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英米語学科教員から学生諸君に贈る言葉 

実社会が必要とする人材とは 

英米語学科主任  津留崎 毅 

英米語学科の年間活動報告『英米ジャーナル』に主任と

しての挨拶を述べるのも、4 回目になります。今回は、内

田樹著『街場の教育論』（2008、ミシマ社、pp. 201~209）

から、皆さんの役に立つと思われるアドバイスを以下に

引用して、主任挨拶に代えさせて頂きます（アンダーラ

インは津留崎による）。 

＊  ＊  ＊ 

就職活動をほとんどの学生たちは受験勉強と同じものだと考えてスタートします。これは

選別である、と。競争である、と。優秀とみなされた人が選択されて、そうではないとみ

なされた人が落とされる、個人の能力の「格付け」である、と。（…）学生たちはそう考

えます。そして、三年生の秋くらいから、ばたばたと走り回り始めます。 

 でも、四年生の春ごろになると、決まる人はどんどん決まり、決まらない人はいつまで

経っても決まらないということが起きてくる。勉強の場合はこんなことは起きません。勉

強はやればやった分だけ、その努力に対する成果が相関します。（…） 

  （…） 

 ところが、就活において、学生たちははじめて「努力と成果が相関しない」という経験

に遭遇します。三年生の秋から四年生の春にかけての学生たちがどれほど深い混乱に落ち

込むか、私は現場にいるのでよく見知っています。 

 就活においては、同期の学生たちから見て「どうしてあの人が採用されたのか」わから

ない人が採用され、「落とされるはずのない人」が落とされます。就活においてはじめて

学生たちは、どういう基準で採否の決定がなされているのかが受験生には開示されない選
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

抜試験
、、、

というものを経験することになります。 

 「そういうもの」が存在する、ということを彼らはこれまでの二十年間考えたこともな

かったでしょう。でも、もちろん世の中にはそういうものがあります。そして、採否の基

準は彼らが知らないだけで、実ははっきりしているのです。それは受験勉強で合否の決定

をするときの能力査定とはまったく違うものです。（…）受験勉強というのは先ほども言

いましたけれど、「個人の能力の格付け」です。そして、就活の採否の基準は実は「個人
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の能力の格付け」ではないのです。驚くべきことに。 

何を基準に採否を決めるのか？ 

 以前にある大手出版社の編集者四人とご飯を食べているときに、ちょうど就活シーズン

でしたので、編集者たちに「みなさんはどういう基準で、面接のときの合否を決めている

のか」と訊いたことがあります。そういう人事にかかわる重要情報を聞き出して、学生た

ちに教えてあげようと思ったのです。 

 その編集者の方はどなたも、これまでに数百人の面接をしてきた経験者たちです。彼ら

が異口同音にいったのは、「会って五秒」で合格者は決まるということでした。 

 受験者がドアを開けて入ってきて、椅子に座って、「こんにちは」と挨拶したくらいの

ところで、もう○がつく人には○がついている。残りの時間は、×をつける人に「どうや

って気分よく退室していただくか」のサービス時間なのだそうです。（…） 

 でも、「会って五秒」でどうして決められるんでしょう。そもそも、何を見て決めている

んでしょう。これが就活をしている学生たちには理解不能なんですね。 

 でも、それはわかるんです。この人といっしょに仕事をしたときに、楽しく仕事ができ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

るかどうか
、、、、、

、それを判定基準にしているから。 

 似たようなことで、ゼミの面接があります。私のゼミは八十人くらいが面接を受けに来

ます。受け入れ上限が十五名で、うちが第一志望でない学生もいますから、面接の段階で、

とりあえず二十人くらいに○をつけて絞り込むことになる。どういう基準でそれをやるの

か。 

こんなことがありました。面接は研究室でやるんですけれど、会議が延びて、開始時間

に遅れてしまった。「ごめんね、遅くなって」と詫びてドアを開けようとしたら、「ちっ」

と小さく舌打ちをした学生がいた。これはもう瞬間的にペケですね。面接が始まる前にペ

ケ。学生たちを中に入れて「適当に座って下さい」と言ったときに、入口近くの椅子にど

んと座って、あとの学生の通り道を塞いでいる学生がいる。彼女のせいで廊下にいる学生

が中に入れない。これもペケ。「私、次に授業があるので、 初に面接してくれませんか」

といきなり言い出す学生もペケ。同じグループに知り合いがいるのを見つけて、あたり構

わず大声でおしゃべりを始めるのもペケ。 

わかりますよね、私の基準。実際にゼミを始めたときに、ゼミの対話的、互恵的な雰囲

気を壊すような学生はなかなか採らないということです。その学生が個人的にどれほど知

力に優れていようとも、ゼミの全員が気分よく勉強する妨げになる可能性があれば、私は

採りません。 
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面接開始前にすでにペケをつけられた学生は、おそらくここでも受験勉強と同じルール

が適用されると考えていたのでしょう。（…） 

でも、残念ながら、ゼミは受験校の進学クラスではありません。ここはすでに「実社会」

の先駆的形態です。ここは競争の場ではなく、協働の場なのです。（…） 

＊  ＊  ＊  

学校は、努力と成果が相関する（テストなどで良い点を取れば、それがそのまま評価され

る）「公平な社会」だったはずです。学生がどれほど失礼な態度を取っても、それによって、

100 点満点のテストで 90 点を取った学生を不合格にする教員はいません。しかし、実社会で

は、そのようなことが実際に起きるのです。学生時代と同じような態度で面接や仕事に臨め

ば、きわめて「不公平」と思われる決定が下されることは珍しくありません。実社会は、内

田氏が強調するように、「競争の場」ではなく「協働の場」だからです。 
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英米語学科ゼミ紹介 

大津由紀雄ゼミ  

 

３年 佐々木綾香 

 大津ゼミでは、ゼミの 終目的としてゼミ論文を書き上げるという目標があり、前期では

ゼミ論文のテーマを決めるということを主に行いました。自分が疑問に思ったこと、興味が

あることをゼミの 初に挙げ、ゼミ生同士で意見を言い合い、さまざまな視点で考え、内容

を深めていきました。院生の方もいらっしゃるので普段思いつかないような意見が聞けて、

毎回興味深い議論が行われていました。後期では決めたテーマについて、どのようなテーマ

を決め、その目的、目標、研究方法などをゼミ生の前で発表し、アドバイスをいただき、修

正していきました。論文のテーマは英語に関係するものでなくてもよく、自分の興味を持っ

た事柄なのでとても書きやすかったです。私は「洋画の題名がなぜ邦題に訳されるのか」に

ついて書きました。他にもお嬢様言葉について書いたゼミ生や、外国人の名前に関するゼミ

論を書いた人もいました。大津先生は私達の発表にとても興味を持ってくださり、一つ一つ

に丁寧なコメントをくださいました。また論文を書いたことがない人がほとんどでしたが、

ゼミでしっかりと教えてくれるので大丈夫です。 

そして昨年度は夏と冬に２回ゼミ合宿を行いました。夏の合宿では、軽井沢に行き、他大

学からいらっしゃってくださった先生のご講義を受け、夜にはお酒を飲みながら、どうした

ら明海大学がもっとよくなるのかなど濃い内容の話をしました。勉強になるお話も聞け、お

酒も飲め、とても有意義な合宿でした。冬は勝浦セミナーハウスに行き、各自書いたゼミ論

文の発表を行いました。 

後に大津ゼミの雰囲気について書きたいと思います。このゼミは「好奇心」を大切にし
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ていると私は思います。「なぜそうなるのか」と疑問に思うことにより、自分の頭で考える

ことができます。ゼミ自体が生徒主体で議論する形なので、多くの意見が飛び交う場所で、

私はいつも絶対１回はゼミで質問、発言をしようと思っていました。ゼミの人の意見を聞く

際に些細なことでも疑問に思い、再度考え、質問し、自分の意見を言えるようになりました。

また大津ゼミといったら飲み会です。２～３か月に１回くらいの頻度でゼミ飲み会を行って

おり、お酒の力も借りながらゼミ生、大津先生と仲良くなりいつもゼミではワイワイといて

いました。しかしただ飲んでいるだけではなく、大津先生が勉強で悩んでいることはないか

など、明海の授業でここはよかった、ここは気になる点はあるかなど私達の学校生活がより

よくなるように聞いてくれるので、とてもモチベーションが上がりました。 

大津ゼミでは英語だけでなく、日本語のちから、好奇心を身につけることができました。

ぜひ大津ゼミに入って、楽しんでください。 

 

金子義隆ゼミ 

 

                         ３年 松村雄太 

 金子ゼミでは第二言語習得理論に基づいた授業が一年間行われます。どのような人に向い

ているのか一言で表現すると「英語を話せるようになりたい」という強い気持ちを持ってい

る人だと思います。英語を学習している誰もが一度は「いつか英語を話せるようになりたい」

と願うのですが、どのように勉強したらよいのか、どのように実践していけば良いのか分か

らず、つまずいてしまう人もいると思います。金子ゼミではそのような学生のために勉強方

法を提示することもあります。今回は金子ゼミで行った活動とともに、ゼミ生が同じテーマ

を持って調査した 
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 先ず始めに普段のゼミの活動では、前期は多くの Input をします。単語の意味を推測し、

文と結びつけて覚えることで表現の幅が広がります。ゼミ生に人気のある例文を紹介します。

Let’s keep this plan hush-hush. という文ですが、下線部の単語を変えることで日常でも使える

Phrase になります。気になる意味はゼミで学んでください。他にも多くの表現が学べるため、

いろいろな言い回しに興味がある人はオススメです。後期は発表活動が数回あります。好き

なアーティストや映画を紹介したりする Show & Tell の活動もあります。言いたいことをう

まく英語で表現することができなくても、先生が正しい英語に直してくれるので、間違いを

恐れずに堂々と英語で話すことができます。ネイティブの先生に英語で説明しても伝わらず、

英語にすることができなかった表現はゼミの発表の時に聞けばきっと大丈夫です。また、表

現の仕方は 1 つだけではないため、ほかの学生ならどのような英文にするのか全員で考える

場もあるため、英語を使う機会は多くあります。 

 動機づけメカニズムとは、なぜ英語を学習しているのか、どんなことが英語を学習するや

る気につながり、どんなことが英語を学習するやる気を失くす原因になっているのかなど、

ゼミ生一人ひとりが調査し発表するものです。英語に対する自己の動機づけメカニズムを分

析すると同時に、数十人にアンケートを取り英語に対する他者の動機づけメカニズムを分析

し比較することで、様々な学習者の英語学習に対する動機づけのされ方があるということを

知ることができます。自己の動機づけメカニズムを把握しておくことで、英語学習での対策

を取ることができ、自己学習に活かすこともできます。 

 今まで記してきたように、金子ゼミでは様々な活動を通して英語力を伸ばすことができま

す。英語での発表活動は、積極的に英語を使うことに挑戦してください。失敗することを恐

れるよりも、何もしないことを恐れてください。 初にも言いましたが「英語が話せるよう

になりたい」という人は金子ゼミに挑戦することをオススメします。「いつか英語を話せる

ようになりたい」だけで終わらせないでください。 
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川成美香ゼミ 

 

３年 宮嶋杏里 

私達の川成ゼミでは「社会言語学」について研究しました。私自身は言語学をこれまで

学ぶ機会がなかったこともあり、とても新鮮な気持ちで研究に挑むことができました。また

川成先生の他の授業科目である「英語学特講Ⅲ」や「プレゼンテーションスキルズ」も同時

に受講すると、さらに知識やスキルが身につくのでおすすめです。これらの授業は将来、就

職する際にもとても役に立ちます。特に社会言語学については、ビジネスの場での日英語の

ポライトネスマナーや言葉遣いを知ることができ、私にとってはとてもためになる授業とな

りました。プレゼンテーション・スキルの授業においても、英語でのプレゼンを実践したの

で、近い将来には会社などのプレゼンテーションで必ず役に立つと感じました。 

さて 1 年間のゼミを振り返ってみます。まずゼミは週に 1 回開講されます。少人数制のゼ

ミの良さは、これまでの授業とは異なり、1 人 1 人がお互い同士そして先生とのコミュニケ

ーションを密に取ることができ、親しく仲を深められたということです。川成ゼミには恒例

行事がいくつもあるのですが、まず 4 月第 1 回のゼミでは、オリエンテーションを終えてか

ら、MEIKAI CLUB にあるニューマリーンズというレストランでパフェをいただきながら自

己紹介やフリートークをしました。これを機にまず皆の仲が深まるので、その後のゼミが良

い雰囲気で進行していきます。毎週のゼミの進め方としては、皆それぞれが交代で教科書に

そって担当する項目を決め、レジュメを作成し、発表形式で授業を進めていきます。関連す

る文献や資料も使い教科書の要点をまとめていくというレジュメ作りは、内容理解が深まる
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だけでなく、自分の中に達成感も生まれてきます。そのようにして前期の授業を重ねていき、

すべての教科の期末テストを終えて前学期が落ち着いたところで、第 1 回お食事会がありま

した。ホテルのビュッフェ形式のおいしいレストランでは、テストも終えた自分たちへのご

褒美として 高に楽しい時間でした。このような食事会は後学期にも開かれました。 

川成ゼミの中心的課題は、ゼミ論文の作成です。ゼミ論文を計画し始めるのは、夏休みか

らでした。テーマは社会言語学的な現象を英語または日英語比較で研究することとして、ま

ずは参考文献を検索してリストを作り、夏休み中にその文献をしっかり読みサマリーを作成

するという課題をこなします。ここをしっかりと取り組むことにより、よりスムーズにゼミ

論研究をスタートすることができます。私自身は、ポライトネス表現を研究テーマに選びま

した。これまであまり取り組まれていなかったことを研究したかったので、英語・日本語・

フィリピン語のポライトネス表現の比較を主とした論文を書きました。私にとって身近な言

語であるフィリピン語については、独自のデータを集めて、3 か国語を比較研究することで、

納得のいく論文を作成することができました。 

そしてその論文は、川成ゼミの 後にしてビッグイベントともいわれる、ゼミ合宿でのゼ

ミ論発表会で発表します。ゼミ合宿は大学の勝浦セミナーハウスで行われるのですが、目の

前にはプライベートビーチが広がる素晴らしい環境のなかで、1 人 1 人が自分の思う存分プ

レゼンテーションを行うことができ、大きな達成感を得ることができました。 

セミ論発表に加えて、ゼミ合宿では、

ゼミOBである 4年生による就職セミ

ナーも開かれます。今回は、2 名の 4

年生が参加してくださり就職活動に

ついての指導を受けることができま

した。先輩の一人からは、国内企業で

業種をしぼって内定を得たコツや心

がけについて、もう一人の先輩からは、

海外の企業に独自の方法でアプロー

チしたという型破りな就活方法など

についての経験談を聞かせていただきました。あっという間の 2 日間の合宿でしたが、楽し

くて有意義な時間を過ごすことができました。 

後輩の皆さん、川成ゼミにぜひ参加してください！ 後に、川成先生、ゼミの皆さん、1

年間ありがとうございました。 
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河原伸一ゼミ 

 

              ４年 岡崎 史枝 

河原ゼミでは翻訳技術を中心に様々な課題、問題を取り上げた。翻訳技術では“売れる翻

訳”を目指し、「米国サブプライムローン問題についての IMF の報告書」や「アジア太平洋

圏におけるアメリカの侵略」等のテキストを通して品詞転換（例：形容詞→副詞、名詞→動

詞、副詞＋形容詞→名詞＋名詞）や、日本語訳の推敲に取り組んだ。また、英語以外ではそ

の時々のタイムリーな話題、例えばバイオ燃料や米国のサブプライムローン問題を通してサ

トウキビ栽培の特殊性や金融システムについて先生が概略を解説された。またある時はドス

トエフスキーや個人投資家を取り上げた特集番組のビデオを見て皆で意見を交し合った。 

先生の前歴に裏打ちされた「証券アナリストが教えるサブプライムローン」や「財務部長

が教える粉飾」、それに「元外交官が語る国際関係や政治舞台の裏」の話は真に迫り、普段

自分たちには無関係だと思っている世界を身近に感じた。しかし通年、先生が何よりも強調

されたのは「本を読むこと」であった。内容のしっかりした本を読み込むことは、知性の底

上げに有効な手段の一つなのである。そしてゼミのメンバー全員が毎週、各自読んできた本

を紹介し、そこから派生してあらゆる方向に話題が広がっていった。そこでは学生同士の普

段の会話ではあまり話題に上がらないようなことを話す機会も得られた。 

当ゼミは、通常の形態の授業とは似て非なるものであり、つかみ所のない講義形式であっ

た。しかし取り留めのない中にも終始一貫していると感じたのは、「（学生たちにとって）

未知の世界に開眼させる」ということと「良いもの（本物）に触れさせて本物を見る目を養

わせる」という視点であった。そしてゼミの指導教官とは、あらゆる意味でそれを体現して

いる存在である。きっかけはたくさんちりばめておくから、モノにしたければ自ら取りなさ
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い、という完全なる自主性至上主義のゼミであった。そもそもゼミとはそういうものであろ

うが。ゆえに、このゼミから何を学び、得ることが出来たかは完全に各個人に依拠している

だろう。 

 

ジェシー・グラス ゼミ 

 

  ３年 福田 実央 

ジェシー・グラスゼミでは、文学や古代文字について英語で学びながら、明海祭でパペッ

トシアターを上演します。授業はすべて英語ですが、英語で文学や古代文字について学んだ

ことがなかったので、新しいことをたくさん学ぶことができ、とても楽しい一年でした。ゼ

ミメンバーには、ネパール人、中国人、フィリピン人、日本人と、とても国際色が豊かでし

た。ゼミで、英米文学を学びつつ、それぞれの文化の違いについて話したり、自分の国につ

いて紹介をしあったりもしました。自分が知らなかった世界について知ることが出来、日本

文化も紹介吸うことが出来ました。 

授業で、古代文字「cuneiform（楔形文字）」について学んだときは、実際に自分で、文字

の見本を見ながら楔形文字を紙粘土に書いて、書くことの難しさや、現代文字との大きな違

いなどを実感することが出来ました。 
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さらに、古代メソポタミア文学作品の一つである、「ギルガメッシュ」という作品につい

て学びました。実在していた可能性のある古代メソポタミアの伝説的な王、ギルガメシュは、

3 分の 2 が神で 3 分の 1 が人間で、ギルガメシュは自分に勝てる者がいないことから、やり

たい放題な王様でした。神はその競争相手として粘土から野人のエンキドゥを作りました。2

人は友人となり、さまざまな冒険を繰り広げます。この物語を通して、友情の大切さ、野人

であったエンキドゥが友人の存在や教育により人間として成長する様、自然と人間の対立な

ど、様々な視点で物語を知ることが出来、面白かったです。 

今回の明海祭では、このギルガメッシュを公演しました。ストーリーを日本語と英語の両

方のナレーションで伝え、パペットや自分たちで書いた楔形文字のプレートを使いながら、

話を再現しました。パペットは、ジェシー先生が、実際にチェコの職人に作ってもらったも

ので、関節があり、操り糸で細かな動きを表現することが出来ます。夏休み明けから、実際

にパペットに触れ、鏡を見ながら、操り方を練習しました。思っていた以上に難しく、顔や

手足を、自然に動かすために、練習を重ね、明海祭前は、授業後も学校に残り、リハーサル

を行いました。当日は、子供から大人まで多くの方に、公演を見ていただき、大学からは団

体優秀賞をいただくことが出来ました。仲間とともに、頑張ってきてよかったなと思いまし

た。 

明海祭後は、パペットについて学び、操り人形の歴史やロボットとのつながりから、様々

なパペットやロボットについて、それぞれが調べ、クラスの前で発表をしました。現代の進

化したロボットとはまったく違うタイプのロボットが多く、知らないものがほとんどでした

が、とても実用的なものばかりで、驚きました。 

一年間を通して、英語で英米文学について学びながら、パペットの操り方を知り、様々な

国籍の学生と交際交流も行うことが出来、とても濃い一年となりました。英語力をつけなが

ら、多くのことを学べる楽しいジェシーゼミ、おすすめです！！ 
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小林裕子ゼミ 

 

 ３年 本田 裕樹 

 国際政治や世界情勢に興味がある人におすすめなのが小林ゼミです。私たちのゼミでは、

英字新聞を読むことを通して英語の力だけでなく、社会に出る上で必要不可欠な知識や自分

の意見を簡潔に述べる力も身に付けることができます。 

 使用する新聞は主に The Japan Times や The New York Times などで、先生が毎回記事をプリ

ントしてきてくださります。それを一人大体１パラグラフずつ順番に読み、適切な日本語訳

に訳して、記事全体の内容を理解します。そしてその内容について一人ひとり意見を述べ、

現代社会の問題点を考えます。 

 小林ゼミでは少々難しい内容のものを扱うので、誰もが 初からスラスラと英字新聞を読

むことができたり、訳したりができるわけではありませんがその分頭を使うのでとても充実

した授業を受けることができます。もしわからないところがあれば先生が私たちにわかりや

すいようヒントをくださるので安心してください。ただ少なからず基礎的な英単語は把握し

ておかなければいけません。わからなければいけないところがわからなかった場合、まれに

優しく美しい先生が鬼に変身してしまうかもしれないので気を付けてください。そうならな

いためにも、日ごろから英語の勉強はもちろんのこと、ニュースを見るなどして社会に目を

向けることも必要になります。実際私は小林ゼミに入ってから、毎日のニュースを注意して

見るようになり、おかげで教養を高めることができました。 
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 小林先生が明るく面白い方なので、教室の雰囲気も非常に良いです。また先生は非常に博

識な方なのでお話を聞いていて勉強になることばかりです。よく授業の中で何かワードが出

ると、それに関連した先生の経験談や雑学などを話してくださります。たまにマニアック過

ぎてよくわからない時もありますが、どのお話も面白いので私はそれを聞くのが大好きです。 

 また、先生はとても学生思いでいつも私たちに愛を持って接してくださります。学生生活

で不安に思っていること、就職活動の悩みや人生相談なども親身になって聞いてくださりま

す。時に優しく時に厳しい先生は私たちにとって心から頼れる先生です。 

 おわかり頂ける様に、小林ゼミで学べるものは英語だけにとどまりません。英語力を高め

たい人はもちろんのこと、自分の教養を深めたい人、充実した授業を受けたい人、人間的に

もっと成長したいという人に私は強く小林ゼミをおすすめします。 

 

嶋田珠巳ゼミ 

 

３年 多田 圭織 

 嶋田ゼミは、アットホームな全員参加型の授業でゼミ生皆仲の良い活気のあるゼミです。

今年度のゼミの授業では、各個人が自分の興味のあることについてそれぞれプレゼンテーシ
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ョンをし、それについてディスカッションをしました。前期は自分がみんなにおすすめした

い本について、後期は自分の興味があることについてのプレゼンテーション、又は皆で議論

したいことの話題提供をする授業でした。どちらも自分で作成したハンドアウトを用いて発

表します。話題は自由で、内容は、時事問題、アメリカの黒人英語と文学、日本の文化とオ

ノマトペ、英語の学習方法、アニメの表現、邦楽の特徴、性同一障害などに対する偏見、負

の世界遺産、年代別流行ファッション、気になるニュースなど様々でした。プレゼンテーシ

ョンの後に嶋田先生やゼミ生から、「もっとこうすれば良くなる」と皆でその人のプレゼン

テーションをより良いものにしていきます。嶋田先生が作り出すアットホームな空気のおか

げで、皆自分の意見を素直に発言できたと思います。また個人の意見に対して 初から否定

をせず議論するので皆自分の意見を言いやすかったのだと思います。全員にそれぞれの発表

の仕方があり、先生やゼミ生から指摘や改善策を貰え、とても勉強になりました。皆後期は

前期のプレゼンテーションを振り返り改善することでより質の高いプレゼンテーションが多

く感じられました。自分の好きな本や話題でのプレゼンなので、ゼミ生の個性が出ていて毎

回楽しみな授業でした。 

夏には前年度のゼミ生の先輩方と明海大学の勝浦セミナーハウスに合宿へ行きました。ゼ

ミと一緒にバーベキューをしながら楽しんだり、海へ行ったりととても楽しく過ごしました。

勉強会では先輩から貴重なお話、アドバイスなどをしていただいたりしました。ゼミ合宿に

より、ゼミ生、先輩との仲もさらに深まり後期のゼミの授業はさらに活気あふれるものにな

りました。 

私がこのゼミに入って一番感じたことは、個性が伸びるゼミだと感じました。ゼミ生それ

ぞれに個性があり、自分にはない個性からたくさんのことを学べました。私の場合、なかな

か自発的に行動ができませんでしたが、ゼミのプレゼンテーションで皆意見をガンガンくれ

るので、私も触発されゼミ以外でも自発的に発言したりできるようになったと感じています。

私たちのゼミは皆個性的で自分たち自身はもちろん、嶋田先生も皆の個性を大切にしてくれ

ていたと感じます。嶋田先生は、プレゼンテーションなどについて個人の個性を活かしたや

り方を教えてくださりました。 

このように嶋田ゼミではたくさんのことを学べます。プレゼンテーション力を伸ばしたい、

楽しいゼミに入りたい、自分の個性を伸ばしたい方におすすめのゼミです。私は嶋田ゼミに

入って本当に良かったと思います。個性的な仲間との出会い、毎週の授業、合宿、プレゼン

テーション等ゼミのすべての活動が自分の成長へと繋がっていました。英語だけでなく人と

して確実に成長できるゼミが、嶋田ゼミです。 
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後になりますが、嶋田先生１年間本当にお世話になりました。ありがとうございました！ 

 

 

高田智子ゼミ 

 

3 年 斎藤 千加 

 皆さん、こんにちは。2015 年度高田ゼミ生の斎藤千加です。私は高田先生のご指導のもと、

1 年間学んできました。ゼミの選択で悩んでいる 2 年生の皆様もいるのではないのでしょう

か。この機会に、高田ゼミの魅力について紹介させていただきます。 
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 皆さんは今、将来何になりたいという想像ができていますか。もし、中学校・高等学校の

教師になりたいと思っているのなら、高田ゼミを選択するとよいと思います。そんな夢を持

っている学生を毎年指導してくださっているのが高田先生です。教職課程に関わる内容や、

中学校や高校で教わらなかった英語について、このゼミで多くを学ぶことができます。 

 前期は、スモールトークやスピーチを何回かしました。なぜなら、実際に中学校や高校の

授業でも実践されているからです。スピーチでは発表後も時間を設けてくれて、良かった点・

悪かった点・改善点・疑問点について話し合います。スモールトークの場合は、そのお題に

合わせて話して、そこで気になったことについて質問したりしました。この活動は、人の前

で話すことが慣れていない方にはお勧めの活動です。 

後期は、中学生に教えるための英文法を指導してもらいました。今まで学校では教わらな

かった所まで、例文を交えて教えてくれました。そして、私が苦手とする文法項目は、時間

をかけて私が納得するまで解説をしてくれました。そのおかげで、私は苦手としていた文法

項目を克服することができました。 

また、一年間通して行ったことがあります。それは、NHK ラジオ「基礎英語 3」を聞き、

スキットの音読を練習したことです。この教材を用いて、発音・イントネーション・強弱を

注意しながらそのキャラクターになりきり、CD に続いてリピートしました。高田先生は、

私の発音の癖も見抜いてくれて、私は正しく発音できるようになるまで、何度も練習をしま

した。この活動によって、人の前で大きな声で英語を話せるようになりました。また、

Halloween や Thanksgiving Day など、テキストに出てきたイギリスやアメリカの文化について

も高田先生は教えてくれました。文法を学ぶ際にも「基礎英語 3」のテキストを活用して、

学んでいる文法事項が実際にどのように使われているか確認しました。私はこのような活動

を一年間高田ゼミで行い、私自身の英語力が向上したと実感しました。 

 後に高田先生について紹介します。とても優しい方であり、厳しい方です。でも、その

厳しさは、学生のためのものであります。悪かったところは、どのように良くなるかアドバ

イスをしてくれます。一緒にどうすればよくなるか考えてくれます。より良い発表ができる

ようになります。 

 

瀧田健介ゼミ 

3 年 梶野 美香 

瀧田ゼミでは言語学を主としており、ことばについての「なぜ」を考えます。言語に関係

することであれば、日本語でも英語でも他言語でも何でもありです。自分の興味関心がある
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事柄でテーマを設けてそれについて調べ、プリントを作ってゼミの時間に発表する。先生や

ゼミ生からの質問や意見をもとに更に追求していき、次回の発表に向けてまた準備していく。

ひたすらその繰り返しです。しっくりこなかったらその都度テーマを変えてももちろん大丈

夫です。私は 初の頃はなかなかテーマがまとまらなかったので、バイリンガルについてや、

ディズニー作品から黒人英語を見たりなど、様々な観点から言語を深めていきました。 

 また、発表が早めに終わったりなどして時間が余った時には、先生が用意してくださった

参考資料をもとに、言語学について学びました。ことばを吹き込まれただけのおしゃべり人

形と、言語を話すことが出来る人間では、どのような違いがあってことばを組み立てたり発

信したりしているのか…などといったことです。英文の資料なので少し難しく感じますが、

書いてあることが分かると、なるほど！と納得できることばかりです。 

 このゼミの魅力は、のびのびと活動できるということです。自分が面白いと思う「なぜ」

を見つけ、その意見を皆でシェアし、自分なりにその「なぜ」の答えを出します。人に自分

の意見を伝えられるようになることで、より深くより良い解法になっていくと思います。他

の人から意見をもらうことで、自分では気付かなかった発見があったり、そこから新たなテ

ーマを見いだせたりも出来ます。また他の子の発表を聞いた時も、小さな疑問でも言ってあ

げることでお互いに刺激になります。緊張した堅苦しい空間ではないので、意見交換しやす

いです。 

 第一期ということもあり、ゼミ合宿なるものはありませんでした。是非とも未来のゼミ生

に、恒例行事として企画して楽しいゼミを作りあげてほしいです！ 

言語についての知識はなくて平気です。むしろ、知識がない方がかえって良いかもしれない

と思います。私も言語学についての知識は他の授業でサラっと学んだくらいの、ほとんどな

い状態からスタートしました。興味関心の気持ちだけ持っていれば、「なぜ」が解明された

時にすっきりしますし、答えに辿り着くまでの知識が付いているので自然と賢くなっている

はずです！マイペースにこつこつと追求したい方は瀧田ゼミがオススメです！ 
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津留崎毅ゼミ 

   

 

2015 年度 

津留崎ゼミ 

メンバー 

（一部） 

 

 

 

 

津留崎 毅 

 
 

４年 菅原 綾香  

今年度、津留崎ゼミは「人称代名詞と照応」をテーマに、前学期は、The Cambridge Grammar 

of the English Language の Chapter17 ‘Deixis and anaphora’ の内容理解に、後学期は、代名詞照

応とバック・ピーターズ文の謎の解明に取り組みました。 

前学期の授業では、学生それぞれが、割り当てられた The Cambridge of the English Language

の Chapter17 の数ページを読み、ダイクシスや照応表現と先行詞との関係など、バック・ピ

ーターズ文の謎の解明の基礎となる現象について学び、ハンドアウトを作成して、解説・報

告するというものでした。与えられた課題にちゃんと応えることができるか不安に思ってい

ましたが、いざやってみると、先生が手助けしてくれるし、何より、自分でハンドアウトを

作成して、発表するので、頭にすんなり入ってきました。夏休みには、鈴木孝夫著『ことば

と文化』を読み、ブックレポートを提出する課題が出ました。これは、言語と文化に関する

入門書のようなもので、私たちにとっては、読みやすい本でしたし、ゼミ論を提出する上で

基礎になる、津留崎ゼミのゼミ生にはもってこいの本でした。 

後学期の講義は、津留崎先生が作成されたハンドアウトや補足プリントなどをメインに、

バック・ピーターズ文の謎解明に向けての考察を深めていきました。「同一指示」や「束縛

照応」など、聞いたことのないフレーズが多く不安でしたが、津留崎先生がわかりやすく説

明してくださいました。重要なところは、次の授業の 初に復習の時間をとって、何度も説

明してくださいました。 

12 月からはゼミ論を書くために、『ことばと文化』の第６章について詳しく学んでいきま
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した。これと同時にバック・ピーターズ文の謎の解明にも取り組みました。バック・ピータ

ーズ文については、大変難しいというのが印象でしたが、この１年で学んだことと照らし合

わせていくと少しずつではありますが、理解できるようになりました。これも先生が繰り返

し丁寧に説明してくださったからだと思います。 

津留崎ゼミは、普段触れない、聞かないようなワードがたくさん出てきます。しかし、普段

触れないからこそ知りたいと私は思いました。今まで何気なく読んでいた文章や聞いていた

ことばでも、人称代名詞や文構造に注意しながら読むようになりましたし、聞くようになり

ました。私自身４年生でのゼミの履修で、はじめの頃は４年生が２人で少なく、３年生が多

い中での講義で不安でしたが、講義内容やゼミ論など大変興味深いもので、楽しく講義を受

けることができました。今では津留崎ゼミでよかったと心から思っています。津留崎先生、

１年間ありがとうございました。 

 

原和也ゼミ 

 

 平慎司・神賀毬乃 

近年、ますますグローバル化が進むにつれ、日本人だけでなく世界中の国の方々と接する

機会が多くなってきました。国も違えばもちろん文化も異なります。挨拶一つとっても、国

によって多種多様です。異文化の方々と接するには、文化の相互理解が必要不可欠であり、
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お互いを対等な立場としてみることが出来なければなりません。原ゼミでは「文化と心理の

コミュニケーション」というテーマのもと、１年間様々な文献を読み、議論を交わし、異文

化に対する感受性とコミュニケーション能力を育んできます。 

  前期はリーディング・パケットを使って、この分野における主要な基礎概念と理論につい

て学びます。授業では、テーマごとに担当者を決め、担当者はハンドアウトを作成し、ディ

スカッション・リーダーを務めます。文献を深く読み込み、自分の考え方・伝え方をまとめ、

プレゼンテーションの練習を重ねることが不可欠です。もちろん大変な作業ではありますが、

この過程で得る経験は大きな財産となるはずです。 

  後期は主に、ゼミ論文作成のための学習と準備をします。前期で得た知識や経験を活かし、

自分で自由にテーマを決め、文献を読み進め、調査を行い、ゼミ論文を仕上げます。執筆中

の半年間は辛く感じることもあるかもしれませんが、書き終えた時の達成感・充実感はこれ

まで経験したことのないものとなるでしょう。また後期は、勝浦セミナーハウスでのゼミ合

宿もあります。ゼミ論文のための議論が中心ですが、遊ぶ時は遊びます。この ON と OFF の

切り替えが良いリフレッシュとなります。後期の授業では、次第に議論が盛り上がり、時に

話が尽きず、授業後に居酒屋に移動することもありました。 

この 1 年間、明るく和気あいあいでありながらも、真面目な雰囲気のもとで、とても有意

義な時間を共有できたと、ゼミ生の誰もが感じていると思います。様々なテーマでディスカ

ッションを重ねてきましたが、発言することが好きな方はもちろん、苦手な方も、原先生が

優しくサポートしてくださるため、 終的には自ら積極的に手を挙げて発言している自分に

出会えることができます。原先生、一年間本当にありがとうございました。 
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砂川 俊介 

中山 由梨奈 

小川 翼 

河東 由紀 

宗田 慧美 

高橋 ジェン 

高辺 浩一 

松野 里菜 

松井順子ゼミ  

 

 

  

YUKI KATO  

RINA MATSUNO  

YURINA NAKAYAMA  

TSUBASA OGAWA  

EMI SODA  

SHUNSUKE SUNAKAWA  

KOICHI TAKABE  

JEN TAKAHASHI  
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山泉実ゼミ 

４年 中島春太郎 

 4 年生までの大学生活を通して、一番充実していたのは山泉ゼミで過ごした時間だったと

改めて思います。ゼミを取るのが、4 年生になってからと遅れたのが大学生活唯一の心残り

です。学問に対する価値観をここまで変えたのは、後から先にもこのゼミだけでしょう。 

 山泉ゼミに入った切っ掛けは、特にありませんでした。 初、評価基準に、期末に提出す

る期末レポート 10,000 字プラスマイナス 1,500 字を含む、と聞いたときは正直尻込みしまし

たが、ぼんやりと言語学に関心があった私は、山泉ゼミの門を叩きました。山泉先生も明海

大学で初めてのゼミ生ということで、お互い手探り状態だった気がします。ゼミのメンバー

は私を入れ 3 年生の後輩、2 人と少人数で、こぢんまりとしていました。そのおかげ…と言

うのは変ですが、授業中に遠慮することなく質問をぶつけることができました。先生も、私

たちが理解できるまで時間を割いて説明してくれました。ゼミ論文提出が 1 月に迫る後期の

授業では、ゼミ生の理解度に合わせて授業内容を変更して、柔軟に対応してくれました。 

 山泉ゼミの一番の思い出は、ゼミ論文です。初めて経験する論文の作成には本当に泣かさ

れました。山泉先生は 2015 年度をもって明海大学を離れるので、明海大学で 初にして 後

のゼミ生として恥ずかしくない論文を、と意気込んだのですが、論文作成は想像以上の重労

働。とにかく本や論文を読み、灰色の脳細胞を働かせ、日夜パソコンを打ち続けました。

後の授業で発表し終えた後の達成感はひとしおです。 

 私はこの論文作成を通じて、様々な人の考え方を見てきました。今更ながら学問の価値を

深く実感したのです。3 年生の時にゼミを取っていれば、今頃は大学院の進学に向け真剣に

勉強していたと思います。私の好きな言葉があります。「人間は一生、学び続けるべきです。

人間には好奇心、知る喜びがある。それが人間の使命だからです。」 

 どのゼミに入って、どんな授業を受けてきたにしても、それが卒業要件を満たすための手

段であるなら、何の価値もありません。人によっては勉強出来る 後の機会になるわけです

から、ゼミを選ぶ前に、何のために取るのかよく考えてください。目的があって、ゼミに取

り組むなら、先生も本気で応えてくれるからです。 

 

３年 磯野裕一 

私たち山泉ゼミはゼミ生２人という少人数かつ、 初で 後のゼミです。人数が少ないが

故のメリット・デメリットはありましたが、充実した１年を過ごせたと思います。山泉ゼミ

では語用論について学習してきました。語用論とは何か簡単に説明すると、言葉の意味とは
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異なるまた別の解釈です。ここでは推測が関わってきます。例えば、教室で授業を受けてい

るとき学生 A が「この教室暑くない？」と言ったとします。すると他の学生が教室の窓をあ

けました。誰も窓をあけてと言っていないのに。別のパターンでは、いつも皮肉ばかり言う

人物が友人の着ているシャツを気に入って「素敵なシャツだね」と褒めてもその友人は、本

当は悪口を言っているのだと思い嬉しくありませんでした。このように言葉の意味とは異な

る解釈が生じます。簡単な説明でしたが、語用論には他にもさまざまな要素があります。 

年間を通して語用論に関わる学習をしており、前学期は語用論に対する理解を深め、後学

期は前学期の学習をふまえてゼミ論文に取り組みました。人数が少ないので先生の研究室で

お茶をしながら授業というスタイルで、まったりとした雰囲気のゼミです。前学期は、一人

が教科書の指定された範囲を読んで自分なりに理解し、レジュメにまとめて授業する。これ

を順番に行っていました。人数が少ないので一人が担当する範囲は広く必然的に負担はあり

ましたが、お互いに意見を出し合ったり、先生に詳しく教えてもらえる事も出来たので内容

の濃い授業でした。後学期は、論文を書くための授業となりました。 初の７回の授業で論

文をいくつか読み、論文の書き方を習いながらテーマを決め取り組みました。１０，０００

字の論文を今まで書いたことが無かったのでちゃんとしたものが出来上がるかどうか不安も

ありましたが、授業で論文を読んだことで、全体的なイメージができ、先生からアドバイス

を頂けたのでいい論文が書けました。 
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海外英語研修報告 

米国 UCLA 英語研修に参加して 

 

３年 現王園 優樹 

 今回の留学で私が得たことは四項

目あります。まず一つ目にアメリカの

文化を知ることができたことです。私

は事前課題でアメリカのことを調べ

ていたのでアメリカについて既に知

った気になっていましたが、実際のア

メリカに行くと日本との文化の差に

驚きました。具体的には、アメリカに

ある信号のシステムや寮に備え付け

てあったエレベーターの信頼性、車の

駐車の仕方などです。私は現在教職課

程をとっているので今後教師になっ

た時の話のネタが獲得できたと思い

ます。二つ目に新しい友好関係を築け

たことです。私が宿泊していた部屋の

ルームメイトは皆日本人だったので

友好関係を築くのは簡単だったのですが、クラスメイトや UCLA の生徒と友好関係を築くの

は難しいと感じました。同じ extension の生徒でも国籍が違うので共通する言語が英語しかな

いのでお互い拙い英語で会話して意思の疎通を図るので難しいと思いました。UCLA の生徒

はこちらの拙い英語をすぐに理解してくれたので、英語でコミュニケーションをしているこ

とを考えたら楽だったと思いました。私は今回の研修ではクラスメイトとは割と友達になれ

たと思います。また LINE などを交換できた方もいたのでこのような繋がりを獲得できたの

で一生ものの宝にしていきたいです。三つ目に、当然のことながら新しい表現や語彙などの

英語学習についての知識も獲得できたと思います。私は Intensive コースだったので Advanced

の方よりは学べたことは少ないと思いますが、自分の知識を増やせたので私としては満足し

ています。語彙以外にもジェスチャーなど中々教わらない事も教えていただいたので英語に

関する様々な知識が獲得できました。四つ目に、自分の英語の穴に気づいたことです。私は

今回の研修で今の自分の英語では伝えたいことを伝えられないと気づきました。この事は恐
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らく今回の留学がなければ真剣に考えなかったと思います。また、この事は私が今後英語を

学習する動機にも繋がるので、今回の留学で得た一番大きな成果だと思います。これら四つ

のことが私が今回の研修で得たものです。 

 

３年 小出 彩乃 

始めはホームシックにもなりそうでしたが、行ってみると、楽しく過ごせて、ほんとに充実

していました。授業の時にプレゼンをして、宗教について発表したグループがあって、それ

ぞれの宗教観を聞くこともできました。私は何の信教もありませんでしたが、エジプトの人

に、苦しいときとかに助けを求めたくなるけど、自分が信じているものがあれば、気持ちが

軽くなるでしょとまた、自分が信じられるものならなんだっていいということ、探してみた

らいいよ、と教えてもらいました。行く前の不安なんて、過ごしているうちに無くなってい

て、みんなと別れたり、LA のフレンドリーな、穏やかな感じが、今では逆ホームシックに

なっています。 

 日本人はシャイだとクラスの人や先生にとても言われました。実際、クラスにいた外国人

（日本人以外の人）はよく発言していました。一人本当によく話す中国からのおじいさんが

私のクラスにいましたが、先生やほかのクラスメイトがあきれるくらい話していました。恥

ずかしさなんてものは全くなくて、わからないことも発音の仕方も、質問も、とにかくよく

発言していました。授業で歌の歌詞を埋めるのもがあったのですが、その時は歌まで、歌っ

ていました。さすがにそこまでは私にはできないけど、できないけれど、そのおじいさんを

見習ってもっと積極的になりたいと思いました。

私の語学力ではまだまだ、と思ってしまって発

言したり、説明したりが嫌になったりもしまし

たが、先生やクラスメイトは、聞こうとしてく

れていたので、もっと話せればよかったと思っ

ています。そうしたらもっと仲良くなれたのか

な、って思います。これからは、英語でどんど

ん話していけるようになりたいです、そのため

にももっと英語日々の中で使おうと思います。

大学では、ESS があるからそこで、学外では国

際交流会などに参加して、積極的に英語を話し

て、英語に慣れたいと思います。学科は英米語

ですと自慢できるくらいに。 
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３年 住谷 香純 

 研修を通して、私が一番痛感したことは、積極性と発言力がいかに重要かということです。

授業はもちろん、買い物などでもロサンゼルスで生活している 3 週間、日々実感しました。

授業は、クラスごとに行われます。クラスは、現地に到着し 2 日目にテストがあり、その結

果に基づき分けられます。授業が一番、積極性が重要ということを実感した場でした。全て

の授業で、日本よりも断然、積極性、そして発言力が求められます。したがって、積極的に

なる分だけ授業も楽しめるのだと感じました。授業が終わり、ロサンゼルスの町を散策した

り、買い物をするうえでも、街中の人やお店の人が話しかけてきてくれます。そのような場

面でもっと積極的に会話をしようとすることが大切だと思いました。現地の様々な人と会話

をすることはリアルな英語に触れる、話す機会の一つであり、現地でしか味わえない楽しみ

の一つでもありました。また同時に強く感じたのは、自分の英語力不足でした。ロサンゼル

スでは、当たり前ですが何をするにも英語が必要不可欠です。英語から逃げることはできま

せん。したがって、日々英語力のなさをどんな場面でも痛感しました。ロサンゼルスでは、

このようにすべての面において、毎日何かを感じ、考えるような貴重な時間を過ごすことが

出来ました。 

 今回の研修により、国際理解や英語学習について研修前よりも考えることができました。

わたしは、今回初めて海外へ行ったので、実際にアメリカの文化に身を置いて、四六時中海

外の文化に触れる機会も今回が初めてでした。日本にいれば、日本人が多数派であり、ある

程度なじみのある文化や習慣であまり深くそれらを考える機会はありませんでした。いっぽ

う、日本人が少数派である海外に実際に行くと、なじみのない文化に戸惑いつつも、その文

化に合わせる必要があります。例えばお店の接客や街中の人々の雰囲気なども日本とは全く

違い驚くことも多くありました。しかし、その土地の文化を理解する一歩になりました。ま

た同時に日本の社会・文化を見直し、より理解する一歩にもなりました。 

 

３年 原 菜摘 

わたしはこの海外研修を通して、今までよりも英語で話すことに、そして自分自身に自信を

持つことができるようになりました。そして、英語を話し海外の方とコミュニケーションが

できる喜びを直接感じ、外国語を学習することがいかに大切なのかを再認識できた機会とな

りました。というのも、まず授業は英語で行われますし、そしてクラスメイトも私が知って

いるだけでもロシア、台湾、中国、ブラジル、アラブ首長国連邦、サウジアラビアなどと様々

な国から来ている方たちばかりですから、必然的に英語を話さなくては自分の意見や気持ち
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を伝えることはできません。どの方も人当たりがよく、そして英語でコミュニケーションす

ることに対して前向きだったのでわたし自身も勇気をもらいました。さらにわたしが感じた

のは、日本での英語の授業よりも座学が少なく、実戦形式で英語を体で覚える、コミュニケ

ーションする機会が多いということです。また、黙々とノートにメモを取ることよりも授業

内での発言といった積極性が何よりも重視されているのです。ですから、先生たちは常に生

徒に問いかけ、レスポンスを求め、英語を実践的に使

うゲームやペアないしはグループワークを多く授業

に取り入れていました。これらのことがあり、わたし

は UCLA のクラスで英語を楽しく、間違えることを

怖がらずに話すことができました。うまく自分の言い

たいことが英語でいうことができず悔しい思いをす

ることもありましたが、その分伝わった時の嬉しさも

強く感じられました。今回の海外研修を通して、積極

性を得られたことや、英語でほかの国の方と通じ合え

る喜びを再認識できました。それらに加えて、英語を

モノにしたい、もっと英語を学習したいという気持ち

が以前より強くなりました。 

 

３年 松村 雄太 

私は英語圏の国に行くのは今回が初めてであり、三週間の UCLA の研修を通して今までに

ない経験をたくさんさせてもらえたと思っています。現地でしか決して感じることのできな

い内容や、多くの人との出会いが私を大きく成長させてくれたと思っています。 

先ず始めに、失敗を恐れず積極的に話す姿勢です。前回のUCLA研修に参加した友人から、

外国人や授業について少しは聞いていましたが、私が思っていた以上に話す外国人に 初は

圧倒されました。基本的には、先生が会話の中で文法のミスに気がつき次第直す形式のため、

間違えても自分の為だとポジティブに考えている人ほど積極的に話せる環境だったのだと思

います。 

二つ目は、自分の意見には必ず理由づけするということです。日本人にはなかなか馴染み

がないように感じますが、与えられた質問に対してだけ答えるのではなく、何故そのように

考えるのかを論理付けて会話をするのが当たり前の環境であるのがアメリカという国であり、

外国人であるということを強く実感しました。会話を続けるためには重要なことであり、意

識して話すことが大切だということを学びました。 
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三つ目は、様々なジャンルの単語を勉強していくべきだということを認識しました。特に

Culture の授業では聞いたことがない単語が多く、質問を把握するのに時間が掛かりディスカ

ッションに時間をかけることができなかった経験がありました。中学校や高校で習う単語だ

けではなく、ニュースなども通して様々なジャンルに応じた単語を少しずつ覚えていくこと

が大切だと思いますし、もし次回留学するなら準備して、行くべきだという教訓にもなりま

した。 

四つ目は、調査研究を通して感じたことですが、ほとんどの人が将来なりたいものを明確

にし、大学で学んでいるということです。日本では、大学で将来やりたいことを見つける人

も少なくないと思います。しかしながら、調査した人は皆堂々となりたいものを語り、自信

を持って意見を言えることに対して見習うべき姿であるなと思いました。 

 

２年 大野 浩輝 

 私が研修中に驚いたことは、今回の UCLA Program に参加していた方のうち日本人の学生

が数多くいたことです。日本はこの時期が夏休みのため、日本からの参加者が多いとのこと

でした。また、このプログラムに参加していた方々は学生だけでなくすでに就職して仕事を

している方や、家庭をもっている方もいました。そしてほとんどの方が法学や薬学など、英

語以外の分野を専攻していました。そこで感じたのは、英語を専攻している自分はもっと英

語ができていないといけないなということです。一番実感しているのは研修前と比べてアク

セントを意識して、そして英語を話すことに積極的になれたことです。Listening, Writing, 

Reading はもちろん英語学習に必要不可欠ですが、何より Speaking が重要だと思いました。

日本を離れしばらく英語の環

境に身を置くことで、買い物

をするときも現地の方々と話

をするときも常に英語でコミ

ュニケーションをとることが

できました。 初はなかなか

自分の英語が通じずに大変な

思いをしましたが、そこであ

きらめずに自分から話してい

くことで少しながら自信がつ

きました。こういった姿勢は

とても大事だなと思いました。 
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今回の研修で、学習の他にも実にいろいろなことを学びました。海外でのトラブルとい

った様々な想定外の事態に備えて常に注意を払い、自分の行動に責任を持つことが大事であ

ると感じました。また、研修先で知り合った他大学の日本人学生や現地のUCLAの学生の方々、

クラスで一緒に学修をした外国の方々など多くの人と関わり、親交を深めることができまし

た。こういった新たな出会いを大切にしていきたいと思いました。また、Spoken 

Communication で行った英語でのプレゼンテーションやスピーチの経験は間違いなくこれか

らの英語学習に活かせると思います。失敗を恐れず積極的に自ら進んで行動することで、3

週間の研修をとても有意義なものにすることができました。この経験を決して忘れることな

く、今後の大学生活も充実したものにできるように頑張りたいと思います。 後に、このよ

うな素晴らしい貴重な体験をさせていただいたことに感謝しています。UCLA の先生方、引

率してくださった金子先生、Glass 先生、本当にありがとうございました。 

 

２年 勝又 恵里 

私は UCLA が行っている ALC プログラム(American Language Center)に参加しました。授業

は午前中に Academic と Culture、午後に DiscoverLA を選択しました。Culture の授業は２０分

ほどのコメディードラマを何回か観ました。とても早口なドラマもあり、字幕をみてついて

いくのもやっとでした。ほかの国から来た生徒たちは内容を理解して笑っていたりしていた

のですが、自分は理解できない時があり、少し悔しい思いをしました。もっとリスニング力

を上げたいと強く思いました。 

今回の研修で学んだことは積極的にいくことです。私が受けた午前の授業のクラスは、ペ

ルー、メキシコ、台湾の方３人とあとは日本人がほとんどでした。日本人は静かで控えめな

人が多かったのですが、海外の方たちは、とても積極的で印象を受けました。わからないこ

とがあればすぐ質問していた

り、言葉がわからなくても自分

が知っている言葉を並べて伝

えようとする姿勢を見習わな

ければと思いました。授業だけ

でなく普段の生活にいかして

いきたいです。わからないまま

にせず、間違いを恐れずに発言、

行動したいです。またアメリカ

は会話の量が日本に比べ多い
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と感じました。店員さんも話しかけてくれたり、電話している人が多い印象でした。授業で

もレスポンスを多く求められました。会話がとても大事なのだと思いました。 

 

２年 多喜川 歩美 

 はじめに、UCLA で３週間研修に参加するという貴重な機会を与えてくださった大学に、

研修に行くにあたり指導してくださった英米語学科の先生、ESS の先生方に、また理解し支

えてくれた家族、友人、陸上競技部の監督、仲間たちに、すべての人たちに感謝したいと思

います。私にとって、UCLA で３週間過ごした生活すべてが勉強であり、教室以外の場所も

すべてが学びの場でした。私がこの研修で得たものは計り知れなくて、なにと選ぶことも、

言葉にすることも難しいです。アメリカで過ごした毎日は刺激がそこら中に転がっているよ

うな毎日でした。あえて UCLA とは言わずアメリカといいます。UCLA のキャンパスや寮、

教室で先生やクラスメイトから受けた刺激はもちろんのこと、そこから出た街中や観光地、

またショッピング中に声をかけてくれた人たちや、観光地を案内してくれたガイドの方たち

からも受けた刺激は沢山ありました。刺激に疲れてしまう日も度々ありましたが、それでも

毎日が新鮮で楽しく、あの場で勉強できていることに感謝の気持ちでいっぱいでした。 

 私はこの研修であらためて外国語学習の難しさを目の当たりにしました。“外国語”とい

う意識を持っているということは自分にとって一番の母国語があるということです。私にと

っては一番に日本語があります。日本語の次に英語があります。そうなると自分が意識せず

とも勝手に出てきてしまうのがカタカナ英語です、日本語英語です。発音も片言で文法もめ

ちゃくちゃです。発音も文法も考え方も日本語と異なるからこそ苦戦します。今回の研修で

さらにその考え方は深まりました。でも、私だけでなく英語と母国語の違いに苦戦している

人は沢山いました。アラビア語やスペイン語などを母国語として持っている人たちは巻き舌

がすごく、発音に苦戦していました。イタリア語を話す子はアルファベットは同じなのに発

音が異なるからこそ難しいと話していました。ベースに持っている言語が違えば苦戦するポ

イントが異なります。UCLA の先生方は英語を学ぶこと、習得することへの近道は声に出し

て話すことだと繰り返しました。そのことで自分の音が自分の耳に入り、先生やテレビから

の音との違いでよりネイティブの音に近づけるからと。まずは声に出すこと、音を真似する

こと、間違えることを恥ずかしがらないこと。これが今回の研修で私が外国語学習で大切だ

と考えたことです。自らがそのことを忘れず、実践していきたいと思います。 

 そして、大学卒業までに自分ひとりで海外に出てみたいです。高校生の時に訪れたオース

トラリアへ行って当時のホストファミリーに会いに行きたいです。自分の英語を頼りに、自

分の英語を試しに。カナダにいる幼馴染も訪ねてみたいです。母国語としての日本語を失っ
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た彼と英語で会話してみたいです。久しく共通の言葉を持っていない私たちの会話はどこと

なく他人行儀で、不自由に感じる、その壁を壊したいです。 

 

２年 星野 健人 

私が今回の語学研修に参加出

来て一番良かったことは、私と

同じように英語を必要とし、使

えるようになりたいと望む様々

な国籍の人達に出会えたことで

す。授業を通して、多様な国の

英語に触れ、発音やアクセント、

文法、語彙など、彼等も私と全

く同じような英語の悩みを持ち、

頑張っているのだと知ることが

出来たのはこれからの私の外国

語学習の大きな励みになると感

じさせてくれました。 

私は今回の経験を語学学習と

これからの生活の両面で役立てることが出来ると考えています。UCLA の語学研修の授業で

学んだいくつかの学習方法は英語だけでなく他の言語学習にも応用が利くものだと思うので

自分の学習に取り入れたいと思います。またこれからの大学生活では、私にとって全てが目

新しかったアメリカの人々や彼等の生活振り、日本との間に感じたギャップ、不思議に感じ

たこと、疑問に感じたことなど、現在私が関心のある学問分野である異文化コミュニケーシ

ョンの研究に生かしていきたいと思います。今回私が見習いたいと感じたアメリカ人のコミ

ュニケーションのスタイル、快適な対人関係を作る術などは大学生活や私生活だけでなく就

職や、仕事先でも必ず役に立つ時が来ると思うので、この先も今回の研修によって得ること

が出来た貴重な経験をしっかりと胸に留めて、少しでもこの先に生かしていきたいと思いま

す。また、今回の研修が終わって、是非また別の英語圏の地域でも語学留学を体験したいと

強く思ったので、その機会があった時に今回の経験を基に異文化理解や英語力向上を目指し

たいと思います。 
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英国カンタベリー･クライストチャーチ大学英語研修に参加して 

 

３年 板谷 和樹 

今回この研修を通じて得た事とは、「英

語に対する向上心」と「海外の文化と触れ

合った」ことである。英語に対する向上心

とは、イギリスという英語しか使えない環

境の中で勉強をすることで自分の英語の

レベルが知ることが出来たことが、今回こ

の研修に参加して一番良かったことであ

ると考えています。自分が考えていた以上

に、英語を使ってコミュニケーションを続

けることが出来ないことを知りました。し

かしながら、これらの経験をしたことによ

って近い将来、英語を使うことが出来ると

いうアピールで企業に就職するにはまだ

まだ力不足ということが分かりました。そ

のため研修中も英語を使用して現地の学

生たちとコミュニケーションを取って英

語力を向上させたり、レストランにいって

日常会話程度の英語なら伝えることが出来るのかなどを試しながら英語の力を伸ばしていき

ました。今回の研修では日本人の方が多くて 初は思っていた環境とは違いましたが、逆に

自分よりも英語を話せる人を見ることによって自分の中で英語に対して取り組むことが出来

れば、自分もあのレベルまで話せるようになれると思いモチベーションが上がりました。こ

の自分が思っていた以上に英語を使ってコミュニケーションを取れなかったこと、そして英

語を使って仕事をしていくことを考えるならば、もっと英語を学修しないといけないと分か

ったことが今回の研修で大きな 1 つのポイントだと考えました。 

 2 つ目のポイントとしては、実際に海外の文化と触れ合えたことが今回の研修の中で大き

なポイントだと思っています。実際に聞いたりするだけで海外の文化に対して触れ合った気

分でもいても、実際に自分自身が現地にいってコミュニケーションを取ってみないと、国際

理解は出来ないと思いました。今回の研修の中ではイングランドの歴史を学ぶ授業などがあ

り、これらの出来事は現地だからこそ出来る貴重な体験でした。現地の学生に、なぜイギリ

ス英語を学びに来たの？などを聞かれてアメリカ英語とイギリス英語に対する意識の違い等
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も知ることが出来て楽しい経験でした。またイギリス英語は私たちが普段勉強をしているア

メリカ英語とアクセントが全く違うためイギリス英語を学ぶということに対しても英語に対

する意欲が湧きました。 

 

２年 金子 実果子 

私は一人暮らしをしたことがなくて、今回の研修で初めて親の元から離れて生活をする上

でひもじい思いをしたり、家族以外の人と共同生活をして料理や洗濯などを自分でしなけれ

ばならなくて、親のありがたみを身にしみて感じました。お金の面でも精神的にも親の援助

があったからこそ実現できた研修だと痛感しています。カンタベリーのお店は夕方の 6 時く

らいには閉まってしまい、買い物ができなかったということが時々ありました。 初の頃は

もっと営業していて欲しいと思っていましたが、仕事をしている人たちをおもえば、夜は少

し早い時間に家に帰って家族と一緒に夕ご飯をたべてゆっくりするために、夕方 6 時にお店

が閉まることは妥当なのではないかと考えました。日本にいて遅い時間までお店が営業して

いて、24 時間営業しているお店もあって忘れていたけど、本当はそれが普通なのだと感じま

した。そんなに遅くまでお店は営業する必要はなく自分達の生活を大事にするべきだと思い

ました。 

授業のなかで、会話の中での相手の話の上手な聞き方を学びました。相手の話を聞いてい

るときは、相手に「あなたの話をきいている」と思ってもらうために、しっかりと目をみて

聞く、相槌やリアクションをきちんとする、全身で集中する等の方法を教えてもらいました。

あたり前なことではあるけど、日本人はあまりこのようなコミュニケーションのとり方をし

ないので、英語での会話はこんな風にやるんだよと先生に言われました。単純に英語で話す

だけではなくて、英語独特のコミュニケーションのとり方があるとわかったし、こういうこ

とはこういう機会でしか学ぶことはないんだなとおもったし、文法とか単語だけではなくて

そういうことを教えてくれる先生は初めてだったので印象に残りました。 

いままでの自分は引っ込み思案でなにをやるにも躊躇しがちだったけれど、今回の研修で

授業に参加したり普段の生活をするうえでも、自分の意見や要望を言わないと相手には伝わ

らないということを実感しました。日本は察する文化で言葉でわざわざ言わなくても相手の

ほうからくみとってくれるけど、日本から出たらどんどん自分を出していかないといけない

と思いました。今回の研修で英語以外のことも勉強して、自分にとっていい経験になりまし

た。他の人との上手な関わり方、親から離れて自立すること、自分が好きなことといやな事

等、いままであまり考えたことがないことを意識しました。これからの自分の指針が見えて

きて研修に参加して良かったと思っています。 
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２年 工藤 仁生和 

今回の研修を通してたくさんのことを得ることができました。まず、私にとって海外に行

くことは初めての経験で、私の準備はパスポートを用意するところからでした。パスポート

の取り方などもわからなかったので、発行するのに思ったより時間がかかることを知って驚

きました。他にも、海外で暮らすために必要なものを考えたり、注意すべきことを教わった

りと、私にとっては準備の段階から新鮮で、得ることが多々ありました。そして行き先がイ

ギリスということで、長時間飛行機に乗り、途中で日付が変わるという感覚がよくわからな

くて少し変な気分になりました。飛行機から降りて周りが外国人ばかりなのを見てやっと海

外についたという実感がわき、移動中の景色にわくわくしながらも同時に英語の授業や、日

本語が通じないということを改めて思い不安になりました。しかしそんな不安を吹き飛ばす

かのように、授業はとても楽しく毎日受けていると英語にも慣れ、気楽に受けることができ

ました。 

 私が授業で学んだことは、うまく言えなくても伝えたい事を口に出すということです。

初は自分の考えがうまく伝わらなくて悔しくなりましたが、帰ってから授業を思い出してど

ういう文法が正しかったのかゆっくり考え、次の日使えるようになると自分に自信が持て、

もっと話せるようになりたいと思うようになりました。授業は主にスピーキングが中心とい

ったものが多く、初めは人見知りなどで、皆の前で発言することに戸惑いがありました。し

かし何日かすると、黙っていることが恥ずかしいと思うようになり、授業で積極的に発言で

きるようになりました。そして放課後や、休日も街に出かけたりする時、店員さんと話した
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り、犬を散歩させている人と少しだけど話したりできました。思い出に残っているのは、ロ

ンドン行きの電車の中で一緒に乗り合わせた人達との会話です。たまたま同じミュージカル

を見ていた人達と出会ったり、犬を連れたおばあさんとお話したり、とても楽しかったです。

このように、授業でもそれ以外でもたくさんの良い経験をしました。留学というものは不安

だったけど、思い切って参加してみてよかったです。   

 

２年 中島 実穂乃 

今回、イギリスへの留学は、行くかどうかギリギリまですごく迷っていました。何よりも

お金の問題で親にも負担がかるし、大丈夫かなと不安でした。しかし、両親は私に、きちん

と勉強して、何かを学んでくれるのであれば行ってもいいよと言ってくれたので、今回なん

とか行けることになりました。正直、３週間というのはものすごくわたしにとってはあっと

いう間で、本当に一日一日が濃く充実した生活で、毎日のことが今でも記憶に残っています。 

 私は 初のプレイスメントテストで、一番上のクラスにいきなりぶちこまれ、いきなり授

業が始まりました。どんな人たちなのだろうと不安と期待もありました。しかし、少しがっ

かりだったのは、生徒のほとんどが日本人だったことです。でも、がっかりしたのはほんと

に一瞬でした。私が一番驚いたことは、授業中はたとえ日本人どうしであっても、絶対日本

語を話さず、皆が皆英語どうしで話していたところです。休み時間の時でさえも、皆英語で

会話していました。本当に感心しました。 初のクラスは本当についていけなかったので、

ひとつ下のクラスにしましたが、それでも皆英語だけで会話していて、本当にすごかったで

す。 初は、私はこういったことが初め

てだったので、少し戸惑い気味でしたが、

これはいいチャンスだ、と思いだんだん

と自分自身もクラスの子達と雑談など

も英語だけで話すようになれました。 

 三週間を通して、 初はついていけな

くてすごく悔しい思いばかりして、学校

に行きたくないなとも思ってしまいま

した。しかし、考え方を変えて、これは

普段、明海大学では経験できないチャン

スだ、と、頑張れることができ、 後の

方はほんとに楽しんで授業を受けるこ

とができました。また、授業以外でもイ
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ギリスの文化などもすごく体感できたので、また貯金をして、行く機会を作り絶対に戻って

こようと思いました。 

今回の研修で、本当にいろいろな経験ができました。それによって、私は今まで全く考え

ていなかった卒業後のことも、考えるようになりました。自分はまだまだ社会に出るために

は英語力が足りないとすごく痛感もさせられました。得にボキャブラリーが本当に足りなく

て、言いたいことが言えなくてもどかしい思いもしたので、これからの日々の学習で、得に

重点を置いて学習していきたいなと思いました。それに、やはり英語の実践力をつけるのに

は、何よりもネイティブの人たちと会話しなくては、と感じました、しかし、普段普通に日

本で生活していては、全くと言っていいほどその機会がありません。なので、私は国際交流

パーティーや、オンライン英会話などを使って、積極的に自ら話せる機会をつくって行こう

と思いました。英語を話す機会をなくさないようにして、この研修で学んだことを無駄にし

ないようにしようと思います。 

 

２年 中村 翔太 

私が今回の研修を通して得たものは協調性の大切さだ。イギリスに行く前、私は協調性が

異文化で生活していく中で必要なものだとは思っていなかった。むしろ高いお金を払って 3

週間で何かを得るために異国へ来ているのだから、こういったことは何かを学ぶのに邪魔に

なってしまうともおもっていた。しかし、いざイギリスの学校での授業が始まったら、その

大学に外国人はほとんどおらず、いても先生か、クラスが全然違うため滅多に会うことのな

い生徒が 2,3 人いるだけというような環境だった。当然授業も日本人だけで、その光景を見

て正直自分のモチベーションは 1 度ほぼなくなっていた。 

しかし、1 回目の授業で私は上から 2 番目のクラスに振り分けられ、そのクラスは日本人

だけなのにもかかわらず生徒全員が細かい相槌まで英語を使っていて、まるで教室にいる生

徒全員で協力して、そういった空気を生み出しているように見えた。その状況を全くのみこ

めていなかった私は授業中わからなかったことを英語ではなく日本語で質問してしまった。

彼らは私の質問を当たり前のように英語で返し、彼ら自身の言葉で説明してきた。私はその

ような空気を壊してしまったような罪悪感を抱いてしまい、その時間の授業は全く集中でき

ず終わってしまった。その授業が終わり私が思ったのは、彼らは英語がうまくなりたいって

いう目的を果たすために、全員が高いモチベーションを維持したまま協力したのだと感じた。

次の日の授業から私は違うレベルのクラスに移動になり高いレベルのクラスで授業を受ける

ことはなくなってしまった。そして移ったクラスはそういった空気のクラスではなく、普通

に日本語が飛び交っているクラスだった。私は高いレベルのクラスで感じたものを感じただ
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けで終わらせたくなかったし、自分が成長するためにも絶対に行動しなければいけないと思

いなるべく英語のみで会話することを心掛けた。 

しかし、それはとても難しいことで、なにか自分が伝えようとするときに相手に伝わらな

くても、日本語が通じてしまうので、結局日本語に甘えてしまうことが 初は多かった。し

かし、何日か経ち自分と同じようなことを思っていたクラスメイトたちも英語で伝えようと

する努力をするようになり、 後の一週間は私が 初に入ったクラスの雰囲気に近いもので

あったと思う。実際英語でなるべく話そうとみんなで話し合ったわけではなかったのできっ

と、高いモチベーションをもっていて、英語がうまくなりたいと思っている人たちにみんな

が協力しようと思うことができてそういった空気が生まれたのだと思う。これはイギリスで

しかできないことではないと思うし、こういった雰囲気の授業を受ける人たちが普段の大学

生活でも意識できれば、生徒のレベルもかなり向上するなと思ったし、これを感じた以上、

自分自身も今後この姿勢を貫いて周りに影響を与える存在にならなければならないと感じた。 

 私はこの研修で、日本の良さは何かというのを真剣に考えた。私は 3 週間イギリスで生活

して、イギリスという国は日本とどこか似通ったところがあるなと感じていた。それは、昔

日本がイギリスの文化に影響を受けていたこともあるという話を聞いて、より一層強くそれ

を感じ、イギリス人のどこか落ち着いているところや、階級を重んじるような文化があるよ

うなところにさらに近いものを感じた。ただ、日本と違っていると思うようなこともたくさ

んあって、たとえば街を歩いていて、その町並みはイギリス独自のオリジナリティーのよう

なものを感じるが、日本で東京などの都会を歩いてみると、日本のオリジナリティーという

よりも他の国からの影響を受けているように感じる。これはいい意味で捉えると、日本は違

う文化をどんどん受け入れて、グローバル化に積極的だとも取れるが、悪くいってしまえば、

オリジナリティーのない街並みに日本の魅力は存在するのかという疑問を感じた。結局 3 週

間生活して、真剣に考えれば考えるほど日本の良さは見つからなかったが、漠然と感じたの

は、日本は住みやすい国だということだけだった。これを感じた以上、私がもし世界に出て

仕事をするときこの良さをどんどん伝えていかなければならないと思う。このことを考える

ことでこのような素晴らしい魅力をもつ日本を好きになれたし、今後日本がよりよくなるよ

うに何かしたいと思うようになれた。 

 

２年 善志 瑞歩 

研修以前は、ネイティブの先生と英語でお話しすると頭のなかで文法や「これであってい

るかな、間違っていないかな」などといった不安がありお話しするのが苦手でした。しかし、

イギリスではすべてが英語なので英語を話さなければいけません。不安ながらも英語を話し
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ているうちに「話すことに意味がある」ということに気づき、後半には躊躇なく先生に質問

したりできるようになりました。また、現地の大学の先生方はみな優しい方ばかりなので戸

惑っていると話しかけてきてくれたり、私がうまく英語で伝えることができないときがある

とサポートしてくれることが多々あり、そのおかげか自信喪失をすることありませんでした。

むしろ、もっと頑張ろうと思うことができました。また、同じクラスの子たちも積極的に授

業を受ける姿勢だったので自然にみんながそういったような雰囲気になっていて、とてもい

い雰囲気のなかで授業ができました。わたしは、この留学を得て、英語をもっともっと習得

するようになるためには、writingも大事ですがやはり speakingも大事であるとわかりました。

英語を文章で書けたとしても、いざ話すという状況になるとなかなか話すことができません。

ネイティブの方々とたくさんお話しすることで習得率も高くなり、同時に writing もできるよ

うになった気がします。また、自ら進んで学ぼうとする姿勢、向上心を持つことが大切でわ

たしは以前よりも一層そういった気持ちを持つことができました。そして、なによりも英語

を話すことへの躊躇心がなくなり自信を持つことができました。listening もたった 3 週間だ

けでしたがずっと現地の早い英語を聞いていたので、リスニング力も上がった気がします。

やはり、毎日英語に触れることがいかに重要であるか気づかされました。 

そして今回、寮生活だったのですが寮生活のなかでも得たことがいくつかあります。それ

は、みんなで協力しあうことの大切さと勉強意識を互いに高めあうことができたことです。

みんなで料理をつくったり、どこかへお出かけたりなど協力し合うことでスムーズに物事が

進んだり楽しい雰囲気で過ごせることができました。また、誰かが寝坊しそうになったり、

宿題を忘れそうになっていたりすると教えてあげたり注意し合ったりして常に留学してきて

いるという意識を高くもつようにみんなでするようにしてきました。これは寮生活だからこ

そできることであると感じました。 

私は、この留学に行く前に行われた面接のときに「英語で話すことに自信がないので、そ

んな自分を変えて自信を持つようになりたい」と言いました。実際、留学から帰ってきてど

うだったかというと以前よりも数倍自信を持つことがでました。なので、今後は授業で積極

的に英語で発言していくのと、ネイティブの先生とたくさんお話していきたと思います。こ

のカンタベリーへの留学には、１０人しか選ばれない中選ばれたのですからこの貴重な経験

を糧にし、必ず無駄にしないことを意識して生活していこうと思います。 

 

１年 大里 明日香 

短期留学でも学び得たことはたくさんある。まずリスニングスキル。特に自分の好きな洋

楽を聴いたときに実感している。歌詞の意味が理解できたり、言っていることがどんな意味
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だったのか気付いたものも多かった。他にも外国のテレビ番組やラジオ番組などで今まで聞

き取れていなかった部分が理解できるようになったので英語をもっと聞きたいと思うように

なり、向上心も得ることができたと感じている。そのほかにも、現地の先生から教わった勉

強方法。例えば普段何気なく聞こえてきた英語の意味を考えること、ドラマやアニメのセリ

フを書き取ってみることなど、日本で普段できる勉強法を得た。また、スピーキングスキル

も身についたと感じている。発音は悪ければ何も通じなかったので、自分でも自信がつけら

れるくらい、きれいな発音で話せるように練習し、実際に話したとき通じることが多くなっ

たので以前よりも発音はよくなったと思う。 近、外国人の友達や先生との会話をしている

ときや学校でリスニングをしているとき、相手が何を言っているのか理解できるものが多く

なった。そして英語を聞いたり話したりすることが今まで以上に楽しく感じるようになった。 

 また、知り合いや友達もできて自分の英語がスムーズに通じるようになったのでリスニン

グ、スピーキングに今まで以上の自信がついた。そし

てその自信がついたからこそ、現地の店員や寮の係の

人たち、その場にいただけの人たちとも仲良くなれ、

帰国後もアメリカやオーストラリアの友達がたくさ

んできたのでコミュニケーション力がついたと実感

できている。そしてもちろん、日本とは文化が違うこ

とはたくさん体験しながら学ぶことができた。この留

学でできた現地の知り合いや友達にまた会いたいか

ら自分の英語の勉強のモチベーションがさらに上が

っている。現地に住むとやはり自分で解決しなければ

ならない問題がたくさん起こるので私にとってこの

留学は自分自身を成長させるのに良い経験になった。 

 この留学の経験は、将来、国際関係の仕事につきたいという夢もあるので留学の経験を持

ったことでまた夢に繋がる一歩になったと感じた。さらに現地に住んでいる友達にまた会い

たいという気持ちと、カンタベリーやロンドンへまた勉強か旅行で訪れたいという気持ちに

も繋がり、自分の中では特に大きなモチベーションとなった。 

 

２年 佐藤 栞奈 

私が研修で得たことは、3 つあります。一つ目は、自分から話さないと英語は上達しない

と実感しました。初めて、CCCU に行って教室に入ったときは日本人のみで驚きました。は

っきり言って、これじゃあ日本人しかいないし英語なんて上達しないまま 3 週間終わるのだ

ろうなと思いました。しかし、教室にいる人はみんな英語で話していて、クラスメイトも日
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本人なのに英語で質問していました。そのような環境で 3 週間過ごしたおかげで、わからな

い事があると英語を話さざるを得ない環境なので、自然と上達しました。恥ずかしがって、

もじもじしているよりはまちがってもいいからまず話してみようというチャレンジすること

を得ました。実際、日本に帰ってきて、ネイティブと授業をする IE の授業も私のクラスは日

本語で私語をしがちでしたが、英語でそういう話をすることで意識が高まりました。 

二つ目は、以前よりもネイティブと話しやすくなりました。今現在私はネイティブと話す

機会が IEの授業がある週2回しかなく、授業があるときも積極的に話そうとしませんでした。

ですが、今では廊下ですれ違う時に話したり、先生に今回の留学の話をしたり、フリートー

キングができるようになりまし

た。イギリスにいるときは、授業

が終わった放課後のアクティビ

ティーしか現地の学生と交流す

ることはできませんでしたが、私

が仲良くなった学生は私のかた

ことの英語を理解しようとして

くれ、かつ私が解り易い英語で話

してくれたので、それがとても自

分の自信につながりました。 

三つ目は、語学を学ぶだけでは

なく、経済や政治にも目を向けな

ければならないと思いました。授

業の中では、海外の難民の問題に

ついて話し合ったことがありま

した。その時に、なにも知識がない私はとっても恥ずかしい思いをしました。ただただ、文

法や単語を学ぶことが大切なことなのではなく、海外の歴史や文化などのたくさんの分野に

ついて知ることが大切なことだと改めて思い知らされました。 

 

1 年 渡邉 夏穂 

初めての海外研修でイギリスにいきました。日本では学べない多くのことを学ぶことがで

きました。授業では自分の意見と理由を求められます。なぜそう思うの？なぜそう考えたの？

授業では”Because～”が口癖のように使われていました。日本の授業では正解だけを答える

のが多いですが、イギリスでは違いました。正解でも不正解でもなぜそう考えたの？他の人
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はこの意見に対してどう思う？他の意見はない？と先生がすぐに答えを教えるのではなく、

生徒自身やクラスのみんなで考えることが多かったです。そのため自分の意見を持つことと、

自分で考える習慣がつきました。さらに自分からいろんなアイディアをださなければならな

かったため、自ら発言する習慣も身に付きました。海外研修を通じて自分の意見が正しい、

正しくないに限らず発言することに意味があると学びました。国籍も言語も違う人たちと、

英語を通して意見を交換することは楽しかったです。育った環境も違う人たちから出る様々

な意見を受け入れることも大事だと思いました。 

いろんな国の人がいて、生まれも育ちも言語や習慣、宗教も違う人と触れ合うことで得た

ことで広い視野を持つことができました。自分の夢やこれからの将来を考える時にイギリス

で学んだ経験を生かしていろんな角度から物事を

考えたいと思います。また職業の選択や、自分の人

生の生き方を考える時に視野の広さを生かせると

思います。これからは外国の方と積極的にかかわっ

ていきたいです。研修を通して多文化に触れること

ができました。実際に体験することで以前よりもイ

ギリス人の人と親しくできると思いますし、お互い

に理解しやすくなると思います。日本は島国のため

他国に比べて外国の人に触れる機会は少ないと思

います。だからこそこの研修は私にとってとても価

値のあるものになりました。この経験はこれから私

が仕事を選ぶ際に生かされると思います。 
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オーストラリア CQ 大学英語研修に参加して 

 

３年 本田 麻奈 

今までは英語を話せるようになりたい。という漠然としたことだけを考えていました。今回

の英語研修を通して、中学から約 10 年間英語を学んできて、あまり身についていないことを

実感しました。言いたいことがあるのに返答できないこと、とっさに言葉がでなくなる、単

語が出てこなかったりわからなかったりで会話が続かないことが多くありました。今まで授

業で英語を勉強してきたけれど、海外に行ったときに使えるようなレベルではないというこ

とがわかりました。このようなことがあり、もちろん日本で安く簡単に英語を学ぶことも出

来ますが、私は海外留学をして、日本語から離れて英語を勉強するほうが自分にとっては良

いと考えます。そのため、今回 1 ヶ月という短い期間の海外研修でしたが、今後は長期で海

外で英語を学んでみたいと今まで以上に強く思うようになりました。 

 クラスメイトは全員アジア人。私のクラスは１２人でモンゴル、ベトナム、中国の人達で

した。授業初日、緊張しながら入室すると、みんなが明るく迎えてくれました。みんな、気

さくに話しかけてくれたり、お互いの国につ

いて話し合ったり、とても充実したクラスで

した。授業も今まで日本で習ったことのある

内容がほとんどでしたが、それを英語で再び

教わるというのは新鮮で、また自分自身忘れ

かけていた部分もあったので改めて教わる

ことができて、とても勉強になりました。ま

た、モンゴル人の何人かが、日本にとても興

味を持ってくれて、日本語を教えたり、日本

の文化、日本の音楽など教えていたのですが、

そこで、自分があまり日本について知らない

ことに気づきました。そのため、英語だけで

はなくて、日本についてもっと知っておくべ

きだと思いました。今回のクラスメイトのほ

とんどがアジア人でしたが、同じアジアでも

文化の違いや共通点がたくさんあって、それ

を知るのがとても楽しかったです。また、ア

ジアのことだけでなく、オーストラリアのこ
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とでも、知らないことが多すぎて、もっと国際理解を深めてたくさんの国の人達と関わって

いきたいと思いました。 

 

２年 大塚 桃加 

 私がこのオーストラリア研修で得たこととして、まず自分の英語力のなさについて改めて

自覚することができました。ホームステイだったこともあり、英語で会話することが多く、

言いたいことをすぐ思うように言えないということが幾度かありました。それでも、必死に

言いたいことを伝えようとすることで、ホストファミリーも一生懸命理解しようとしてくだ

さり、意思疎通をはかることができました。 初はなかなか伝えたいことが伝えられなくて

も、頑張って伝えようとすることでコミュニケーションをすることができるのだということ

を学ぶことができました。ただ、将来英語の教員になりたいという夢があるので、それをふ

まえてもっと英語力をつけていきたいと強く思うことができた研修でした。また、ホームス

テイをさせていただき、沢山のオーストラリアの文化や習慣に触れることができたので、と

てもいい経験になりました。私がその中でも 1 番驚いた事は、オーストラリアの食文化です。

私の家では毎日、朝食と昼食は同じものでした。夕飯はワンプレートで、基本的にお肉がメ

インのものでした。野菜は少なく、人参やじゃがいもが多く出されました。私はそこに日本

との大きな差を感じました。そして、オーストラリアに短期留学をして 1 番よかったなと思

うこととして、現地の人々が本当に優しく親切で感動しました。ホストファミリーはもちろ

んとても親切で優しく、とてもユーモアに溢れている方でした。それだけではなく、町を歩

いている人に困って道などを尋ねた時困っているそぶりを見せただけでも声をかけてくださ

る人が多くいました。日本人も確かに親切だと思うのですが、私は日本人以上にオーストラ

リアの人々は親切に感じました。とても充実し 1 カ月を過ごすことができ、また近いうちに

オーストラリアに行けたらいいな、と思っています。 

 

３年 星野 健人 

今回のオーストラリア海外短期研修では、本当に多くのことを学べたと思います。私は一

度、同じ英語圏の国であるアメリカにも短期研修で訪れていますが、その時には感じなかっ

たこと、気が付かなかったこと、考えなかったことを多く発見し、学びました。オーストラ

リアで も印象的だったことは、「外国人」の多さでした。オーストラリアが国の政策とし

て移民を多く受け入れていることは事前学習で学んでおりある程度予想はしていましたが、

良い意味で裏切られました。道を歩けば 3 ヵ国４ヵ国語が聞こえ、オペラハウスのあるサー

キュラー・キーのような観光地に行けば 5 ヵ国６ヵ国が当たり前のように飛び交っていまし
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た。そんな多様な人々、言語、文化が入り混じるにも関わらず、人々は非常に上手く自然に

共存していて、平和な州を維持できているというのが も驚いたことでした。将来的に日本

も移民を受け入れていき多国籍国家となるなら、シドニーから見習えることはたくさんある

と思いました。 

 今回の研修の体験は多くの場面で生かせると強く思いました。オーストラリアでの研修は

自分がこれから社会や世界の動きについて学びたいと思えるようなきっかけを与えてくれた

し、知らなければならないだろうという危機感も与えてくれました。自分が今のうちにして

おくべき課題もたくさん発見できたと思います。そこで私は今後この経験を自分の将来の仕

事で生かせると一番良いと思います。職種によっては直接生かすことは難しいかもしれませ

んが、考え方の多様性や価値観の多様性、多国籍という環境を肌で感じた自分だからこそで

きることがあるはずなので、社会で探して生かしたいと思います。また、自分がしてきた体

験は本当に貴重なものだったし、大学生であるうちにできたというのも大きなことだと思う

ので、身近な人たちにも海外留学の重要性やどんなことを得られるのかなどを是非伝えたい

と思います。今回のオーストラリア短期研修は本当に有意義なものだったので、この経験を

無駄にしないようにしたいと思います。 

 

１年 市村 晏奈 

 この研修を通して得たことは一つの大きな事実である。それは、古くからの文化、自然と

ともに生きる現代のオーストラリアとはどういう場所かだ。 

 ある時、私がサーキュラー・キーへ行った際、にぎやかな音楽が私の耳に入った。近くに

は数人の人が集まっており、写真を撮っていた。近づいてみるとそれは路上で行われていた

アボリジナルのパフォーマンスだった。その文化については事前学習であらかじめ学んでい

たが、路上でこのようなパフォーマンスを生で見ることができるとは思わなかった。日本で

は到底体験できない事だと思う。そしてまたこれが、いつでもこの風景を見ることができる

から驚きである。この栄えている駅周辺で原住民がパフォーマンスをしても全く違和感がな

いのだ。むしろかなり溶け込んでいて、これこそがこの町とでも言っているかのような気さ

えする。原住民の特殊な楽器を使ったそのパフォーマンスは、バックグラウンドで流れてい

る今どきの音源とかなりマッチしていてとても良いもので、これは現代と元代のコラボレー

ションだ。現代に生きながら日常で原住民の文化に触れることができる環境は、日本ではな

かなかないと思う。少なくとも私の住んでいる地域ではない。その文化は昔のものといえる

が、その昔が今も生きている町は日本にはない良い点だ。あそこに行ってあのパフォーマン

スを見逃すのはかなりもったいない。 
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 私の住んでいる地域、東京ではそれほど多くの自然を見ることはできない。ましてや、シ

ドニーで見たような大きな公園があるわけでもない。これを踏まえて私は自然の多さから、

これが本当に国で一番人の多い地域なのかと疑いたくなった。シドニータワーから見た眺め

で東京とシドニーの自然の多さの違いは一目瞭然である。都心にいながらハイド・パークや

ロイヤル・ボタニック・ガーデンのような緑豊かな場所が同時に存在し、現代の建物に埋も

れることなく、町をより豊かにしている。とても美しい町だと思う。 

 

２年 大山 真美 

 研修前は何に関しても不安なことばかりでした。 終オリエンテーションで一カ月間共

に過ごすパートナーと対面して同い年、同じ学年でも初対面で一カ月という長い期間仲良く

過ごせるだろうかという不安やオーストラリアでの食生活か自分に合うのだろうかなど他に

も不安要素がありました。研修が終わり改めて振り返ってみると、一カ月一緒に過ごしたパ

ートナーもホストファミリーともわだかまりなく過ごせたことが何よりも良かったことだと

思います。食生活については、ホストファミリーにとても気を遣ってもらってとてもありが

たかったです。 

私は今回の研修で学んだことや貴重な経験を、今後写真を見て振り返ったり、シーキュー

ユニバーシティーでクラスの皆と学んだ証拠であるノートを見たりしながら、自分が一カ月

という長いようでとても短い時間を過ごしたことを思い出し、今後の学習の励みにしたいと

考えています。また、この研修で過ごした一カ月より更にコミュニケーション力、英語の語

彙力など進化した姿をいつかまたオーストラリアへ行ったときやホストファミリーが日本へ

来日してくる時に、そのような姿を見せられるようにより一層努力をしたいと思います。 

 私が特に生かしていきたいと思っている点は、コミュニケーション能力です。この一カ月

の研修を通して、研修に行く前と研修を終えた今では、コミュニケーション能力は確実に向

上しているとは思うのですが、共に研修に参加したメンバーたちと比べるとまだ私には積極

的に人に話しかけることが足りない部分があると思うのでその面を強化したいと思っていま

す。語彙力などの問題は私自身の勉強量や勉強の仕方次第だと思っています。 

 

２年 金尾 貴希 

今回の研修で身についたことは、まず積極性だと思います。正直一か月程度の留学では語学

力が上がったことはあまり感じません。少し耳が英語に慣れた程度だと思います。今回の研

修で私は後悔せずに終えるというテーマを自分自身の中にたてました。ですから、私はどの



 

49 

 

ようなときにも思いついたことはすぐに行動しました。疑問に思ったことはすぐに英語で話

しかけたり、授業中は積極的に発表したりしました。その中で間違えたり、うまく伝わらな

かったりということはありましたが、それをつぎにどのようにしていくかという修正を考え

ることができました。 

 次に多国のいろいろの文化を知ることができました。オーストラリアには本当にたくさん

の国の人々が生活していました。アジア、中東、ヨーロッパ、アフリカなどたくさんの国の

人たちがいました。学校のクラスではアジアの人たちが多くいて、その国々の生活を共有す

ることができました。そこでは自身のあたりまえが当たり前ではないことがたくさんありま

した。今回の研修ではホームステイをしました。しかしそこはオーストラリアの人の家では

なく、イタリアの人の家でした。私は 初少し戸惑いがありました。ホストファミリーの話

す英語はイタリア訛りで、私が聞き取るには大変難しいものでした。そして伝わると慢心し

ていたわたしの英語は彼らには聞き取りにくさがあったようで、伝わらないことが多々あり

ました。しかし、彼らの作る夕ご飯はとても美味しくて毎日が楽しみでした。オーストラリ

アの生活だったのかはわからないけど、異国の生活を知ることができました。海外では風呂

に入る習慣がなく、またオーストラリアは水不足の国なので水のことを気にしながらシャワ

ーを浴びたり、生活をしていました。私はスポーツが好きなのでたくさんの国の人々に自国

の人気のスポーツを聞きました。その中で一番人気と答えられたスポーツはサッカーでした。

どの国でもサッカーは人気のようです。その次がバドミントンが多いように感じました。オ

ーストラリアの人気のスポーツはラグビーとサッカーとクリケットでした。いろいろの人に

インタビューしてその答えを聞いたり、ニュースを見て調査しました。私は休日でラグビー

の試合を見に行きましたがそこではとても熱いラグビーを見ることができました。 

 後にいろいろな英語を知ることができました。英語には国々によって発音が違ったり、

表現が違ったりしました。特にベトナムの人たちが話す英語はとても聞き取ることが困難で

した。いろいろな英語があることを理解して話す英語は楽しさがありました。 

 

２年 高橋 茉鈴 

 周りの現地の人には一切日本語が伝わらず英語のみでしか言語のコミュニケーション方法

がないという環境に自分をおくことにより 初は少し下手な英語を話すことが恥ずかしかっ

たり、文法や発音が間違っているのではないのかと思ったりしてなかなか自分から積極的に

意見を言ったりできなかったがそれは相手に失礼になる場合があるということを知った。話

しかけてもらい聞いて理解はできても自分の言いたいことがうまく英語で言えなくて相槌だ

けや黙ってしまったりすると話しかけてくれた相手は、あなたの思いや気持ちが伝わってこ
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なくて分からない。楽しい？と言われたことがあった。どんなに下手な英語であっても伝え

ようという気持ちがとても大事なんだなと思った。その伝えようとする姿勢を見せるとどの

人も耳を傾けて聞こうとする姿勢をとってくれた。 

 会話をしていて相手の話は理解できても自分の思いはなかなかうまく伝えられないという

経験からスピーキング力をもっとつけていきたいという目標につながった。だから明海大学

の EES などの英語を話す環境に積極的に通いたい。ネイティブの先生にも積極的の話しかけ

ていき英語を使う機会を多く作っていくようにしたい。そしてこの経験を忘れないでこれか

らの英語の勉強のモチベーションをあげて持続させていこうと思えた。 

 

２年 田口 直也 

 研修前では外国人とコミュニケーションをとっていく際にどんなに早くしゃべっても彼ら

のほうが早くしゃべるのだから、理解してくれるだろうと考えていたのだが、いざオースト

ラリアに行き、コミュニケーションをしていくと、よく聞き返されることが多かった。研修

中のクラスメイトには「君の英語はしゃべる速度がとても速いから聞き取りづらいよ。もう

少しゆっくり話して」と言われ、少し驚いていた。クラスメイトは留学生であり、その大学

で授業を受けていた生徒だったが、それでも自分の話す英語が早かったのかと再認識させら

れるところもあり、そこで自分の英語をゆっくり話すことにしていこうと決めた。すると

終日には、そのクラスメイトに「ずいぶん聞き取りやすくなったよ。初めて来たときとは大

違いだ」と言われた。そこで自分の英語が少し成長した気分になった。自分でも英語をしゃ

べっているときに突っかかるところが多く、大変であったが、こうして話す速度を意識して

話すと、どうしてかすごくしゃべりやすくなり、自分でもすごく驚くところであった。その

ことから、自分は今まで早く話すことに専念しすぎて、理解してもらうということに対して、

意識が希薄であったと感じさせられた。そういった点で今回の留学は相手のことを考えると

いうことに対してすごく勉強になるところがあった。今後の英語学習においてもこのことを

意識していきたいと思う。 

 研修中はホストファミリーにお願いごとをすることも多いのだが、自分の気づいた点とし

て、いうべきことはしっかりというべきであるということだった。この研修が始まる前から

そのことは強く言われていたが、本当にしっかりと伝えなければいけな、と感じさせられた

部分もある。例えば買い物のとき、どんなにある商品をほしいという表情やしぐさをしても、

わかってはくれない。なので、しっかりと自分がほしいもの、自分がしてほしいと思うこと

をいっていくべきだと感じた。逆に、彼らがしてほしいと思うこともちゃんと言ってくれる

ので、しっかりとそのやってほしいことに対しての対応をしていくべきだと思う。 
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２年 西沢 亜衣梨 

オーストラリアが親日だということもあってか、研修期間中にはたくさんの現地の人た

ちが私たちに日本語で話しかけてくれました。日本の名所だったり日本の文化などについて

会話をしていましたが、オーストラリアの人たちは日本人の私たちより日本の文化について

知っていたり、興味を持っていたような気がします。 

ホストマザーから日本の政治について聞かれたことがあります。内容は日本の首相とオ

ーストラリアの大統領の選挙の違いについてでしたが、ここからさらに掘り下げ、両国の政

治の仕組みについて簡単に議論する場面がありました。英語表現が難しい話ではあったと思

いますが、内容はそこまで難くないにも関わらず自国の政策に興味を持っていなかったため、

オーストラリアの政策に耳を傾け、自分の国の仕組みについては「よくわからない」という

曖昧な返答をしてしまいました。この政治の話はシドニーツアーをしているときにもツアー

ガイドさんに聞かれ、皆で議論していた話題でもありましたが、そこでも同じような返しし

かできずにとても情けなく、恥ずかしい思いをしたことを覚えています。現地の人にとって

私たちは唯一日本の事について情報を得ることができる日本人だったかもしれません。海外

に渡航する・しないに関わらず、自国のについて 低限の基礎知識を身につけ誇りを持つこ

とが大切だと感じました。 
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カナダ・アルバータ大学に長期留学して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年 相沢 佳志 

授業について。まず、初めの５月から８月までは、ESL という英語の授業を取った。クラ

スは 初の Placement test によって分けられる。私は、あまりクラスでは発言しないのですが、

留学先ではクラスの中で発言することを心掛けた。発言する際もどんな言葉使いを使ったら

適切か、ロジカルに話せているか気を付けながら話した。話す内容も新聞などを読んだりし

ないとできないことなので、日ごろからの生活時間を勉強時間に充てていた。このクラスで

は、エッセイの書き方などを学べてよかった。Discussion の時間は比較的ある方だが、それ

は先生によって時間を設ける人とまったくしない人に分けられる。しかし、もし先生とうま

く合わないようであれば、クラスの時間と先生を変えられるので、自分が一番勉強しやすい

環境を選べると思う。９月以降は、アカデミックコースを取り、私は linguistics のクラスを

取った。そのほかにも、空いている時間があったので他の興味のあるクラスに行って、授業

を聞いていたり、translation を専攻している友達といろいろ話し合ったり、実際に通訳者の先

生からどのようにして勉強したかなど、授業外で学べるものもあったので、よかったと思う。 

 今後留学する人へのアドバイスとして、強引にいった方が得をする場面が多いので、違う

自分を見せたり、身につけたりすることが大事だと思う。一番重要なのが、先に述べたよう

に、言語バリアーが原因で不親切にされることもあるので、少なくともある程度言語は話せ

ないと、辛い思いをすると思うし、留学に行っても言語に伸びが見られないと思うので、事

前勉強は絶対にした方がいい。そのためには、とても難しいことをする必要がなく、映画を
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みてある程度フレーズを覚えるとか、リスニングの練習をするとか楽しく勉強できることが

あるので、やってください。と同時に、ニュースを見て難しい単語を覚えるとか、日本にい

てできることがあるので、それを一生懸命やれば、充実した留学生活を送れると思う。 

 

アルバータ大学での９ヶ月間の留学生活 

３年 石川 あゆみ 

私はカナダで９ヶ月間の留学生活で、「英語力」と「柔軟に相手を受け入れる力」を向上

させることができました。４月から８月まで通っていた語学学校では、アジアやラテンアメ

リカ、アフリカなどの地域から英語を学ぶために来た多くの人々がいました。頻繁に授業で

行われたディスカッションやプレゼンテーションで、私は各々異なる国では通用しないこと

など、多くの違いに気づき、自身の視野を広げることができました。９月から１２月では、

大学でドラマクラスを受講し、プレゼンテーションや演劇で自身をより表現させることに強

く取り組みました。生徒の多くはカナダ人で、受講開始時はネイティブスピーカーの話につ

いていくことが大変でしたが、少しずつ慣れ、毎週土曜日にクラスメイトと集まり、一緒に

ゲームをする関係へと築きました。９ヶ月間のカナダ留学生活で、私は楽しい経験をたくさ

んしましたが、カルチャーショックや言葉の言い回しの原因で誤解が生じたことなど、辛い

経験は数えきれないほどありました。日本人の振る舞いが、他の国の人々にとってはあまり

良くない行動であり、喧嘩の引き金となってしまうことが幾度もあったのです。その時は、

言い合って喧嘩をしたから逃げるのではなく、それをしたからこそ「なぜこのような問題が

起きたのか」、「なぜ彼女または彼がこのようなことを言ったのか」、何度も一人または第
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三者の人と話し合い、考えました。これらの経験を通じて、相手の行動に無理矢理順応する

ということではなく、「相手の国の状況や文化を受け入れることができる力」を得たと私は

思います。留学生活で日々出会う新しい出来事が、自身の成長にとってかけがえのない大切

な瞬間でした。 

 

人生変えた 8ヶ月 

３年 林 永誉  

 3 年次のカナダ・アルバータ大学での海外生活は、8 か月間という短い期間ではありました

が、非常に価値のある、貴重な時間だったと思います。当然、現地での授業や寮生活、旅行

等も新鮮で非常に楽しいものでしたが、私の場合何より、一生涯継続したいものができたこ

と、いい友人ができたこと、そして自分の価値観が明確になったことが間違えなく私の人生

において大きな影響だったと思います。 

 まず私は、現地での生活を通して日本独自のもの、とりわけ文化を大切にしようと思いま

した。滞在中に高校生対象の日本文化紹介のイベントや、中学生、社会人向けの書道ワーク

ショップなどの手伝いに参加させていただく機会に恵まれ、そこで多くの方が楽しんでくれ

て、単純に嬉しかったし楽しかったのを覚えています。書道に関しては 13 年間続けています

が、やっぱり何か日本のものを伝えられるのは誇らしいですし、唯一私が人よりできること

ですし大事にしたいので、生涯を通して継続することに決めました。また、少数ですが大切

にしたいと思う友人も現地でできたので、3 年以内にはまたカナダへ会いに行きたいと思っ

ています。彼氏もできましたし。そして一番大きかったと思うことが、自分が何か行動を決

定する上での軸といいますか、大切にしたいと思う自分の価値観に気付いたことです。自由

ですが 8 ヶ月という限りある貴重な海外での時間の中で、たくさんいろんなことを考えまし

た。私の場合、情愛や感謝、健康そして英語と書道ですね。これらを大切に、今後の人生を

生きていこうと思います。 

 現地で、私が思う日本の

好きな面、嫌いな面、また

日本の凄いと思う面に気

付きました。ですがそれら

は意外と日本のものだと

は知られてなかったりし

て、カラオケなんかそうで

した。私は友達に言われて、
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カイロは日本独自のものなのだと初めて知りました。日本の誇れるものは技術、食、日本人

的な考え方や精神、娯楽等たくさんあるので、まずは日本人みんながそういった特徴や独創

性に今よりもっと誇りを持って、他国には親切にして感謝されて、尊敬されるようになれば

いいなーと思います。私は文化や芸術の面でそれに貢献できればと思っています。今できる

ことはそのために書道の実力をもっとつけて、将来小遣い程度でもお金を稼げるくらいには

なることですかね。 

 このような機会を提供してくださった留学支援の方を始め、明海大学の皆様や現地、日本

で私の留学に関わった方々には心から感謝しています。多くの支援を本当にありがとうござ

いました。 
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GSM 海外研修に参加して 

 

 

２年 石田 丈一 

 私がこのシンガポール研修に参加することを決めたのは、1 年次の春休みに東南アジアに

バックパッカーをしてその経験から、より AEAN 諸国（東南アジア）に興味を持ち参加する

ことを決断しました。私はこのバックパッカー、シンガポール研修を通じて様々なことを学

びました。バックパッカーではタイ、ラオス、カンボジアに行き全て陸路で横断しました。

私自身初めての海外だったので起こること全てが初めての経験でした。この 3カ国を訪れて

いく中で常に日本との違いを比べながらまわり現地の人々との交流を大事にしました。そし

てたくさんの違いを感じることができました。電車にしても、日本は朝一だとみんな暗い顔

して乗っているけど、タイの人たちはみんな楽しそうに乗っていたり、もちろん商売をやり

ながら昼間からお酒を飲んでトランプをしたりして過ごしていました。こんのこと日本じゃ

ありないけれども、ものすごく活気があり日本と比べ物にならないと感じました。今やイン

ターネットなどを通じて世界の情報はわかりますが、実際に体感するからこそこのよう文化

もあるのだなと感じることができるのです。この旅を通じて、自分で主体的に動く力がつい

たと思います。それは、航空券を買うことから始まり、道を人に聞いたり、宿を探したりで

様々なハプニングに対して自分で考えて対処しなければならないからです。この旅は自分に

とってとてもよい経験となりました。 

 シンガポール研修では、シンガポールは東南アジアの中心にありビジネスにおいて世界か

ら注目されており世界で もビジネスに適した国と言われています。なぜあんなに小さい国

が世界から注目されているのかすごく疑問に思い実際に行って自分の目で確かめたいという

思いが強くなりました。シンガポールに進出している日本の企業や外資系企業への企業訪問
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を通じてシンガポールでのビジネス展開について学びました。 

 訪問したほとんどの企業がシンガポールでの利益を得るのが目的ではないと聞き、すごく

驚きました。シンガポールは東南アジアの中心に位置する「立地の良さ」があり、また空港、

世界有数の取扱量を誇る港湾設備が整っているため物流に目を向けているのです。その時に

淡路島くらいのとても小さな国がなぜこんなにも世界から注目されているのか納得すること

ができました。また言語が違うので言いたいことを伝える難しさを強く感じました。日々の

勉強がどれだけ大事か思い知りました。また自分の常識に反することの連続で、文化の違い

や常識の違いを理解するのに苦労しました。過ごしていく中で自分の常識が相手の常識とは

限らない、つまり日本の常識や文化がシンガポールの常識や文化とは限らないことだと思い

ました。これはどこの国でも一緒だと思います。また日本人が営業する日本食レストランを

訪問した際に経営者さんに日本の感覚は持ってきてはいけないと言われ、すごく納得しまし

た。文化の違いや常識の違いを理解する

ことはとても重要なことと感じました。 

改めてバックパカー、シンガポール研

修を通じてより視野が広がり常に海外に

目を向けるようになりました。ニュース

や新聞も毎日見るようになり海外と日本

とを常に比べるようになりました。また

シンガポール研修で学んだことは今専攻

しているグローバルスタディーズ専攻で

の必修科目や選択科目の授業がとても重

なる部分があるのでより関心や興味を持

ちながら勉強することができていて毎日

の授業がとても楽しく、熱心に取り組む

ことができています。この経験を今後の

学校生活の中で活かしていきたいです。 

 

２年 冨山 洋世 

2015 年 8 月 25 日から 30 日まで短い期間ではあったが、GSM 海外研修でシンガポールに

行ってきた。私にとってはこれが初めての海外経験で、少しの不安と何を得て帰ってこられ

るかという期待があった。シンガポールのイメージは物価が日本よりも高くアジアの中でも

1 番といえるほどの経済国で、どこが日本と違いシンガポールは発展し続けているのかをこ

の研修でじっくりと考え自分なりの結論を出すことを目標にした。3 つのポイントに絞って
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それぞれまとめていきたい。 

1 つ目は日本企業への訪問で感じ得たことで、シンガポールに展開する 5 つの日本企業に

訪問した。それぞれで異なることを学び、実際に研修に参加したからこそ学べることが多か

った。見学を通して感じたのは上場企業の雰囲気の良さである。現地のスタッフたちと気軽

にコミュニケーションをとり１つのチームのような結束をとても感じた。海外の人特に東南

アジアの人はあまり働きたがらないイメージやそういった話を耳にする。1 年を通して夏の

様な気候でとても暑くなるべく働きたくないという理由もあるだろう。この文化の違った相

手を動かすのに必要なことは言葉だけではなく現地の人をリスペクトであると学んだ。敬意

をもつことにより言葉の壁や心の壁をこえることができる。日本と海外はあらゆる面で異な

るのは当たり前で、もし現地に住む場合はこの違いを受け入れ割り切ることが大切であり両

国を flexible にみるには何回か行き来したときに初めて今までとは違った視点を持つように

なりより好きになるとおっしゃっていた。 

2 つ目はシンガポールの教育制度についてで、お話を聞いたとき日本と大きな違いがあり

本当に驚かされた。シンガポールでは小学校 6 年生の時に人生を大きく左右するテストがあ

りこのテストでいい成績を取れれば、官僚や金融のトップへの道に進め将来は高収入が見込

める。彼らは、小学校を卒業してからいい成績をとったエリート達が集まる学校へと行き高

度の授業を受けることができる一方でテストに失敗してしまった子たちはエリート達のよう

な教育は受けることができず、低賃金の労働がほとんどである。この極端な差別化した政策

にとても驚いたが、彼らのほとんどはその状況を認めているこれには驚かされた。ここにシ

ンガポールの経済成長と安定の要因を感じた。日本貿易振興機構である JETRO への研修では、

発展途上国の中でインドネシアとドバイがこれから成長していくと専門家の人たちは考えて

いる。ドバイは石油のイメージもあったので納得できるが、インドネシアにはとても意外性

を感じた。東南アジアは特に発展できる可能性を持っていることを改めて認識した。日本で

は新卒採用を重視している風潮があるがシンガポールや他の先進国では新卒よりもその人の

経験を重視していることを学んだ。必要なのは自分が今までどんな経験をしてきたかが重要

であり、私は新卒というワードにとらわれずにほかの人とは違った貴重な経験を大切にして

いきたい。グローバル社会では英語はできて当たり前で、プラスアルファで中国語を必要と

していた。外国人と会話するのに言語を学ぶのはもちろん大切だが日本の歴史や文化といっ

た幅広い知識を持っていることもコミュニケーションをとるうえでより必要なことである。 
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3 つ目はシンガポールが日本よりも経済国

である要因についてである。シンガポールを

日本と比べたときに日本よりインフラが整

っていないことに驚いた。シンガポールで１

番栄えている金融街を目にしたとき私はあ

る違和感を得た。それは１番栄えている金融

街で工事がおこなわれていたことである。今

日の東京では建設などの新しいものを造ら

れることは、珍しくあまり目にしないが、シ

ンガポールではいくつもの建設途中の建物

を目にした。その時に日本では見ない光景な

ので、シンガポールはまだ発展の途中だと感

じ日本のほうが進んでいるのではないか、優れているのではないかと正直思った。しかしこ

の研修を通してこの考えは変わった。成長し続けている国は中心地だからこそ新しいものが

どんどん建設されこれが経済的成長を意味している。一方で日本では既存する企業や建物だ

けでほとんど変化がなく、これは経済的成長の停滞もしくは衰退を意味しているのではない

かと私は感じた。以上が、私が感じたシンガポールと日本の違いでこの経験を活かしてもっ

と多くのことを学び考えていきたい。 

 

２年 滝澤 深幸 

研修を通して得たこと 

国内でも国外でも、消費者に合わせた戦略をしていかなければ成り立たないということを

強く感じました。また、競争相手の価格がどんなに安くても、また、どんなキャンペーンを

してきても、自分たちの会社の信念を曲げずに運営してくことが世界でも残れる店舗や企業

になるのではと考えました。初日に行ったヤクルトでは、ライバル社の価格とは高いもので

はありましたが、実際にスーパーに行ってみるとヤクルト商品のほうが陳列棚に多くありま

した。現在のシンガポールの物価は高いので、なるべく安く消費を抑えたいという家庭もあ

るでしょうが、やはりネームブランドや会社への信頼により消費者を獲得しているようです。

また、シンガポールの方はプレーンより、味がついたもののほうが好きなようです。そこで、

ヤクルトはオレンジやブドウ、りんごの味がついたヤクルトを 5 個慰霊パックとして販売し

ていました。ヤクルト同様、ヨーグルトも味つきが多かったです。 

日本食レストラン春夏秋冬でも、同じようなことを言っていました。いくら日本食を出し
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ても、相手に合わせた日本食を提供しないと残ることができないと。現にシンガポールでは、

日本食がブームです。とくにラーメンは人気で、味付けは濃いようです。以前大手の日本食

屋さんがシンガポールに支店を出したそうですが、現地の方の好みの味ではなく、日本人が

日本食だと認める味で提供したために、わずか 1 年くらいでお店を占めたようです。キッコ

ーマンでも、同じことがありました。シンガポールと日本のお醤油はやはり少しだけ味が違

います。似せて作られてはいますが、調味料なので現地の料理に合わなければ意味がありま

せん。残念なことに、ヤクルトほどのネームブランドはなく、陳列棚は現地のしょうゆが圧

倒的でした。現地料理に合うように、料理のレシピ案を出したりしているということでした。

国内でも同じことをされているということを初めて知りました。日本にいて日本人に合わせ

て何かを作るのは当たり前のように感じていました。しかし、今回シンガポールへ行ったこ

とにより、消費者に合わせていくことが一番大切なことだと学びました。 

 

海外留学や外国語学習、国際理解について 

シンガポールは多民族国家でなった小さな国です。しかし、たくさんの文化や人であふれ

た現在のこの国に大きな争いはありませんでした。政府は独裁に近いような組織ですが、す

べての民族に平等になるような政治運営をしていることに驚きました。(今月初めに選挙があ

り、もしかしたら独裁政治が終わるかもしれない。) シンガポールに来る前の私は、こんな

にも多種多様な文化や人種が入り混じっている国だとは思っていませんでした。また、多種
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多様な文化や人種が集まる国が、こんなにも治安がいいということにも驚きました。私が知

っている多民族国家の代表的な国はアメリカです。アメリカでは未だに人種差別があります。

イスラエルでは、宗教問題からイスラム国という武装集団ができ、テロや紛争を起こしてい

るといわれています。過去の歴史を見ても、宗教問題、人種差別の問題など人と人の間で大

きな争いが起きてきた中、現在のシンガポールの平和を見るとなぜ戦争や紛争、争い事が絶

えないのか不思議に思います。数日の滞在で感じたことは、お互いを認め合い許しあってい

るということです。たくさんの民族が集まることが当たり前のように生活しています。シン

ガポールのようになれれば、争い事は減るのかなと思いました。 

 

今回の研修で学んだことや経験を、今後どのように生かしていきたいか 

この研修で私は二つのことを学びました。一つは相手に合わせた売り方をしていく大切さ。

二つ目は、相手を受け入れることの難しさと大切さです。一つ目については（１）で書いた

通りです。会社側のニーズではなく、消費者のニーズに合わせていくことがその国々で生き

ていく手段です。しかし、合わせすぎてもいけないということも学びました。会社側が押し

たいものと消費者のニーズの中間をとることが会社を経営するための極意だと思います。二

つ目は「海外留学や外国語学習、国際理解について」で書いたようなことと同じです。世界

を見てみると、まだまだ争いが絶えません。お互いを許しあえない結果だと思っています。

もちろん自分とは違うことをそう簡単に受け入れるものではないとは思いますが、相手を受

け入れ許しあえることで悪い方向にはいかないと思います。アルバイトでも同じことができ

ると思います。私は少し特殊な接客業をしていますが似たようなことはできると思います。

相手に合わせた口調やジェスチャー、クレームなども私が悪くなくとも会社の一人として受

け入れて謝罪することです。国内外問わず社会人とは、技術や語学力、知力も大切ですが、

その前に人として当たり前のことを当たり前にこなせる人のことなのかと思いました。 後

にこの研修で一番心に残った言葉を書きたいと思います。“なによりもまずハートや‼”（春

夏秋冬 藤田隆司さん） 

 

２年 小渕 菜緒 

研修を通して得たこと 

今回、私は初めて海外研修に参加してとても内容が濃い５日間ですごく自分の為になりま

した。 初は海外に行って何をするのか漠然にしか理解していませんでしたが、実際現地に

行って話を聞いていると海外で事業展開するには、成功するには様々な苦労があることを知

りました。ヤクルトさんでは現地の人々のニーズに合わせて製品の大きさや味のフレーバー、
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内容を変えていたりしました。シンガポールの人は味に飽きやすいというのに合わせてフレ

ーバーのバリーエーションが多彩な事にとても驚きました。キッコーマンさんでも醤油の安

売りをしたり、品質を下げるようなことは決してしないで徐々に地元の人に慣れ親しんでも

らおうとしていると聞き日本人の精密さなどに感動させられました。現地にあるロビンソン

ズというデパートでも年齢層のターゲットをある程度絞って経営しているのも学ぶことがで

きました。こうやって色々な工夫をすることによって顧客が増えていくのだなと感じました。 

また、日本人のほとんどの人は一度会社に就職したら定年まで同じ会社で働きつづけます

が、シンガポールではジョブホッピングといって自分に条件が良く給料も高いとこがあると

２、３年で会社を移っていってしまうというのを聞いて日本とのギャップを感じ衝撃的でし

た。そうすることによって技術を伝えていくことが出来ないと聞き確かにと思う反面そのほ

うが自分の暮らしを豊かにすることが出来るし上を目指す上昇志向があって素晴らしいこと

だと思うので日本も真似するべきことがあると思いました。JETRO さんでは海外に企業を展

開したい企業の為にその国の経済や様々なことを調査したり、援助したりしていてこのよう

な会社があるおかげで私たち日本人がグローバル化に対応したり海外で活躍する人が増えて

いるのだと感動させられました。そして研修中はずっと団体行動やガイドさんがついている

わけではなく、夕方から夜の間は自分たちで行動することができたので自分たちで実際に回

ってその国のことを体験し学べたので良かったです。 

 

海外留学や外国語学習、国際理解について 

私は今回の研修が初めての留学だったのですが、行く前といった後では考え方がすごく変

わりました。行く前は授業も何となくこなして勉強していればいいやと思いがちだったので

すが、実際行ってみると自分が想像していたものとは全然違っていて驚きました。異国の地

で頑張っている日本人の方が大勢いて自分の未熟さを思い知ったり、私は今の段階で英語を

勉強しているのにシンガポールの人々は幼い頃から教育を受けていて英語と中国語の両方を

話すことができレベルの差をひしひしと感じさせられました。そして、たまに聞き取れない

事もあり悔しく感じることも多々ありました。そのおかげでもっと努力をしてたくさん勉強

をしようとやる気にもかられました。その為に目標を決めたりもっと国際交流など積極的に

して行こうと思いました。またシンガポールでは様々な人種の人々が住んでいるので暮らし

ている地域や食べ物、宗教の違いもまぬあたりにしました。今はインターネットで何でも調

べて知ることができますが実際行ってみないと分からないことがたくさんあることも学びま

した。 
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今回の研修で学んだことや経験を、今後どのように生かしていきたいか 

今回の研修では学ぶことがたくさんありました。まず一つ目はもっと努力して勉強しなけ

ればいけないということです。世界へ羽ばたいて活躍できるようになる為には夢や希望だけ

で実現することは無いのでまずコツコツと勉強をして、資格を取ったり自分のスキルを高め

ていくことが大事だと思いました。今の時代グローバル化が進んでいて、この先の将来は英

語を話せるのが当たり前になってるかもしれません。その時に取り残されない為にも資格や

経験があれば自分の強みとすることが出来るはずです。そして実際自分の目で見て感じない

と学ぶ事が出来ないと思うので色々な国に訪れ勉強をしたいと思いました。もちろん語学だ

けでなくその国の歴史や宗教の違いも学んでいきたいです。日本食レストランの板長さんの

ように定年を迎えてから世界で活躍している人もいるので私も負けずに頑張って勉強をして

世界で活躍する人になります。これから先もこのような体験があったらどんどん積極的に参

加していきたいです。 
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英語スピーチコンテストに参加して 

 

４年 金澤 佳奈 

私にとっては大学生活 後のスピーチをすることができました。初めて大学でスピーチに

参加したのは、一年生でした。その頃は暗唱の部門で参加し優勝することができました。あ

の時の緊張で震える手や声、終わった瞬間の拍手を今も忘れません。時間が経ち四年生にな

った今、お世話になった先生に薦められ今回のスピーチコンテストに参加することになりま

した。 

私の人生の中で数少ない自分の考えを多くの人へ向けて発表するという機会に、一か月緊

張し続けていました。今回、私は『笑顔』の二面性についてのスピーチ文面を作りました。

笑顔は幸福と軽蔑を表す顔であるということを含め世の中には笑顔で喜ぶ人と苦しむ人がい

るとうことを短い時間でどのように伝えるべきかを考えました。発表当日、一年生の時の緊

張と同じ感覚を味わいました。しかし緊張で震える手や声よりも自分の考えを伝えたいとい

う思いが今回ありました。名前を 後に呼ばれた時の喜びは私の大学生活の中で も大きな

ものでした。 

 

この文を読んでくださった方へ 

こんにちは。私はあなたのお名前や顔は知らないことがほとんどだと思うので、はじめまし

て。 
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じっくり読み進める内にこのページに辿り着

いた方、ぱらぱらとめくっている途中でこのペ

ージを読んでいる方。 

読んでくださって感謝いたします。あなたは

スピーチについてどう思っていますか？誰かが

どこかでやっているものだと思っていますか？ 

自分には関係のないものだと思っています

か？参加してみたいけれど何もできないのです

か？ 

無理強いはしません。しかしここでの経験は

自分のことを伝える良い機会だということは断

言できます。 

私は人前で話すことは嫌いです。しかし嫌いだからと言って避け続けることに疑問を感じ

ました。大学生の今、失敗や成功の経験がいくつできるのでしょうか。社会人とは違う失敗

や成功を味わうことができることは今しかありません。そう思い、行動できる人が次回のス

ピーチコンテストに出てみようと思っていただけると、幸いです。 

 

２年 Budhathoki Magar Kopila 

スピーチコンテストに私が参加するのは二回目であります。去年のスピーチコンテストに

も参加しいろいろなことを学ぶことができたと

思います。今年も参加し参加者からいろいろな

ことを聞かせてもらい、また自分と違う考え方

を学ぶことができました。私の今年のスピーチ

のテーマ “EDUCATION” でした。 

 私がこのテーマを選んだ理由は、世界中には

教育が受けるチャンスがなく、教育はどんなも

ので何の為に教育が必要だと分からない人々も

たくさんいることに、私たちにも責任があると

思うからです。私は Education は Magic だと思い

ます。教育を受けることでより良い考え方、生

活習慣、自分にとって何が良く何が悪いかとい
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うことの区別が分かるようになると思います。でも先進国日本と比べ物にならない教育問題

を未だに抱えている国々がたくさんあると思います。 

 今回のスピーチコンテストで特に気に入った事は先輩（参加者）の スピーチ “Power of 

Smile” でした。人前で話すのは苦手である私は今回のスピーチコンテストを通じ自分の考え

方を皆の前で話せた事をとてもうれしく思っています。私は日本で学んだ事、体験したこと

や日本の良いところを母国ネパールに持ち帰り何かに役に立ちたいと思います。本当に貴重

な体験をさせてもらい先生方に感謝しています。 
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国内集中英語研修 

Intensive Course 2016 – P & P Center 

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and 

most of all, love of what you are doing or learning to do.” Pele 

As the above quote by soccer legend Pele suggests, with hard work and passion for 

learning, success can be achieved. Meikai University students in the Intensive Course 

2016 were truly successful in achieving their goals and increasing their English abilities. 

The Intensive Course 2016 proved to be a wonderful experience for both teachers and 

students alike. And we thank students for their hard work and diligent efforts during 

these 10 days. 

 

Advanced—Classes A and B  

A Class – Nick Dalziel  

   

In this year’s A level intensive class, one of our goals was to give students the skills to 

hold extended group discussions on a topic without any teacher intervention. Students 

at this level are already capable of chatting about a topic for reasonable length of time, 

but we wanted to give them the skills to organise a balanced discussion where everyone 

could share their ideas equally.  
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We also wanted to encourage 

them to think critically about 

their ideas. Students were 

explicitly taught the functional 

language to achieve this. They 

learned new phrases to give and 

ask for opinions, reasons and 

examples. They learned the 

language needed to choose a 

topic, take turns and to invite 

others to speak. Most importantly, though, they learned how to balance their opinions 

by thinking about the advantages and disadvantages of their ideas and how to consider 

ideas from perspectives other than their own. These are important critical thinking skills 

and by the end of the course all students were able to do this. Students were also taught 

communication skills and strategies like appropriate ways to agree and disagree with 

one another, what to do when their discussions stalled and how to paraphrase when they 

were unable to understand each other.  

 

Overall it was a fun and productive ten days! 

 

B Class – David Hoenigman 
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The B class had lively discussions concerning modern Japanese society. Some of the 

topics we addressed were youth subcultures, medical masks, cram schools, cell phone 

etiquette, vending machines, manga and karaoke. The students learned many new 

vocabulary words connected to these topics, and could construct sophisticated 

arguments on these issues with a bit of support from their teacher. Quizzes were 

designed to assess the students’ understanding of the new vocabulary and expressions, 

and each student displayed a high ability to incorporate this new material into 

classroom discussions and their performance on the homework. Activities and games 

that gave the students opportunities to strengthen sentence structure and apply 

challenging grammar points were utilized in the morning sessions.  

The afternoons were spent in cultural analysis of the films Boyhood (Richard Linklater, 

2014) and Silver Linings Playbook (David O. Russell, 2012), as well as preparing for 

the student presentations that took place on the final day of the intensive course. 

These presentations involved the students choosing their own topics, doing extensive 

research, designing visual materials, structuring their speeches and finally giving the 

presentation before all of the students enrolled in the program.  

Every student in the B class gave an excellent presentation and made their teacher very 

proud. 
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Intermediate - Classes C and D 

C Class – Tyson Rode / D Class – Patrizia Hayashi  

C Class 

The teachers of C and D classes used a task-based learning framework to complement an 

excellent textbook, Inspire 3, by Nancy Douglas and Andrew Boon. The topics in Inspire 

3 lent themselves to interesting discussions, debates, and language projects. Topics 

covered in the course included: friendship, fear, health, change, success and art. 

 

D Class 

In addition to researching and preparing a 10-minute presentation on a topic of their 

choice, C and D class students were also engaged in numerous language learning tasks 

and projects. One task in particular gave the students the freedom to express themselves 

through art: The Meikai University Digital Art Exhibition. After learning the vocabulary 

and grammatical functions used to talk about different styles of art, the students became 
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artists. Their mission was to create a digital artwork by using a smartphone and a digital 

photo studio application. Students created amazing artworks representing different 

aspects of campus life. See some wonderful examples below: 
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Elementary –Classes E and F 

E Class – Sarah Holland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Class Students with Their Posters 

 

The E-Class was indeed intense; textbook and video work, presentation skills practice, 

mini-presentations, and daily vocabulary quizzes. Phew! We all had a very productive, 

enjoyable, if quite tiring, time during the course. 

 

On the first and last day students took a language test. The average score for Test 1 was 

10%. The average score on Test 2 was an impressive 70%! Well done everyone for all 

your hard work!    

 

The hard work was not however, limited to studying the textbook. Students also worked 

extremely hard and cooperatively on their joint poster presentations. Titles for the 

presentations became; Hawaii and Aloha, Star Wars, Humor in Different Countries, 

and Couch Surfing. Making the posters allowed the more artistic students to contribute 

their skills. Researching, writing and learning the presentation script proved a 

stimulating challenge for everyone. 

 

After three days, H’s smile, Y’s giggles, T’s calmness and vocabulary, A’s artistic touch, 
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K’s beautiful handwriting, and T’s never ending willingness, became familiar class 

characteristics that together helped make a class with a friendly, supportive atmosphere. 

 

Let’s do the intensive course again next year! 

 

F CLASS – Ben Brooke 

 

We had a productive and successful intensive course this February 2016.  For the “F” 

class, Inspire 2 by Nancy Douglas and Andrew Boon was chosen as the class textbook. 

For the textbook component of the class, students studied units on food, festivals, cities, 
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jobs and music. Practice involved learning and using vocabulary from these chapters. In 

addition, dialogues were used for listening and the dialogues formed the basis for 

learning target language and expanding students’ communicative abilities. The students 

also studied and were given a daily test based on this target language. For homework, 

students were also given the opportunity of creatively using the new language in other 

contexts. 

 

In the first week, in the afternoon session students were exposed to video for extensive 

listening comprehension. Vocabulary was taught and tested for this component.  In 

addition, students were assigned a task that involved using the language points from 

these videos, so that students had an opportunity to further deepen and practice this 

language. 

 

In the presentation component of the course, students were taught how to structure a 

presentation, appropriate presentation language and presentation skills. Students 

delivered good presentations on sights in London, places to visit in Hokkaido, a movie 

review and Tokyo sightseeing spots. 
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３年 椎名 花恋 

 私は明海大学複言語・複文化教育センターが主催する 10 日間の国内集中英語研修に、毎年

参加している。国内集中英語研修とは、長期及び短期の海外研修参加予定の学生に相応しい

教育の育成を目指すとともに、様々な理由からこのような企画に参加できない学生に対して

も、広く語学研修の門戸を開くことを目的として、毎年 2 月に実施されている。内容は、複

言語・複文化教育センター所属のネイティブスピーカーによる少人数クラス編成の下での合

計 50 時間の集中的な英語研修である。クラスは、TOEIC スコアまたは英語による試験及び

面接等によって、習熟度別に分けられる。一定の成果を挙げた者には、キャリア形成教育（共

通科目）中の「特別聴講科目 A～D」いずれか 2 単位が認定される。すべての学部の学生に

開かれているが、参加資格として、研修期間中に遅刻、早退及び欠席をせずに参加できるこ

と、そして課題及びグループ活動に主体的に取り組むことが求められている。 

 私は 1 年次より毎年この研修に参加している。研修の趣旨や参加資格を聞くと、やや厳し

い研修だなというイメージを持つが、実際参加してみると、先生や英米の学生はもちろん、

他学部、他学科からの参加者とも楽しく英語を使ってコミュニケーションをとることができ

る。参加しようと思った理由は、授業で学ぶ 4 技能のうち「書く」「読む」「聞く」に比べ、

「話す」技能はさほど身に付いていないように感じ、自分に足りない部分を補いたいと思っ

たからである。研修の 10 日間で、４技能を総合的に学ぶことができ、さらにテキストで読ん

だ文章について意見を交換し合ったり、映画で聞いた内容を書きとったりなど、統合的に学

ぶこともできる。主な研修内容は毎年同じだが、私にとっては 3 回それぞれに異なった学び

や発見があり、充実した日々であった。過去 3 回の経験を振り返ってみようと思う。 

 1 年生のときは英語を流暢に話すことができなかったので、上手く話せるだろうかと不安

だった。午前中は、テキストの内容をもとにグループで意見を出し合うなどのディスカッシ

ョンをした。スムーズにディスカッションを進めることができるように In my opinion, や

How come? などの便利なフレーズを学んだ。午後は、他のクラスと合同で、ゲームをしたり

ビデオを見たりした。グループの代表が順番に英文を別部屋で暗記し、グループ内で共有し

合い、物語を完成させるゲームをした。プレゼンテーションの時間もあった。テーマは自由

であり、私は世界にあるディズニーランドの特徴を比較して発表した。日がたつにつれて英

語を話すことに対しての緊張感がなくなり、自分から進んで話すことができた。また、全て

英語で会話をするため、口が痛くなるほどいい刺激になった。 

もう一度この心地よい刺激を経験したくて、2 年次でも参加した。環境問題や異文化につ

いて賛否の意見をグループで話し合ったり、DVD を字幕なしで見たりした。プレゼンテーシ

ョンでは、海外の季節ごとのイベントについて発表した。楽しくて、あっという間に研修が
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終わった。話すことで精一杯だった 1 年生のときに比べて相手の内容を聞き取ることができ

るようになり、会話に余裕をもつことができた。もちろん３年生になっても参加しようと考

えた。 

3 回目の研修は、今まで参加してきて 1 番充実していた。学年も学部も異なるメンバーで

あったが全員が仲良くなった。1 番上のクラスでもあったので、ディスカッションがスムー

ズで様々な表現を使って会話をすることができた。先生がニュージーランドの出身なので、

そのビデオを見て異文化を学ぶこともできた。プレゼンテーションではリゾート地について

発表した。今回は、初日にクラス合同でゲームをしたり、ディスカッションをビデオ撮影し

たりするなど、新しい活動もあった。ディスカッションをしながら、結構スムーズに英語を

話せている自分に気づき、成長したなと実感した。コミュニケーションを目的として英語を

使う国内集中英語研修に 3 年間継続して参加し、その効果がこのような形で現われたことを

本当にうれしく思う。 

 この研修を通して、私は以前より英語で会話できるようになり、自分に不足していた話す

技能を向上させるという、当初の目的を達成することができた。ディスカッションが中心だ

が、プレゼンテーション・スキルも上がるので、社会に出てからも役立つと思う。研修後は、

研修前に比べて自分の英語能力に驚くほど上がっている。 

 この研修で得たことは、英語コミュニケーション能力にとどまらない。話す機会を多くも

つことによって、人前で発表する自信をもつことができた。学科、学部を問わず友達が増え

たことも、予期せぬ副産物だった。この研修で得たことは測り知れない。4 年生になっても

参加して、さらに自分の力を伸ばしたいと思う。 
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教職課程 

教職課程奮戦記 

３年  松村 雄太  

はじめに 

私は教職課程を履修しています。教職課程を履修するには英語力で一定の基準を満たすこ

とが要件になっています。けれども教員を目指す学生が必ずしも 初から英語に秀でている

わけではありません。教職課程履修申込をする 1 年生の後期、私はその要件を満たしていま

せんでした。しかしあきらめずにそのハードルを乗り越え、現在は英語科教員を目指して勉

強しています。はじめから英語力が高くなくても、努力すれば道が拓けることを伝えたいと

思います。 

 

１年次：英検合格を目指して 

10 月に、教職課程履修申込のお知らせがありました。その当時、履修要件の英検の資格を

もっていませんでした。英検合格を目指して、木曜日の１時限、高田智子先生のオフィスア

ワーを毎週活用し、英検対策を 1 対 1 でしてもらいました。英検対策ノートを決めて、自宅

で勉強したことを見てもらったり、苦手なリスニング克服のために、何度も CD を聞いたり

しました。その努力が報われ、2 月にようやく英検に合格できました。こうして 後の 後

で教職課程の履修に至ることができました。 

 

２年次：UCLA 研修の機会を得るために 

 2 年生になり、1 つの大きな目標を持つようにしました。それは UCLA 研修の機会を得る

ことです。これは 1 年間の GPA をもとに成績優秀者上位 5 名が参加できるものであり、チャ

ンスは 1、2 年次の 2 回だけです。入学当初の私には到底達成できるものではないとあきらめ

ていましたが、幸運なことに UCLA 研修に参加予定の友人 2 人が私の近くにいたため、自分

もやってみようと思い、目標に決めました。 

目標を達成するために、彼らがどのように勉強してきたのかを聞き、それを参考に私なり

に実践しました。私が考える 2 人の共通点は 2 つあります。1 つ目は与えられた課題はすぐ

に終わらせることです。やるべきことを後回しにはしません。言葉で言うと簡単なように聞

こえますが、実践してみると意外と難しいもので、習慣化するまでにはとても苦労しました。

2 つ目は継続してやり続けることです。たとえば TOEIC や英検といった目標を自ら立て、達
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成するために人一倍努力し、継続してコツコツ続けることです。これも簡単ではありません

でした。 

1 年次で UCLA 研修を獲得した 2 人の共通点から学び、この 2 つを 1 年間の目標にして勉

強に励みました。Writingの授業では、エッセイを提出する前にESS (English Speaking Salon) を

活用して添削してもらいました。訂正箇所が多く赤ペンでいっぱい直されたりもしましたが、

一緒に添削してくれるネイティブの先生にとても助けられました。間違いを自ら見つけるこ

ともできるようになりました。やるべきことを後回しにせず、余裕をもって終わらせるとい

う 1 つ目の目標を意識したおかげで、エッセイを何度も見直し、よりよいものに仕上げるこ

とができました。 

継続してやり遂げるという 2 つ目の目標は、授業への参加態度を改めることで具現化しま

した。ネイティブの先生が教える IE (Integrated English) の授業では、先生とできるだけたく

さん話すよう心掛け、積極的に参加しました。これに続いて春休みには、IE 担当のネイティ

ブの先生が担当する国内集中英語研修 (Intensive Course) に参加し、2 週間英語でディスカッ

ションやディベートをしました。意識的に英語を使うことで、言いたいことが表現できた時

の喜びや表現できなかった時の悔しさを何度も感じる期間となりました。日本でこんなにも

英語と向き合ったのは初めての経験になりました。1 年間継続して積極的に学んできたこと

を、春休みのこの研修で生かすことができたと思います。 

1 年間様々なことを通して努力してきたことが、結果として UCLA 研修の機会を得ること

につながり、さらに学費全額免除にまでつながったのは、多く人のおかげだと思っています。 

 

３年次：UCLA 研修と教職課程 

 本格的に教職課程の専門的な内容を学ぶ 3 年次では、同じ英語の教員を志す学生とともに

模擬授業をするなど多くの経験をしました。レポートや模擬授業は簡単なものではありませ

んが、同志と切磋琢磨して努力し続けていくことができるのが教職課程の魅力の 1 つだと考

えています。夏休みには念願の UCLA 研修に参加し、3 週間の貴重な体験をさせていただき

ました。現地の人にインタビューしたり、毎回の授業でディスカッションをしたりもしまし

た。ディスカッションは、社会問題や文化によるタブーの違いに関する内容が多く、日常会

話を超えた英語を学ぶ機会にもなりました。日本とアメリカでの英語の授業では多くの違い

があり、日本でより良い英語の授業をするにはどのような工夫が必要なのかを考えるきっか

けにもなりました。 
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おわりに 

 教職課程は履修科目が多く、各科目は高度に専門的な内容です。やり通すのは簡単ではな

いかもしれませんが、努力すれば絶対に評価してくれる人が必ずいると私は思います。何も

行動せずに諦めるより挑戦して諦めたほうが後悔は少ないとも思います。教員になりたい気

持ちが少しでもあるなら、挑戦してください。そして自分自身と素直に向き合ってみてくだ

さい。私は諦めずに教職課程に進み、努力はきっと報われるということを実感しています。 

 

  

 

（3 年の夏休みに参加した UCLA 研修。松村さんは左から 3 人目） 
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学生のための教師未来塾に参加して 

３年 土田 美耶 

 学生のための教師未来塾は、「千葉

の教育を今後支えていくであろう教職

を目指す学生等の意欲と資質能力の向

上を図る」ことを目的として、教職を

目指す大学・短大の学生等・一般社会

人を対象に、千葉県総合教育センター

が主催している研修です。研修期間は、

10 月・11 月・1 月に各 1 回、計 3 日間

行われます。主な内容は、「授業づく

り・学級づくり・模擬授業等」です。 

 私は、平成 27 年度の第 1 回、第 2 回に参加しました（第 3 回は「ちば!教職卵プロジェク

ト」の面接日と重なってしまったため欠席）。2 日間の研修は、教職を目指す私にとって有

意義なものとなりました。 

 教師未来塾で行われる講義は、グループワークやペアワークの時間を設けているものが多

く、他の参加者と意見交換をし、グループで共有した意見は発表して全体で共有します。明

海大学の教職課程の履修者は、中学校・高等学校の国語、英語、中国語の教員を目指してい

る学生だけですが、教師未来塾の参加者は小学校・中学校・高等学校の教員を目指す方、特

別支援学校の教員を目指す方など、様々な教職を目指す人が集まっています。私と同じよう

に高等学校の教員を目指していても、専門教科が理科や数学、体育、と明海大学の教職には

ない教科を専門とする方もいます。このように、普段はあまり話す機会がなく、かつ同じよ

うに千葉県の教員を目指している方々と話すことは、とても良い刺激になり、学ぶことが多

くありました。 

 第 1 回の研修では「今、教師に求められているもの」という講話の中で、「教師にとって

必要なことは何か」をテーマにグループで話し合いました。私のグループには高等学校の理

科・体育の教員志望、特別支援学校の教員志望、次年度から小学校の教員となることが決ま

っている方がいました。一言で教員志望といっても、目指す学校が異なれば、求められるも

のも変わります。しかし、「目の前の生徒を見られること」、「知識があること」等、全員

が同じ意見を出したものもいくつかありました。担当教科や教育段階にかかわらず、同じよ

うに求められているものがあり、そしてそれが も重要なものなのだということを学びまし
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た。 

 第 2 回の研修では、小学校教諭が担任する学級で起きた女子グループでのトラブルを事例

とし、子どもたちや保護者への対応等をグループで話し合いをしました。ここでも志望する

学校種によって発想が異なり、さらに、男性と女性でも異なる意見が多数出ました。女子グ

ループでのトラブルは女性教諭のほうが解決しやすいと考えがちですが、男性の視点から見

ることで、女性だけでは気がつかなかった問題点を発見することが出来ました。ここから改

めて、同僚との意見交換・情報の共有などを通した連携が、問題を解決するために不可欠だ

と実感しました。 

 もうひとつ、研究指導主事の桒田先生の講義から学んだことがあります。 第 1 回の研修

の 2 つ目の講義「学級づくりのポイント」の中で、桒田先生は「ノートを用意して、何月何

日に学級内の誰とどんな話をしたか、その時その生徒はどんな様子だったかを記録しておく」

ことを勧められました。これは、桒田先生が学級担任だった時に実際になさっていたことで

す。この記録によって、どの生徒とあまり話していないか、生徒にどのような変化があった

かを振り返ったり、把握したりすることが出来たということでした。このような学級担任の

小さな行動の積み重ねが、生徒との信頼関係を築き、良い学級づくりに繋がるのだと教えて

下さいました。私もいつか学級担任になった時に、この方法を実践し、生徒の小さな変化に

も気がつける学級担任になれるように努めます。 

 教師未来塾は教職を目指す学生にとって、とても良い学びの場です。詳細は千葉県総合教

育センターのホームページを訪ねてみてください。 
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模擬授業合宿に参加して 

３年 松本 優太 

 私たち英米語学科教職課程の３、４年生は毎年恒例の模擬授業合宿に参加しました。この

合宿は「英語科教育法 II」と「同 IV」、そして「教育実習 II」の必須行事であり、本学の

勝浦セミナーハウスで 2 月に 2 泊 3 日の日程で行われました。教職課程の高野敬三先生、高

田智子先生、金子義隆先生の３人の先生に加えて、本学の和田稔名誉教授、元茂原市立茂原

中学教諭の板倉清子先生、本校卒業生で現在は銚子市立銚子高等学校教諭の亀山綾先生の合

計６人の先生から手厚いご指導いただきました。 

 まず１日目の午後の和田稔先生の講義では、事前に与えられていた課題をベースに講義が

進んでいきました。この講義では、現在、一般的に用いられている指導の方法全てを肯定し

て進んでいくものではなく、現代までに提唱されてきた指導理論をもとに和田先生の独自の

視点から英語教育を考えていくというスタイルのものであり、私たちに新しい考え方を提供

してくれる講義でした。 

 その後は、模擬授業です。英語科教育法を履修している学生が 3 人で１グループ、合計５

つの班に分かれて、それぞれ順に模擬授業を行いました。これまで学習してきた指導理論を

もとに班員全員で協力して一つの模擬授業を行いました。第１班の発表は一番初めというこ

ともありとても緊張していましたが、堂々と行えていました。そしてこの１班の発表に対し

て先生方から厳しくも的確なフィードバックがありました。この１班に対するフィードバッ

クを聞いて５つの全ての班が、自分たちの用意してきた模擬授業の指導案の修正をしました。

どの班も寝る間を惜しんで修正しました。気づくと明け方まで行っていました。私たちの班

も明け方までずっと修正と話し合いをしました。その際、先生方や４年生が指導案に対して

様々な助言をくださいました。私たちだけでは気づかないような視点からのアドバイスをい

ただきとても参考になりました。 

 ２日目は一日通して模擬授業を行っていきました。朝方まで修正し、改善した指導案をも

とにそれぞれの班が模擬授業を行いました。どの班に対しても１班と同様にフィードバック

がありました。中には厳しい指摘に対して涙を流してしまう人もいました。そんなときにも

ほかの班員がフォローしていくことで全員協力して乗り切っていきました。私たちの班は

後でした。正直なところ私自身、指導案作成の段階で、どのように授業を展開していこうか

ずっと悩んでいました。私はかなりワークシートに不安があり、どのように展開をすべきか

ぎりぎりまで悩んでいました。そんなときに先輩のアドバイスが役に立ちました。結果とし

て、私たちの班もしっかり模擬授業を行うことができました。 
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 ２日目には模擬授業の他に、板倉先生と亀山先生の講義もありました。板倉先生の講義で

は、先生がこれまでの教員としての経験から気づいたことや、指導案作成にあたって絶対に

外せないことなど、私たちが実際に教育実習や現場で働き始めたときに役立つようなことに

ついて教えていただきました。また、私たちの模擬授業のフィードバックでは、とても細か

いところまで評価していただき、本当に勉強になりました。また、亀山先生の講義では、実

際の現代の高等学校の英語教育について詳しく教えていただきました。その他にも、教員と

して働き始めてからも英語の教員としてどの単元を、またどのように教えていくのかについ

て研究していくことができる環境があることも教えていただきました。 

 3 日目には、高野先生の講義がありました。高野先生の講義では、先生がこれまで携わっ

てこられた教育行政の視点から英語教育について話してくださりました。これから私たちが

働く上で関わっていく組織や、求められている能力について具体的に知ることができました。 

 私はこの合宿を終えて自分自身の成長を大きく感じることができました。英語の指導法に

ついてはもちろんのこと、数多くの先生方のお話を聞いてたくさんのことを感じ、いろいろ

なことに気づくことができました。また、今回私は合宿委員として他の 2 人のメンバーとと

もに全体を動かしていく立場でした。これまでも大勢の人の前に立つ経験はありましたが、

これまで体験したことがないようなことがいろいろ起こりました。その全てが私を成長させ

てくれたのだと思います。合宿は大変なことがたくさんあり、やめてしまいたいと思うこと

もたくさんありました。しかし大変だからこそ自分の成長になったと思います。私は合宿を

終えてみて心から、自分のためになった楽しい合宿だったと思います。 
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イングリッシュ・スピーキング・サロン 

教職課程履修者セッション 

ESS Teacher Training Program 

Sarah Holland 

For the first time this year in ESS there was a weekly session, during period 4 on 

Thursdays, designed for Meikai students taking the English Teachers’ License Course. 

The program was originally set up by Dr. Greg Glasgow and ably supported by Tyson 

Rode and Sarah Holland. Greg led the sessions in the first semester, while Sarah 

organized those in the second semester. 

The goal of the program was to support students taking the teacher training course in 

the English Department, and to give them a chance to practice what they had learned. 

For example, students learned interviewing skills necessary for the Teacher License 

Exam, and attended workshops such as, Establishing Routines and Instructions in 

English and Playing Language Games in the Classroom. In addition, students learned 

basic pedagogical skills and experienced micro-teaching, all through an English medium. 

As a result, students simultaneously practiced and improved their English language 

proficiency. 

One of the highlights of the program was having the experience of micro-teaching. 

Students planned and delivered a 10-minute English lesson for their fellow students. 

This experience was especially useful when the international students acted as ‘real’ 

ALTs (Assistant Language Teachers) in the ESS practice-classroom. After the 

micro-teaching demonstrations, the mentors provided feedback and guidance to the 

student-teachers. For a more in-depth look of what took place in the micro-teaching 

workshop, see below. 

There was a core group of ten students who attended regularly; all those who attended 

always participated enthusiastically and showed a keen interest in learning the practices 

of English teaching.  

We are very pleased that the ESS: Teacher Training Program will continue again from 

April 2016. We hope students will make use of this excellent resource and join in the 

activities and learning.  



 

85 

 

イングリッシュ・スピーキング・サロン 

教職課程履修者ワークショップ 

Teacher Training Workshop: 

Establishing Routines and Instructions in English 

Tyson Rode 

It was a great pleasure to participate in several of the 2015-2016 Teacher Training 

Workshops and Micro-teaching Demonstrations held on Thursday afternoons, 4th 

period, in the English Speaking Salon (ESS). In October, I had the opportunity to lead a 

workshop entitled, “Establishing Routines and Instructions in English.” The purpose of 

this workshop was to introduce several concepts essential to creating an effective 

classroom environment. Three components of an English lesson were covered in this 

workshop: 1.) greetings and warming up; 2.) effective use of the blackboard; and, 3.) 

giving instructions in English.  

The workshop began with a discussion of cognitive and educational psychologist 

Jerome Bruner’s concept of scaffolding and the related concept of establishing routines 

in the classroom. Students in all classrooms feel comfortable when they are familiar with 

the teacher’s style and lesson format. However, there is a need to balance familiarity and 

creativity. Students participated in several greetings and warm-up activities such as the 

Janken Interview Game and Rows and Columns. These fun and classic activities help to 

create a good classroom atmosphere.  

In the next part of the workshop we assessed some techniques for effective use of the 

blackboard. For example, writing a simple procedure on the board can be very helpful 

for students; it is a good idea to keep a list of important vocabulary on the board, and 

consistency is important. Finally, we brainstormed about useful classroom English 

expressions. 

Everyone participated with interest and enthusiasm in this workshop and I wish to 

thank them for their active and committed attitudes towards education and learning. I’m 

looking forward to seeing everyone in the Teacher Training Workshops this coming year. 

 



 

86 

 

介護体験と養護学校での実習 

３年 佐々木 綾香 

教職課程では、５日間の介護等体験と２日間の養

護学校での実習の機会があります。私は９月に鎌ヶ

谷市にある梨花苑というデイサービスを行ってい

る施設に行きました。１日目にはまずオリエンテー

ションをし、施設長に実習中の課題を出されました。

それは「一人でもいいから利用者さんに名前を覚え

ていただくように」とのことでした。５日間で介護

を学ぶのは難しいのでは？と感じていたので、それ

なら私でも出来ると思い、実習中は積極的に利用者

さんとコミュニケーションを取るように心がけま

した。１日の具体的な内容はまず朝いらっしゃる利

用者さんをお出迎えし、靴の脱ぎ履きをお手伝いし、

朝の会でラジオ体操を一緒にしました。その後お着

替えのお手伝いをしました。この時戸惑ったのが、どの利用者さんがどの程度自分のことを

出来て、また出来なくてお手伝いが必要なのか分からなかったことです。施設の方針として

利用者さんの出来ること、得意なことは更に伸ばしていくというのがあったので、ついお手

伝いしすぎてしまい「この方は出来るから」と何度か施設の方に注意されてしまいました。

しかしお話しているうちに、利用者さんのほうから「これお願いしてもいい？」と言ってく

ださったので、コミュニケーションすることの重要性を改めて感じました。 

お昼になると食事の配膳をしました。利用者さんにより、細かく食べ物が切ってあったり、

病気で食べられないものは抜いてあったりと、少しメニューが異なっていたりしたので、お

名前をきちんとお呼びし、間違いのないように気を付けました。皆さんが召し上がっていた

後、施設の方は誰がどのくらい残したのかを記録しており体調の変化などに気を配っている

ようでした。お昼のあとには静養時間があり、オセロをしたり、おりがみをしたりしました。

私とオセロをするのを楽しみに待って下さっていた方がおり、とても嬉しかったです。その

あと体操、レクを行い、お見送りをして１日は終わりました。 終日にはある利用者さんに

紙に名前を書いてと言われたので理由を尋ねると、「きっとあなたのこと忘れてしまうかも

しれないけど、この名前見て、親切にしてくれた人いたなと思って感謝するからね。」と言

ってくださいました。私がお手伝いする立場なのに、感謝する心を再度学ばせていただきま

した。この実習に行く前は「どうして教師になるのに介護を体験しないといけないのだろ
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う？」と思っていました。しかし、教師は生徒だけでなく、保護者や地域の方、同僚といっ

たさまざまな世代の方々とコミュニケーションをとらなければいけません。この介護等体験

はそのための練習の場であり、感謝の心を忘れずに誰かのために奉仕することの大切さを学

びました。 

養護学校実習では 11 月に千葉市立養護学校に行かせていただきました。私が配属されたの

は中等部の３年生のクラスでした。１クラス３人の生徒に対し、教師２人という体制でした。

２日目がマラソン大会なので、１日目はまず生徒を励ましながら一緒に２ｋｍ走りました。

その後の「せいたん」という授業で仕事体験という、数週間後に行われる職場体験の練習を

する内容でした。この時に、介護等の実習でも難しいと感じた、「出来ることはやらせて見

守る」ことがどのようにしていいのかまだわかりませんでした。先生の対応を見てみると、

ヒントをだし生徒自身に間違えを気が付かせていてので、とても参考になりました。２日目

はマラソン大会なので、生徒と一緒に走り、片づけなどをしました。この実習では、いけな

いことをした時にはびしっと叱り、出来たときにはおもいっきり褒めるというメリハリがき

ちんとしているなと実感しました。生徒をよく観察し、小さなことも褒めてあげる大切さを

学べた実習でした。 
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教育実習を終えて 

４年 前田東ゆ子 

｢教えるって楽しい！｣ そう思ったのが教職課程を

履修しようと考えたきっかけだったと思います。2 年次

より教職科目を履修し、3 年次では英語科教育法を学ん

で模擬授業も行い、実践的な勉強をしてきました。その

集大成が教育実習です。昨年の 6 月から 3 週間、私は母

校の袖ケ浦市立長浦中学校で教育実習生としてさまざ

まな経験をし、教科指導、生徒指導、学校行事運営など

多くを学びました。その一端を紹介したいと思います。 

実習初日、学校の先生方が講話をしてくださり、学校

教育に関わる上で大切なことを教わりました。その中で

特に印象に残ったのが、道徳心を養う大切さです。生徒

が学校で学ぶものは国語や数学などの勉強が中心だと考えがちです。一番大事なことは良い

ことや悪いことを判断し、他者を思いやることである、と聞きました。良いことと悪いこと

が判断できるようになれば、自然と勉強もどのように取り組めば良いかわかり、また健康面

にも関心が出てきます。だからこそ道徳心を養っていかなければなりません。この講話を聞

いて実習に対する意識も変わり、成長途上にある生徒をトータルな視点からとらえ、真剣に

取り組んでいこうと、思いを新たにしました。 

講話が終わると、次の日から授業見学が始まります。私が担当した学年は第 1 学年でした。

見学でわかったことは、授業の雰囲気や生徒の様子が毎回一定ではなかったことです。例え

ば、午前中は生徒の集中力が比較的高いのですが、給食・お昼休みをはさんだ後や体育の後

では授業に集中しない生徒が多く、先生が注意をする回数も普段より多い印象を受けました。

生徒の状態に合わせて柔軟に対応する必要があると思いました。 

2週目には、第2学年の宿泊学習の引率をしました。2日間の生活を共にすることによって、

授業見学では見ることのなかった生徒のさまざま面に気付きました。私が引率したクラスは、

以前給食を一緒に食べたとき、男女を意識したからか同性間だけで会話をする生徒が目立ち

ました。そのため、1 日目の野外炊飯の際、男女で協力して行うことができるか不安があり

ました。しかし、どの班も助け合いながらカレー作りを進めていました。片付けが終わって

から女子生徒に野外炊飯の感想をきいてみたところ、男子生徒もいろいろと仕事をやってく

れていた、と好意的に受け止めていた様子でした。また、2 日目の登山では、雪の上を歩く

女子生徒に声掛けをする男子生徒や、中には途中で女子生徒のリュックサックを持ってあげ
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る男子生徒など、ほほえましい姿を見ることができました。この宿泊学習を通して、教室で

は見せない生徒のよい面を発見すると同時に、初日の講話で伺った、他者を思いやる心の育

成が、このような形で行われていることを学びました。 

3 週目にいよいよ実際に授業を行いました。 初のうちは時間を意識しすぎたり、50 分の

活動の流れがきちんと頭に入っていなかったりしたため、後で生徒に｢先生、緊張してたね｣

と言われてしまうこともありましたが、何度も授業を行ううちに少しずつ慣れていきました。

指導案作成では、生徒が主体的に取り組んで楽しめることを視野に入れ、機械的なドリルや

暗記に偏らず、意味のある言語活動を行えるよう計画を練りました。そのためにワークシー

トを作成し、指示を明確に書くなど指導教諭の助言を取り入れながら改善して、自作の教材

で授業を行いました。 

教育実習中、「ライフ」と呼ばれている生徒の日記を読み、コメントを書く機会がありま

した。生徒が日記に書く内容はさまざまで、一日の中で印象に残ったことを書く人やしりと

りをする人、体調が悪いことを日記の中で訴える人もいます。クラス担任制をとる小学校に

比べて担任の先生と関わることの少ない中で、「ライフ」は先生と生徒の間のコミュニケー

ションをとる手段のひとつになっています。ある男子生徒とのやり取りを通して、それを実

感した出来ごとがありました。その生徒が友達と喧嘩をしてしまい、深く反省していると日

記に綴っていました。私はどのようにコメントしようか悩みましたが、考え方が変われば行

動も変わること、今日のことを忘れずに一緒に頑張ろう、という言葉を返しました。その後

しばらくして、その男子生徒から話しかけてくれるようになり、気づけば毎日会話をするよ

うになっていました。日記で返した言葉をきっかけに、その生徒と心の通うコミュニケーシ

ョンができるようになったのです。 

3 週間の実習は楽しいことばかりではなく、思うように行動できずくやしく思ったこと、

苦しかったこともたくさんありました。しかし、中学校の先生方のサポート、生徒の笑顔や

笑い声に励まされ、実習を乗り越えることができました。長浦中学校の校長先生、指導教諭

の先生をはじめ、ご関係の方々に深く感謝しています。 
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科目等履修生としての 1 年 

―小中高の教員免許取得を目指して― 

2014 年度卒業／科目履修生 馬場 勇輔 

 私は中学校 1 年生の時、初めて受けた英語の

授業で将来の職業を決めました。「この先生み

たいな英語の先生になりたい！」と直感的に思

いました。先生は流暢な英語で自己紹介をし、

そこから伝わってきた何かが私をとらえまし

た。たまたま何かの折、私に英語で接してくれ

たことも、英語の先生への憧れをもつきっかけ

になったと思います。それからの私は、中学校

の英語の教員になることのみを考えていまし

た。 

 私は 2015 年の 3 月に明海大学を卒業しまし

たが、卒業と同時に教員免許状を取得することはできませんでした。3 年次で修得できな

かった英語科教育法を 4 年次で再履修するため、卒業してから教育実習に行くことになっ

たからです。同輩の中には進路を変更し、一般企業に就職を考える者もいましたが、私は

1 年遅れても教員になる夢を諦めず初志を貫徹したいと思い、卒業後は科目等履修生とし

て残ることを決めました。 

 私は卒業直後の１年間で 3 つのことをやってきました。明海大学での教育実習等の履修、

明星大学教育学部の通信教育の受講、そして足立区立中学校生活指導員としての勤務です。

明海大学では、教育実習Ⅰ･Ⅱ、後期からは教職実践演習を受講しました。卒業しても大学

に通わなければならず、加えて後輩と同じ授業を受講しなければならなかったため、4 月

の頃は少々気が重かった日もありました。しかし、履修者全員が同じ目標を達成するため

に課題を探求し、皆で様々な意見交換をし、知恵を出し合ううちに、そのようなわだかま

りはいつの間にかなくなっていました。 

 明星大学教育学部（通信教育課程）では、小学校教諭 2 種免許の取得を目指して勉学に

励みました。明海大学には前期に週 1 回、後期には週 2 回しか通学しないため、時間を有

効活用したいと模索していた中、明海大学の先輩から小学校教諭 2 種免許が明星大学で取

得できることを紹介していただきました。将来、小学校の教員になるかどうかはさておき、
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選択の幅を広げることにもなると考え、入学を決めました。現在小学校 5 年、6 年で実施

されている外国語活動は、近い将来教科化すると文部科学省は発表しています。その意味

でも、小学校での英語教育に非常に興味がありました。通信制で小学校教諭 2 種免許を取

得する機会があることを非常にありがたく思い、当初は卒業後の 1 年間は明海と明星の 2

本立てで頑張ろうと思っていました。 

 しかし、結果的に 3 本立てとなりました。それは、足立区立中学校生活指導員（非常勤

職員扱い）として勤務することにしたからです。私は、高校 3 年生の頃から足立区にある

母校の中学校で学生ボランティアをしていました。私自身の授業が早く終わった日に中学

校に出向き、放課後の学習教室の担当の先生の補助をしていました。英語の授業で理解し

きれなかった部分の解説をしたり、提出をしなければならないワークを一緒に解いたり、

勉強内容は人によって違っていました。様々な事情で教室に入れない生徒に対応すること

もあったため、現在の子どもたちが抱えている悩みなど多くのことを知ることが出来まし

た。この当時の校長先生が、私が科目等履修生として比較的時間に余裕があることを知っ

て、足立区立中学校生活指導員に推薦してくださいました。勤務条件は難しくなく、教員

志望であれば教員免許状を有していなくても就くことができる仕事です。年間 165 日勤務、

1 日 7 時間勤務（中 1 時間休憩有り）、出勤日や出勤時間などは各学校によって違い、 初

に希望を出しておけば希望通りに配慮していただけます。仕事内容は学校によって違うよ

うですが、私は 2 学年に所属し、主に学年便りの印刷、学期試験の採点などをしています。

教室に入り、学びの遅い生徒や落ち着きのない生徒の面倒をみることもあります。時には

大反抗してくる生徒もいますが、そのようなときはベテランの先生方が間に入ってくださ

るので、生徒への声のかけ方など直接学ぶことができます。保護者会や学校行事の際は、

学年の枠をこえて受付係や接待などもします。このように、学校行事や生徒指導など大学

の講義では学べないことを経験することができます。正規採用になる前段階の訓練の様な

ものとして、教員を目指す者にとってはありがたい機会です。  

私はこのように、1 年間で科目等履修生、通信学生、非常勤職員として 3 つのことをや

ってきました。日中は仕事をし、夕方からは通信教育の教科書を読みレポートを書いたり、

スクーリングに行ったりして、気の休まる日はほとんどありませんでした。しかし、これ

ら 3 つはすべて中学１年生のときから決めていた目標につながっています。その意味で、

多忙を極めた１年を終えようとしている今、大きな充実感を味わっています。この 1 年の

学びと経験を生かして、今後さらに精進を重ね、中学校の英語教員として教壇に立ちたい

と思います。 
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 追記：「足立区立中学校生活指導員」は、現在、職名変更中とのことです。これについて

本稿に書いた内容は、現在私が知る限りの情報ですが、興味のある方は、ホームページ

（https://www.city.adachi.tokyo.jp/）で詳細をご覧ください。 
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教員採用試験合格をめざした日々 

 平成 28 年度採用茨城県教員選考試験（高等学校）合格 

2010 年度卒業 青野 あゆみ 

 私は高校生の時から教員を志

望して、明海大学に入学するこ

とを決めました。大学入学後は、

教員を志していたものの、実用

英語検定試験や TOEIC のスコ

アで伸び悩み、志半ばで教職課

程を履修することを諦めてしま

いました。４年生になり、教職

課程で出会った仲間たちが教育

実習や教員採用試験に挑む中、

私は就職活動をせずに大学を卒

業しました。  

大学卒業後は、学生時代にア

ルバイトをしていた塾で講師を

しながら、明海大学で科目等履

修生として教職課程を履修しました。一度、教職課程を諦め

てしまったのにもかかわらず、恩師は私に「何年かかっても

いい。教員になるまでの時間はそんなに関係ないよ。教員になってからが重要だよ」と声を

かけてくれました。この言葉に勇気をもらい、「同級生に数年遅れても、教員採用試験に合

格出来ればいいのだ」と前向きに考えられるようになりました。 

 教員免許を取得後、教育実習でお世話になった高等学校から常勤講師のお話を頂き、公立

高等学校で２年間常勤講師として勤務しました。常勤講師をしながら教員採用試験合格を目

指す日々は、毎日が大変だったことを覚えています。まず、１年目は慣れない学校の仕事や

部活動、教材研究、授業準備に追われ、教員採用試験の勉強まで手が回らずにいました。私

の勤務校では、英語に力を入れていることもあり、英語の授業はできるだけ英語で行うスタ

イルだったので、大学で学んだ授業展開や言語活動を実際に取り入れながら授業をしていま

した。英語でスピーチやディベートが出来るクラスや、ＡＬＴを交えてＴＴで授業を進めて

いくクラスなど、様々なクラスがあったので、貴重な経験になりました。授業以外では、塾

講師の経験を活かせると思い、センター試験のゼミを担当させていただきました。ある日、

                

（卒業式。左が青野さん） 
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１年生のゼミ中に「私が３年生になっても、英語を教えてね。」と生徒から声をかけられま

した。生徒たちが将来と向き合って勉強する姿を見たときに、私自身も自分の夢や将来に向

き合うべきだと思うようになりました。 

 ２年間常勤講師として勤めた後、試験勉強に専念するために講師を辞めました。教員採用

試験までの３カ月間の生活についてお話したいと思います。試験までの３カ月間は、毎日図

書館に行って開館から閉館まで勉強しました。１日の勉強時間は８～１０時間くらいだった

と思います。どちらかと言うと、私は暗記が得意なほうではなかったので、教職教養におい

て「どうしてこの法律ができたのか」という理由を調べながら一つ一つ覚えていきました。

専門教科はセンター試験の過去問をひたすら解き、満点を目標に取り組みました。また、試

験には英会話もあったので、NHK の英語ニュースを聞くことや TED を視聴することを通し

て、自分の考えを表現する練習をしました。勉強を始めた頃は、好きな英語を向き合える時

間が持てて、楽しかったことを覚えています。久しぶりの英語学習にワクワクしながら勉強

していたので、あっという間に一次試験当日になっていました。二次試験対策では、私の住

んでいる地域に教員向けの予備校がなかったので、お世話になった先生方に面接練習や小論

文の添削をしていただきました。一次試験で学習したことは、二次試験の小論文や個人面接

で大いに知識として役立ったと感じています。 

 後に、私が受験した「茨城県 高等学校」の教員採用試験の特徴は、記述式であり、県

内独自の問題が出題されます。一次試験には、一般教養、教職教養、専門教科（筆記・英会

話）がありました。二次試験は２日間で行われ、小論文、集団討論、個人面接、模擬授業が

ありました。 

 今まで私はたくさん挫折を経験し、順調な人生とは言えませんが、「努力すれば、結果は

後からついてくる」と信じています。これからも様々なことに挑戦していきます。 
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生涯一書生 

2007 年度卒業・2009 年度大学院修了 

千葉県立我孫子高等学校 教諭 

吉川  良 

 英米語学科の学生の皆さん、こんにちは。わたくしは、平成２２年３月（２０１０年３月）

に教職課程を修了致しました吉川良（よしかわ りょう）と申します。 

 教職課程在籍期間、また教諭として働き始めてからも各種研修会などでご指導賜りました

高田智子先生より、本ジャーナルへの寄稿のお話をいただきました。高田先生からの学恩へ

の感謝を表す絶好の機会であるとともに明海大学英米語学科の教職課程に在籍する皆さんの

参考に少しでもなればと思いまして、筆を取りました。 

初めにわたくしの職歴と現況に関しまして少しお話し致します。２０１０年４月に、千葉

県立高等学校の外国語（英語科）教諭として採用され、初任校での５年間の勤務を終え、現

在は、千葉県立我孫子（あびこ）高等学校で勤務致しております。 

初任校として勤めた流山おおたかの森高校は、県下の県立高等学校でも外国語教育に力を

入れている学校の一つでした。教科指導に関わることを試行錯誤しながら、多くのことを学

ぶことが出来ました。 

現在の勤務校である我孫子高校は、国体選手、オリンピック代表候補選手を多数輩出する

など、部活動が非常に盛んです。私自身、ラグビー部顧問としての仕事も任され、周囲の方々

の手厚いサポートのもとやりがいを感じて日々過ごしております。 

寄稿に当たりまして、『英語教員という職業の魅力や千葉県の中等教育の特色』を伝えて

もらえないかと高田先生より依頼を受けました。千葉県の中等教育の特色と言っても、各県

立学校ごとにまた地域ごとにそれぞれ特色が異なり、経験の浅いわたくしが皆さんにお伝え

できるようなものがございません。赴任した学校で自分は何ができるのかを考えて、それを

実行する他ないとわたしは考えます。したがって『英語教員という職業の魅力』について少

しお話し致したいと思います。 

 英語教員としての職業の魅力に第一に挙げられることは、生徒とのコミュニケーション・

生徒間でのそれが授業内で活発に行われるように授業を展開できることだと思います。他教

科では、所謂『チョーク＆トーク』の講義形式の授業を取るもしくは取らざるを得ないよう

な教科が多いかもしれません。しかしながら、英語の授業はそうではありません。よく準備・

構成し、生徒にどのような活動をさせて、どんな目標を達成させたいのか。それらを生徒た
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ちにも十分理解させて、取り組ませることが出来れば、教員・生徒双方にとって素晴らしい

時間を共有できます。『言うは易し行うは難し』ですが、それを目指して努力していく過程

にこそ、職業の魅力があると思います。 

 続いて魅力に挙げるとすれば、これは英語教員に限ったことではありませんが、『生徒の

成長を身近で見ることができること』ではないでしょうか。成長を『見る』というよりも成

長を『見守る』と表現する方が適切かもしれません。『高校生になったんだから、自分で考

えなさい』などと言って、突き放して放任してしまうことは簡単かもしれません。しかしな

がら、それでは『人』を育てることはできません。たとえ高校生であっても『同じ時間と場

所』を共有することが何より大切だと思います。部活動の指導を通して生徒の成長段階をよ

り深く理解できるようになり、また娘が生まれて親の気持ちがわかるようになって、その感

はより強くなっています。ごちゃごちゃ言わずに子どもたちが一生懸命取り組んでいる姿を

見てあげる、『成果』ではなく『過程』を重んじ、その取り組んだ『過程』を褒めてあげる。

それが重要なのではないかと思います。 

 後に（英語）教員の 大の魅力を挙げるとすれば、『自分の好きなことを生涯にわたっ

て学び続けることができる。またその為の時間を多く割くことができること』ではないでし

ょうか。営利団体の企業であれば、営利を生み出すために取り組みたくなくてもやらなけれ

ばならない仕事も多くあろうかと思います。教員ももちろん一社会に生きる人間ですから、

職場においてしなければならない仕事もあります。しかしながら、その量とそれに取られる

時間は、一般企業の勤め人と比べて少ないように思います。 

題名に掲げた『生涯一書生』。わたくしの好きな言葉です。学問に対して真摯に取り組み、

それを博く、世の為・人の為に還元していく。それを人生の 重要事項に置いて生きていく。

そのようでありたいし、そのように生きていこうとわたくしも努力していきます。学生の皆

さんも各々に大切にすべき人生の指針を打ち立てて、生きていきましょう！ 
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卒業生からの手紙 

スウェーデンで看護師 

関屋 康子 

 明海大学英米語学科を卒業してから早くも２０年が経ってしまいました。今回は同期の

原和也先生からの依頼で原稿を書かせていただくこととなりました。  

 卒業後は東京のとある専門商社に勤めてい

たのですが、当時文通をしていたリトアニアの

友人たちを訪ねてリトアニアに行って以来リト

アニアの虜となってしまい、勤めてから３年半

経った頃会社を辞めてリトアニアへと留学に旅

立ちました。それから紆余曲折を経て、2001 年

の 11 月からスウェーデンのストックホルムに移

り住み、現在はフィンランド人の夫ともうすぐ

５歳になる息子と暮らしております。 

スウェーデンの公用語はスウェーデン語です

が、ストックホルムに降り立った当初はスウェ

ーデン語なぞ『ありがとう』と『ヘイ』の 2 語

しか知りませんでした。元来語学フリークだっ

た私ですが、なぜかスウェーデン語には興味が

わかず、現地の移民用のスウェーデン語学校に通い大学受験資格レベルのスウェーデン語ま

では１年半でクリアしたものの、自分の英語力が下がるのが嫌だという変な思いから日常生

活は英語で押し通していました。就職もしなければならないので、日本関連、日本語関連の

求人に応募してみるも、そのような所には自分と同じ境遇の日本人が押し寄せているので、

面接まで行けても単発の仕事ばかりで、正社員職はなかなか見つかりませんでした。 

日本関連のマーケットは小さすぎ、ターゲットをそこからスウェーデンの現地人向けにシ

フトした時にどの分野が職にあぶれないかを考えたら、医療職でした。よって、まずは地元

の准看護師養成コースに通いました。当時の私のスウェーデン語レベルは相当に危ういレベ

ルで、実習先からもスウェーデン語が不自由だとのダメ出しをされたのですが、なんとか准

看護師となりました。でも、さらに地位の安定している国家資格が欲しかったので、大学の

看護科に願書を出しまし、そうしたら受かってしまいました。そして、カロリンスカ大学の

３年間の看護コースを無事に終えて 2009 年の１月から晴れて正看護師となり、以来カロリン

スカ大学病院に勤務して現在に至ります。 
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実は、大学在学中も初期の頃は実習でスウェーデン語が拙いと指摘されたり、大学の卒業

論文は他の学生がスウェーデン語で書く中一人で英語で書いてました。それでも、在学中は

老人介護施設や病院で准看護師としてバイトをしたりして、スウェーデン語は現場で叩き上

げて行きました。今でこそスウェーデン語に困ることはほとんどなくなり、職場の同僚は一

昔前までは私のスウェーデン語がイマイチだったとは想像もしてないでしょう。 

英語専攻から看護科と進路を大きく変更したわけですが、カロリンスカ大学時代は英語で

書かれた論文や本を大量に読まされ、卒論も英語で書いたし、明海大学時代に英語にそれな

りに取り組んでいたことが助けになって現在につながっているのだと思います。看護師とし

ても今年で８年目。そろそろ専門分野を決めて大学院進学も視野に入れている所です。 
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英米語学科同窓会 明英の活動報告 

 

 明英代表 川部 翔 

英米語学科同窓会「明英」は、会員の皆様のご支援のもと、2015 年 6 月 15 日（日）に明

英創立 10 周年の記念パーティーを、浦安ブライトンホテルにて盛大に行いました。多くの先

生方にもご出席いただき、総勢で 80 名を上回る方々と楽しいひと時を過ごさせていただきま

した。パーティーにおいて、小松達也先生（明海大学名誉教授）より、『たかが英語、され

ど英語』というテーマでご講演いただきました。ご講演の中で、小松先生は現在中国語を学

んでいらっしゃるというお話がありました。小松先生の学びに対する姿勢に触れ、私たちも

現状に満足せず、日々学び続けなければならないのだということを痛感いたしました。 

12 月 6 日（日）の教育セミナーにおいては、日野壽憲先生（元明海大学教授）より、『

後の授業 ～若者と楽しむ教養小説』というテーマでご講演いただきました。日野先生のテ

ンポの良い語り口と、文学作品に対する明快なご解説に、あっという間に時間が過ぎ去って

いきました。日野先生とともに過ごした時間は非常にやさしく濃密で、参加者の心のこりを

じんわりと、しかし確実にほぐしてくれたようでした。参加者の中には、感極まって涙を流

される方もいらっしゃいました。 

12 月末には、同窓会本部の郵便物とともに、いつもよりも大きめのクリスマスカードをお

届けしました。パーティーの様子が少しでも伝われば幸いです。今後も、会員の皆様の心に

少しでも残るようなカードをお届けしてまいります。また、3 月 12 日（土）には、現役の教

員志望の学生との交流会を行いました。教育という現代の日本における重要テーマに志を立

てようとしている後輩の皆さんに対し、少しでも有益なことを、そして大切なことを伝えた

いという卒業生の気持ちがこの会にはこもっています。 



 

100 

 

明英では現在、年間で以上の 4 つの事業とニューズレターの送付を行っております。今年

度は 10 周年ということもあり、それぞれの事業が非常に充実していたように感じます。明海

大学の先生方や先輩方が、学ぶこと、そしてそれを続けることの重要さを言葉で、そしてそ

の姿勢から次の世代にお伝えいただいているように思います。明英も、現在の事業運営に満

足することなく、今後も会員の皆様により多くのよろこびと感動を届けられますように、理

事一同努めてまいります。何卒、宜しくお願い申し上げます。 
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編集後記 

 

日野壽憲先生から英米ジャーナルの編集というだいじなお仕事を引き継ぎ、なかなか心もと

ない新米委員でありましたが、みなさまのご投稿のおかげで、2015 年度号も刊行することが

できました。さらに、編集にあたっては Keiko Nakamura 先生にもお手伝いいただきました。

ジャーナルを見れば、英米語学科でいかに多様な教育活動が行われているのかが分かります。

本学科がこれからも学生の成長の場、それぞれの飛躍の力を養える場でありつづけますよう

に。 

 

2015 年度・2016 年度 英米ジャーナル編集委員会 

山泉実・藤田智子・嶋田珠巳 
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