さんに、ぜひはじめに知ってほしいことがあります。
　これまで羽衣国際大学の多くの学生が海外に出かけまし
た。海外研修に行った人から「行かなければよかった」とい
う声を聴いたことがありません。それどころかもう一度海外
へ行きたいと言います。海外に出かけるのは、慣れ親しんで
きた環境から離れるということです。快適なこと、楽しいこ
とばかりではありません。言葉も習慣も、まったく異なる国
や地域に行くことは、不安や不便を伴うこともあります。そ
れでも参加者が海外研修に参加してよかった！と思うのは
なぜでしょうか…？
　それは海外に出かけなければ決して経験できないことが
あるからだと思います。どんなに通信が発達しても、どんな
に多くの知識を得ることができても、実際に海外の異なる
空気、異なる風景、ヒトやモノとの出会いは、かけがえのな
い体験です。ぜひ、少しの勇気を出して一歩踏み出してみて
ください。
　羽衣国際大学が提供する海外プログラムは海外旅行で
はありません。それぞれの研修に目的があります。要件を満
たせば、海外協定校で専門分野を深める長期交換留学の
チャンスもあります。
　皆さんが羽衣に戻ってきたとき、きっと何かが変わってい
ます。それは周りが変わったのではなく皆さんが変わったの
です。ぜひ、新しい自分を発見してください！

　羽衣国際大学の起源は1923年、アメリカ留学から帰国し
た島村育人先生が中心となって、世界に通用する女子教育
を行うため羽衣高等女学校を創立したことに始まります。歴
史と伝統を踏まえ、本学ではこれまで各国の教育機関と連
携協定を結び、活発に国際交流を実施してきました。現在で 
は、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中国、台湾、 
韓国、フィリピン、ベトナム、タイなどの国々に海外協定校が
あり、語学・文化研修、交換留学など多様な国際交流プログ
ラムを行っています。
　また一方で本学では、大学内での講義や演習、実習科目な
どで知識を得ることを「オンキャンパス」による学修、そして
それらの知識を学外での活動に活かすことを「オフキャンパ
ス」による学修と呼んでいます。オンキャンパスとオフキャン
パスでの学びを試行錯誤しながら繰り返すことによって、何
が自分に不足しているのか再確認し、苦手な部分を強化しな
がら、みなさんが成長していくことを目標としています。これ
を海外研修にあてはめると、学内で「海外研修論」を学び、
「海外特別活動」で実際に海外での学習体験を積み上げるこ
とになります。
　海外研修プログラムを通して主体的な学びの経験をする
ことで、苦しい場面でも前向きに行動し、これからの人生を
たくましく生きていくための原動力となることは間違いない
でしょう。そしてSDGsの到達目標を視野に入れ、自分とは異
なる文化的背景や多様な価値観を理解し、社会に貢献でき
る人間に成長して欲しいと思います。

申し込みチェックリスト
帰国報告会&単位認定書類提出

語学・対人コミュニケーション能力 異文化適応能力

問題解決能力

現地で受ける研修により語学力を向上させ、人々との
コミュニケーションの中で自己の考えを主張し、意見
交換ができる力を養う  

異なる言語、考え方、生活習慣を持つ人々との交流
を通し、異文化を理解し、受容、適応できる力を伸
ばす

未知の人間関係、社会システムの中で生じる想定外
の状況や困難と向き合い、問題を乗り越えられる強
さを身に付ける

point

1
point

2

専門知識・技能の国際的応用力
将来のキャリア形成を見据えながら、自分の専門分
野の知識、技術をグローバルな場で生かすためのア
イデア、視点を持つ

point

4
point

3

以下の 4つの能力の向上を目的としています。

13



申し込みに向けて（出発の約1年前～4か月前）

審査・決定

準備ガイダンス

事前学習

出発前オリエンテーション

❶海外研修論を必ず履修し、全体説明会・プログラム別ガイダンスへ参加する　
❷申込書・志望理由・誓約書などの記入

クラスアドバイザーorゼミ担当教員に研修申込書を確認してもらった後、
捺印されたものを共通教育開発センター（CSD）に提出

❶羽衣国際大学学生としての自覚を持ち、海外研修の目的・内容を理解しているか面接で確認
❷パスポートを持っていない学生は、事前に取得の申請をしておく

❶今後のスケジュールなどについて説明会を実施※参加必須

❷必要書類の提出

❶節度ある行動で積極的に研修に参加　※羽衣の代表学生であることを忘れずに！

❷各種レポートを記入し決められた提出日までにCSDへ提出
❸共通教育開発センター（CSD）の職員とは常に連絡をとれるようにしておきましょう！
❹「海外研修論」授業で現地から羽衣国際大学の学生へお話をしていただきます

充実した研修を送るための必須講義（90分3回～4回）
※欠席者は単位申請不可または研修とりやめの可能性があります。

渡航前の確認のオリエンテーション 
※研修参加者は必ず出席

出発

研修参加中

伊丹空港または関西国際空港より出発

❸研修費用の支払い

□留学届

□パスポートコピー（有効期限が十分あるもの）

海外研修　申し込みチェックリスト

帰国報告会＆単位認定書類提出

単位認定報告書作成　

プレゼンテーション準備
学内イベント・講義など研修報告参加

海外研修・留学への参加手順

check!

1

2

3

4

5

6

7

8

申請

6

海外研修論履修、ガイダンス出席

参加希望の学生は全ての質問にチェックが入る必要があります

全学共通学外研修分野「海外研修論」を取得済みまたは履修中ですか？

研修先の言語の科目を取得済みまたは履修中ですか？

4年間で確実に卒業できる単位を取得していますか？

留学時2年生より上ですか？

総合GPAもしくは学年GPAが2.3以上ですか？

成績で「無資格」はありませんか？

ご家族の理解を得ていますか？（どの時期、どの国・地域へ留学予定であるかなど。）

交換留学申し込み学生

※期限を過ぎると単位認定されません。
※提出期限を過ぎても留学終了届の提出は海外研修者の義務です。

申請書・報告書とは別にお世話になった先生・スタッフ・学生・ホストファミリーへお礼の手紙、メール等を送ること。
研修アンケートも1週間以内に提出。

Check List

point
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海外に留学する場合、文化・習慣はもとより、制度・治安など日本とはまるで違うことが多々あります。日本を離れ海外
で生活する中で、怪我や病気、事件・事故などのリスクは常に存在しており、そのリスクを軽減するためにも必要なこ
とが「自分の身は自分で守る」、すなわち自己責任という意識です。

situation

　海外では日本と違った危険に遭遇する可能性が高い場
合がありますが、現地情報を事前に熟知し、日本にいる時
とは意識を切り替えることで、多くのトラブルを回避できま
す。特に以下の点については、外務省作成の「海外安全虎
の巻」等も参照にしつつ、事前に十分理解しておいてくだ
さい。

　学生は、留学中身勝手な行動をせず、
協定校担当教員の支持に従うこと。
　1か月以上留学する場合は、定期的に担
当教員と海外研修担当職員に連絡を取
り、状況を報告すること。担当教員は、留
学中の学習についての指導を行い、海外
研修担当職員は、留学生活において学生
の相談に乗り適宜支援を行います。

今回の留学プログラム参加にあたり、海外渡航前に十分な事前学習を行い、危険リスク回避の心構えを十
分に理解した上で参加し、留学中は「羽衣国際大学の学生」として自覚を持ちながら行動してください。

万が一の場合に備えて、出発前から以下の情報を関係者で共有すること。

危険な場所には近づかないこと

多額の現金・貴重品は持ち歩かないこと

パスポートは絶対に無くさないこと

現金等は小分けに持ち歩くこと

目立つ服装や言動は慎むこと

●

●

●

●

●

外務省　海外安全ホームページのチェック
http://www.anzen.mofa.go.jp

留学先の連絡先等の登録

海外旅行保険の加入

自分の身は自分で守るための心構え

渡航前に準備しておくべきこと

学生の海外留学状況把握

留学中の渡航先及び国内連絡先の把握及び共有

※現地にて緊急の場合、すぐに連絡できるよう、協定校及び本学の担当者連絡

先を控えておくとともに、留学中の連絡先を大学に登録してください。また、

留学中に連絡先を変更した場合は、その都度変更の届を提出してください。

※海外で入院・手術が必要となった場合、医療費が非常に高額となる場合や、

家族が留学先を複数回訪問する必要が生じて、渡航費用が高額となる場合

もあります。また、医療水準が日本に比べて低い国では、海外への緊急搬送

が必要となり、高額な費用が必要となる場合もあります。こうした実態に備え

るため、保険には必ず加入してください。また、補償対象の事由と免責事項を

把握するとともに、家族にも内容を確認してもらってください。

●

●

●

●

渡航先で有効な危機事象回避の方法を身につけること

犯罪にあったら、命を優先して行動すること

見知らぬ人を安易に信用しないこと

滞在国の法律順守はもちろんのこと、薬物使用や未成年

の飲酒等日本国内の法律に抵触する行為は行わないこと

危機管理ガイドライン

check!

check!
●

●

●

●

●

●

●

渡航期間

渡航場所

滞在場所（宿舎等）

協定校担当部署及び担当者

協定校担当者の連絡先

本学の担当及び連絡先

羽衣国際大学　共通教育開発センター（CSD）

TEL +81 072-242-8300　Email csd@hagoromo.ac.jp

本学の夜間緊急連絡先

羽衣国際大学（代表）

TEL +81 072-265-7000

informationATTENTION

CHECK！

TEL +00 000-000-00

XXXXXXX

TEL +00 000-000-00

XXXXXXX

TEL +00 000-000-00

XXXXXXX

TEL +00 000-000-00

XXXXXXX

ok！ ok！

65



韓国
交換留学プログラム 2022年秋学期

2022 年 8月～（約 4か月または 1年間）期間

韓国語能力試験（TOPIK）は不問。
※交換留学生には TOPIK の資格の基準を設けておりません。　
読み書きができる程度、あるいは韓国入国後自分で基礎を学ぶ意欲のある方であれば問題なく授業についていけるかと思います。

備考

アメリカ

ニュージーランド

6 週間 （夏、冬、春）　※夏期は TAプログラム無し期間

参加人数 大学近所のアパート宿泊施設

大学ホームページ：http://eng.hoseo.ac.kr/Home/Main.mbz
ランゲージセンター：http://eng.hoseo.ac.kr/Home/Contents.mbz?action=MAPP_1709050244

牙山市は現代自動車、サムスン電子等の企業が牙山
に生産拠点を持っており、14ヶ所の工業団地がありま
す。その一方で温陽温泉など、温泉リゾート地。“ベン
チャー志向の大学” として最も有名であり、政府から
もベンチャー特性化大学として支援を受けています。
また、50ヶ国以上の大学と提携を結んでいます。大学
の校訓「成せば成る！」のベンチャー精神のもと、す
べてに挑戦的に取り組んでいる大学です。

湖西大学校
Hoseo University

Profile

大学ホームページ：http://sgee.sch.ac.kr/asia/
グローバルビレッジ寮ホームページ：http://sgee.sch.ac.kr/asia/sub03/sub_02.php

世界各国からの留学生と韓国の言葉や文化について学ぶ、
順天郷の International Program に協定校だからできる “1 か
月お試し” として受講します。ほとんどのクラスは英語で
行われます。グローバルビレッジの公用語は英語。交換留
学生として、長期留学への参加も可能なプログラムです。“英
語で何かを学ぶ” という、“英語” という語学習得だけを目
的としていない、ユニークなプログラムが魅力です。この
研修で、あなたの英語力に挑戦することができます。この
研修に参加してから交換留学に挑戦する羽衣学生もいます。

順天郷大学校
Soonchunhyang University

Profile

ワシントン州の州都オリンピアにある公立の 2 年制大学。シアトルのダウ
ンタウンからは車で 1 時間ほど、空港からは 50 分ほど南に行った場所にあ
ります。大学からオリンピア市のダウンタウンまでは車で 5-10 分、バスで
30 分ほどです。ショッピングは大学からバスで 15 分ほどの場所にキャピタ
ルモールというモールがあり、買い物はシアトルまで行かずとも十分にオリ
ンピア市内で済ませることができます。キャンパスは森に囲まれ、雰囲気も
非常に落ち着いており、学習に集中したい方にはおすすめの大学です。

サウスピュージェットサウンドコミュニティカレッジ（SPSCC）

Profile

大学ホームページ：https://www.bufs.ac.kr/html/00_main/default.aspx
国際交流ホームページ：http://cia.bufs.ac.kr 

釜山市は大韓民国南東部に位置し、人口規模はソウル
特別市に次ぐ 2 位。対馬海峡に面し、古くから日本と朝
鮮半島とを結ぶ交通の要衝として栄えてきた港湾都市。
大学は 1981 年に設立された私立大学で、” BUFS” と略さ
れます。外国語大学だけあって、英語、西洋語、東洋語、
日本語など様々な語学学科があり、映像メディア学科、
国際貿易学科など語学以外の学科も充実しています。海
外就職率および海外就職者数7年連続全国（韓国）1位！

釜山外国語大学校
Busan University of Foreign Studies

Profile

10 名以上

2週間～ 4週間（夏・冬）期間

カリフォルニア州立大学群の総合大学の 1 つ。キャンパスは西海岸の中心
都市サンフランシスコに位置し、名だたる IT 企業が集結しているシリコン
バレーにも程近く、中心地から 20 分程度の場所に位置し、文化や芸術にふ
れる機会に恵まれています。キャンパスには様々な人種、背景の学生が在籍
し、留学生も多く、特にアジアからの留学生はかなり多いです。

サンフランシスコ州立大学

Profile

英語・文化研修

1 週間～ 4週間プログラム 期間 参加人数 大学の寮宿泊施設

アメリカ領グアム島マンギラオ村に所在し、 キャンパスは、太平洋が一望
できる広大な敷地に立ちます。学生の国籍・文化も多彩です。

グアム唯一の語学学校であるグアム大学イングリッシュ・ランゲージ・イ
ンスティテュートは、1979 年から「第二母国語」としての英語の授業を提
供してきています。アメリカの大学入学へ向けて準備を進める学生や、英語
環境下で会話能力向上を目指す成人を対象にした授業を展開しています。

グアム大学

Profile
15 名以上

英語アドベンチャープログラム

1 ヶ月、12週間、17週間（2022 年秋学期予定）期間

1年間専門科目を学びたい場合は、英語資格必要です。
（IELTS 5.5 以上～）
「New Zealand Certificate in English Language」
という国認定の資格をもらうことができます。
※ニュージーランドで就職や進学をする場合、必要な資格です。

備考

英語力の向上を希望の場合は、この大学で集中的な英語プログラムを実施いたします。これは大学の高度な英語プログラムで、インターンシッ
プやボランティア活動など良い経験ができます。クラスメートや国際的な生活がより学生生活を刺激してくれますよ。

フィティレイア国立工科大学

アカデミック英語プログラム
KO
REA

順天郷大学校

釜山外国語大学校

湖西大学校
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フィリピン
オンライン英語プログラム

海外・国内 大学の授業を無料で受けよう。卒業もオンラインで！

1 週間～ 1ヶ月　毎週月曜開始期間

学校ホームページ：https://www.cne1jp.com/

1 コマ 50 分。他校に比べマンツーマンレッスンは英
語を「話す」「聞く」事に絞ってレッスンをしますので、
英語を話す時間を大幅に獲得でき、時間効率と費用対
効果を最大化します。CNE1 留学と同じクラスをオン
ライン英会話で提供開始！

CNE1

Profile

英語で受ける海外の大学講座（Bachelors 資格取得可能）
学位（大学卒業証明）の他に、卒業ではないけれども、「認定」を受けてプロフェッショナルであることを証明できます。
どれも自由に講義を見ることは出来ますが、卒業資格を得るためにはお金がかかります。
日本の大学も登録されており、英語で授業をします。授業のジャンルは・・・たくさん！出願資格、試験はありません。

CIESOL は、リスニング、スピーキング、読み書きとマイクロスキル（文法、語彙、および発音）の両方に焦点を当てた、幅広い集中的なオン
ライン ESOL コースを提供しています。

コースの詳細については、CIESOL Web サイト（https://www.dlsu.edu.ph/colleges/bagced/ciesol）を参照してください。

edX　

オンライン授業配信会社

Alison Coursera

Point.1
週1～ 2日の
英会話レッスン

Point.2
英会話力の
向上と維持

Point.3
英語を話す
楽しさを知る

私がこのプログラムに
参加した理由は英語で話
すことに慣れ、英語でのコ
ミュニケーション力を向
上させて、今後の交換留学
に生かしたいと思ったか
らです。最初はマンツーマンでの英語の授業について
いけるか、他の学生と仲良くなれるか不安でした。し
かしたくさんの人と交流することができ、授業も分か
りやすく、初日から充実した時間を過ごせました。授
業は１コマ２時間で、１日３コマあり、先生とのマン
ツーマンレッスンで教科書を使い授業を進めます。
フィリピンの先生方はとてもフレンドリーで生徒

のペースに合わせて授業を進めてくれるので、英語が
苦手な人でも理解しやすい内容です。また、教科書以

外で日本のことや世間話、人生のことなど色々な話題で
話しながら、英語でのコミュニケーション力を高められ
ています。さらにお昼休みや放課後には様々なクラブや
アクティビティが用意されています。これらに参加する
ことで他の生徒や先生方とも話すことができ、楽しみな
がら英語を吸収できました。

フィリピンでの英語研修を通して、既に英語で話すこ
とへの苦手意識が減り、自分の言いたいことを英語で伝
えられ、聞き取ることが前よりも出来るようになったと

実感しています。まだ改善する余
地は沢山ありますが、先生から教
わったことを生かしこれからも
勉強に励んでいきます。

現代社会学科　4年
Minto Koja

現代社会学科　3年
Takeki Matsuoka英語プログラム “CIESOL”

18 日間（約 3週間×2時間×5日間＝30時間）
毎月（2022 年 4月～ 2023 年 3月）開講

期間

大学ホームページ：https://www.dlsu.edu.ph/

1911 年に創立されたフィリピンの首都マニラ市街
に位置し、常にフィリピンのトップに立つ大学の１つ
で私立の最高峰と位置づけられています。

現在では、国立フィリピン大学、私立アテネオ・デ・
マニラ大学と並ぶフィリピン最高峰の名門大学となっ
ています。首都マニラのキャンパスを中心として、フィ
リピン各地にキャンパスがあります。様々な国からの
正規留学生や日本人の交換留学生も多く在籍。開発経
済やエンジニアなど理系に強い大学です。

デラサール大学

Profile

サザンクロス大学
（オーストラリア）

留学先はここ !

Impressions
Impressionsプログラムの内容は

“留学” は経験したいことの一つとして入学以
降考えていましたが、理想の行き先はあっても、
実際に行ってみないと分からないものです。イン
ターネットや本での情報は知識でしかなく、経験
や見聞はない。行き先に不安を覚えることは皆あ
ると思います。ですが私は今、オーストラリアは
留学先として不安なく前向きに考えることができ
ます。何故なら今回、オンライン留学に参加する
ことができたからです。

期間中に様々な価値ある活動を擬似体験するこ
とができました。中でも擬似ホストファミリーと
の交流は顕著なものでした。現地の生活や人々の

思いやりの深さ、居心地の良さを学ぶことができ
ました。私が受けた印象は、彼らが留学生の扱い
に慣れ、親切と親しみをもって受け入れてくれる
信頼感でした。留学生が行き先で文化や語学力の
違いから、現地の人々にアウトサイダーとして思
慮分別に欠けた扱いを受けることもあるでしょ
う。しかし私はこの 10 日間の「留学擬似体験」
を通して、オーストラリアではこのようなことは
起きないと考えることができます。
オンライン留学は実際の留学とは違うからやめ

ておくと感じる人は多いでしょう。それでも私は
この「留学疑似体験」を強く勧めたいです。きっ
とこの経験が留学先のイメージを深め、留学の価
値観をより具現化して考えることができるから。

留学先として不安なく

「留学疑似体験」を強く勧めたい

研修を通して
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協定校とのオンライン交流 2021 年実績 日本語ティーチングアシスタントプログラム（TA）

協定校参加者より感想

羽衣国際大学では、協定校の学生とオンライン交流を行いました。「海外研修論」等の
授業に参加していただいて、日本語で大学の紹介をしていただいたり、食べ残しゲーム
を一緒にしたりと楽しい時間を過ごしました。

また、協定校からも授業にご招待いただき、羽衣国際大学の紹介、オンライン学園祭
の見学など活発な交流を行いました。

海外協定校の日本語の授業や国際文化祭に参加する研修です。現
地学生の会話パートナーになったり、国際文化祭で日本の紹介や
ファッションショーを行ったりと内容は様々で、日本語や日本文化・
社会を見つめなおす良い機会になります。

滞在は大学寮に宿泊し、現地学生の生活を体験します。

バンコク大学 80 名の学生と農村地域でボランティアに挑戦！バンコク大学はタイで最古で最大
の私立大学。キャンプ地で一緒に寝泊まりしながらボランティア活動を行います。児童用の就学施
設を建設したり、子どもたちに日本語を教えたり、キャンプ地での炊事や洗濯、毎晩のレクリエー
ション大会など、日本では体験できないことばかりの研修です。フレンドリーなバンコク大学の学
生との交流を通して異文化理解だけでなく、人間的にも大きく成長することができる研修です。

SPSCC（アメリカ）、釜山外国語大学校、順天郷大学校（韓国）、
バンコク大学（タイ）、中台科技大学（台湾）、CNE1（フィリピン）

※国名あいうえお順

海外・国内 海外

参加していただいた協定校

2019 年 3月 6日～ 19日（台湾・中国）、
2019 年 3月 11日～ 24日（ベトナム）

前回実績

2019 年 12月 11日～ 21日前回実績

大学ホームページ：https://www.ctust.edu.tw/
中台科技大学

大学ホームページ： https://www.tjcu.edu.cn/
天津商業大学　

大学ホームページ：http://www.cdkttctn.edu.vn/

タイグエン
経済財政短期大学

宿泊施設 学生寮 /キャンプ地

タイ

バンコク大学
ボランティアワークキャンプ

大学ホームページ：https://www.bu.ac.th/th/

現代社会学科　国際英語コース　4年
Haruna Masuyama 

プログラム参加校

バンコク大学（タイ）
Plaifa Amsakun

01
交流イベント’’

’’

順天郷大学（韓国）
Dae Sung Park

順天郷大学校の紹介’’

’’

02私にとって羽衣国際大学の「海外研修論」で
自分の大学紹介はとても良い機会となりました。
韓国についてもすごく関心を持ってくれる学生
達が多くいてとても驚きました！そしてこのよ
うな交流を通じて韓国の大学や韓国についてよ
く知らなかった人にも韓国に関心を持つよい機
会だったと思います。

形式的な説明だったらなんか面白くなさそう

だったんですが、韓国の普通の大学生の立場で
学校のお店や韓国の大学生の文化を言える機会
はとっても貴重な経験になりました。

つまらない説明だったかと思いますが、最後
まで聞いてくれまして誠にありがとうございま
した。次も機会があったらまた参加したいです！

皆さんこんにちは。
バンコク大学で観光
と MICE（ビジネスト
ラベル）を勉強して
いる 4 年生です。副
専攻として日本語を

勉強しており、羽衣国際大学との交流イベント
に参加する機会がありました。日本語ネイティブ
と話せてとても楽しかったです。

会話の中でわかるときとわからないときがあ
りましたが、コミュニケーションが取れるよう
に頑張りました。新しい友達ができ、たくさん
のことを得ることができました。次はもっと上
手に話せるよう、日本語の勉強を頑張りたいと
思います。

SPSCC（アメリカ）
Chloe Christopher

食べ残しゲーム’’

’’

03

Impressions

ボランティアワークプロ
グラムでは、タイやボラン
ティアの在り方について学
ぶことができます。異なる
国の人同士が文化も言葉も

実際に私もこの研修を経験して、もっとタイ人の
学生と色んな話をしたい！仲良くなりたい！と思
い、現在次に行った時に通訳をすることを目標にタ
イ語や英語を勉強しています！もちろん大変な場面
や、苦手なことにも直面するかもしれません。でも
そんな時は周りのメンバーに思いっきり助けられる
経験も大切です。国境を越えて頼
り、頼られ、の関係が生まれ、他
人を尊重し、認めることの大切さ
も学びます。
少しでも興味のある方、本当に

素晴らしい経験ができるのでぜひ
一緒に行きましょう！！

違う中、同じ目標に向かって生まれる団結力や達成
感は他では味わえないと思います。そしてタイとい
う国で友達の輪を広げることができます。
こういった環境は自分の強みや、得意分野を新

しく発見することの手助けにもなり、自分自身を
見つめ直すきっかけとなりました。

団結力や達成感が味わえる 研修を通して
羽衣の皆さんと一緒に行った「食べ残しゲーム」

を通し、私は多くのことを学び、楽しむことができ
ました。皆さんの「食べ残しゲーム」についての説
明と映像がとても明確でしたし、ゲームをする時、
みんなが私にルールを教えてくれたり、プレイする
ときにガイドしてくれたりして、とても役に立ち、
非常に快適でリラックスできました。おかげですぐ
にゲームを理解することができました。 

ゲームを通して食べ物の無駄を防ぐことがいか
に難しいか、そしてそれがどれほど重要かを学び
ました。 私は食品の無駄を防ぐことに関して、よ
り意識を持ち、自分の習慣を改善する方法につい

て多くの有益な情報を得ることができました。こ
のゲームは、多くの人に洞察力のあるステップを
教えるのに本当に役立つと思います。 

全体的にこの経験から多くのことを学べ、とて
も楽しかったです。 私は羽衣の学生たちがこのプ
ロジェクトに力を入れてくれたことに感銘を受け、
この素晴らしいプロ
ジェクトと国際交流に
参加できてよかったと
思います。

Impressions
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Saki A
rai

Voice
Voice

大学生になったらアメリカに行く憧れがあって、海外研修の担当職員さんに興味が
あるならすぐ参加することを勧められたからです。

海外研修を重ねるうちに留学欲が強くなりましたが、学科的に半年間の留学が難し
かったので、夏休み期間に行けることが決め手でした！

01

印象に残っていることは、アメリカの人たちは自分の好きなことやものがはっきり言
えて、その時間を他人と共有しようとすることです。これは、自己肯定感を上げたり自
身を理解するのに大変大切なことだと体感しました。

印象に残っていることは、20 歳の誕生日を祝ってもらえたことです。誰にも直接言っ
てなかったのですが、Facebook を交換したときに知ってくれたみたいです！また、私の
拙い英語も最後まで聞いてくれた友達は、帰国後も連絡を取り合えるとても温かい人た
ちでした。

勧められたことをとにかく楽しむ力。
( 実際、健康志向の食事や野球観戦など、自発的にしないことをしました )

慣れない環境下でも情報を集め、未経験のことに挑戦する力。
( 日本語 TA、サークル２つに挑戦しました )

渡航するのは、今は難しいですが、もし海外に興味があれば YouTube で観光動画を見て
みる等、今できることを是非して下さい！現地に行けなくても知れることはたくさんある
し、将来現地に行ったときに吸収率がぐんっと上がります！思い立ったらすぐ行動です！

Q1, 短期留学への動機は何でしたか？

サウスピュージェットサウンド
コミュニティカレッジ（SPSCC）

達成できたことと言えば、帰国後の年内に TOEIC のスコアが 600点を越えたことが一番だと
考えます。
その理由として、私の留学前の TOEIC スコアは 300 前後というスコアだったため 3ヶ月間

の留学で約300点伸びたと言うことはかなり大きいことだと感じました。
チャレンジだったことと言えば、留学中、日本人と極力話さない、もしくは話しても日本語

ではなく英語を話すことにチャレンジしており、このチャレンジが自分の中でしっかりできた
ので短期間で英語力も伸びたんだと思います。

Q3, 達成できたこと、チャレンジだったことを教えてください。

現在は TOEIC の試験しか受けていませんが、今後は、IELTS や TOEFL などの英語力が試
される試験を受けていきたいと思っており、目標としては海外の大学が設定している必要最
低限の英語力を越えることです。
それと、英語以外にもう一か国語話せるようになりたいので、上記の目標が達成され次第、

違う言語をまなぶつもりです。

Q4, これからの新しい目標を聞かせてください。

留学行く前は、生活、金銭面の不安やホームシックにならないか等を心配する人は多いと
思いますが、行く前に様々なことを考えても、行ってみないとわからないと思うので、悩む
のであれば、留学にチャレンジしてみてほしいと思います。もし、その中でホームシック等
になって帰国したとしても、留学にチャレンジした事自体は変わらないのでその後も自信を
持って他のことに挑戦してほしいと言いたいです。

Q5, 羽衣の後輩へアドバイス！

Q3, ついた力はどんなことですか？

Q4, 今後の展望と羽衣の後輩へアドバイス！

Q2, 各プログラムの印象に残っていること・
　　 学んだことはどんなことですか？

2018 年 8月 18日～ 9月 1日留学期間

順天郷大学校
2019 年 8月 27日～ 9月 21日留学期間短期留学

留学先

サウスピュージェットサウンド
コミュニティカレッジ（SPSCC）

2019 年 3月 27日～ 6月 30日留学期間

Voice02
交換留学

留学先

2021 年度卒業生　人間生活学科

私が留学を通して学んだことは、英語力とコミュニケーション能力の大事さの 2点です。
まず、1点目の英語力に関してですが、私の留学前の英語力はTOEIC換算で約300点の英語力しかなく、

自己紹介も出来ているのかわからない状態でした。しかし、留学中、自分の中で日本語を出来る限り話
さないという目標を立て、3ヶ月間それをやりきると私の英語力は TOEIC で 600 点越え、そして、初対
面の人でも臆することのない英語力を身につけることが出来ました。
2 点目のコミュニケーション能力に関して、上記で英語力が上がった話をしましたが、それの一番の

要因として現地の人、留学生の人たちと授業や放課後を通して一日に何時間も他愛のない話や将来の話
をしたことだと感じています。　
もし、私が毎日何も話さず家に帰り過ごしていたとしたら、私の英語力はほとんど伸びなかったと思います。なので、人とコミュニケーション

を取ることは結果として自分の為になるのだと留学を通して、学ぶことが出来ました。

Q1, 留学をして吸収できた学びはどんなことですか？

私が行ったのは学校に隣接する語学学校のため、基本は英語の授業でした。

Q2, 留学先で履修した授業を教えてください。

基礎英語

Pathwaysコミュニケーション

文法

の 4つです。

Taiga　Kasugai
Saki Arai

私の留学体験
談

Taiga　Kasugai
2021 年度卒業生　現代社会学科
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