
在校生の皆さまへ 保護者の皆さまへ

広島大学の「海外フィー
ルドスタディ・アドバン
スト」の2単位が認定さ
れます。

単位
認定

実践的な(英語)コミュニケーション力を身に付けて、シドニーで実

際に異文化体験して、後期もモチベーション高く英語力を磨き続

けます。そしてその学びに「単位」が認定されます。

こんな方にお勧めします!!
・大学入学後、海外体験がない方
・海外体験したいけど、ちょっと不安・・・な方
・海外体験したけど、どうもうまくいかなかったな、という方

広島大学のお勧め

※STARTプログラム(=海外フィールドスタディ)の単位とは別に
なります。従いましてSTARTに参加された方も受講できます

※最後のページに申込書があります。切り取って、お申し込みください。

〒739-0046 広島県東広島市鏡山1-4-5 広島大学会館内
広島大学消費生活協同組合

2017年より、
上級生向け講座
を開始しました

生協の「シドニー異文化体験ツアー付

英語コミュニケーション講座」のご案内

生協職員・講座講師が同行するので

安心・安全

上級生
向け



シドニー異文化体験ツアー(8日間)付
英語コミュニケーション講座

シドニー異文化体験ツアーを前提に少人数で実践的な英語コミュニケーションを学びます。

● 講座90分×20回(ガイダンス含む、前期11回、後期9回)
● TOEIC-IPテスト2回受験(4月/12月) ● オリジナル教材
● シドニー体験ツアー

限定40名310,000円(税込)

講座20回とシドニー体験ツアー予定旅行代金(羽田空港発着・燃料サー
チャージ・空港諸税込み)。ツアーの正式な申し込み手続きは5月中旬に
行っていただきます。ツアー料金は5月初旬までに確定します。万が一、差
額が発生しましたら追加で請求、もしくは返金させていただきます。

※上級生だけのクラスです。
※開講時間は毎週火曜日 18時15分～19時45分 (予定)
※開講期間は 4月17日～12月11日 (予定)

ただし試験期間中、夏休中は除く

シドニーツアーは8月26日～9月2日(予定)

(定員になり次第締め切らせていただきます)

自分の可能性を広げるために・・・活躍の舞台は世界中に

英語でコミュニケーションが出来るようになりたい!

海外体験&英語講座

グローバル化していく世界で重要なことは、世界には自分た

ちと異なる文化や価値観をもつたくさんの人々がいることを理

解(異文化理解)し、互いにその文化や価値観を尊重していく

ことです。そのためには互いにコミュニケーションをとるという

ことです。そのためのツールが英語であり、実際に世界共通

語として使われています。

否応なしに日本は世界と繋がっていきます。英語を使えると

いうことは、活躍の舞台を世界中に広げるということ、つまり

将来の選択の幅を大きく広げることです。一方で国内で様々

に活躍する場合にも、グローバル化していく世界とは濃密な

関係性を持つことになります。そこではやはり使える英語が

非常に重要になっていきます。

まず、「体験」
しよう!

なぜ、早くいくといい
のですか?

シドニー異文化体験ツアーで訪れた広島大学の提
携校ニューサウスウェールズ大学(UNSW)。
UNSWの学生たちとの交流では大変大きな刺激を
受けました

上級生
向け



シドニー体験ツアー付
英語コミュニケーション講座

8月26日(日)予定

羽田空港からの往復は生協職員が
同行、現地には講座の講師がいま
すので、海外が初めての方でも安
心です! 初めての方にこそ、お勧
め!!

安心!!

2018年度ツアーは4月中
旬に詳細確定予定

( 下記は昨年の例)

UNSW(ニューサウスウェルス
大学訪問
(現地学生と交流)

上級生向け



シドニー体験ツアー付
英語コミュニケーション講座

講座90分×20回(ガイダンス含む、前期11回、後期9回)

英語力に長けて、かつ英語を使って仕事
をされてきた専門の英語講師による講座
です。講義形式の座学だけではなく、実
際の海外での文化、習慣なども体験しま
す。

専門研修を受けた学生スタッフの多くは
この講座の受講生だった学生たちです。
「英語が好き」「海外体験が豊富」なスタッ
フが楽しい雰囲気を作り、皆さんの学び
をサポートします。

講座の一年

４月
ガイダンス
TOEIC受験

7月

前期講座終了

10月

後期講座開始

12月
後期講座終了
TOEIC受験

〈前期〉ガイダンス１回+講座10回 〈後期〉ガイダンス1回+講座8回
夏休み

シドニー異文化体験
ツアー(8日間)

新しい
体験へ

米国の大学を卒業後、通訳・翻訳・など英語関係の仕事に従事。その他、
様々な企業で英語学習教材やプログラムの企画開発・制作を担当。通訳案内業
試験の元面接官。TOEICを実施団体で企業内研修の開発など、TOEICの普及に
携わる。また、日本初の英語学習アドバイザー資格認定制度を企画立案。著書
多数。現在、広島大学生協の他、中四国8大学の各大学生協で英語講座を監修。

16年受講生
2回のTOEIC-IPを受験した受講生の
・85%が点数UP
・平均で70点UPし、
最高は205点UP

英語講座を受講して
総合科学部４年 M

英語を話せるようになりたい！という気持ちか

らこの英語講座を受講しました。この講座は受験

英語しか知らなかった私に、様々なアクティビ

ティを通して、実際に使える「生きた英語」を学

ぶ機会をたくさん与えてくれました。受講後、ア

メリカに1年間留学しましたが、そこでは言葉や

文化の壁にぶつかることが本当にたくさんありま

した。しかし、その度に英語講座で身についた会

話力や知識に何度も助けられ、その経験が私をさ

らに成長させてくれたと思います。講座を通して

自分と同じような目標を持った多くの仲間と出会

い切磋琢磨する中で、英語の面でも人としても成

長することができるのがこの講座の魅力だと思い

ます。

学生リーダー

上級生向け



シドニー体験ツアー付
英語コミュニケーション講座

シドニー異文化体験ツアーは広島大学生協を含む中四国の大学生協

の共同企画で、2017年夏までに7回実施しています。2017年は12

大学から355名が参加し、17名の英語講座の講師と、19名の講座担

当生協職員が現地でツアーのサポートをしました。広島大学からの参

加者は84名でした。

このツアーに参加した学生は、五感で異文化を感じ、人と触れ合い、

自身の語学力を実感するなどして、価値観や人生観を揺さぶられる経

験をします。英語学習ということだけではなく、大学生活、そして将

来を自分の力で開くきっかけとして、まず最初の海外体験として参加

されることをお勧めします。

現地ガイドの英語での説明でシドニー歴史地区を巡る

報告集より

17年夏参加した2年生の受講生の感想の一部

このシドニーツアーは私にとって得るものの大きいとても充実した

旅となりました。

私はもともと海外の文化などには興味はあったものの英語力にはあ

まり自信がなく、始まる前は正直不安しかありませんでした。しかし

シドニーに到着すると、来てよかったと思える貴重な体験の連続でし

た。

特に印象深かった体験は、ニューサウスウェールズ大学で日本語の

授業に参加したことと、ユダヤ博物館でのサバイバーの方のお話です。

初めて海外の日本語の授業を見たのはとても新鮮な体験でした。学生

さんたちが日本の学生よりもはるかに意欲的で、私の日本語からも何

かを習得しようとしてくれていました。また、ユダヤ人のサバイバー

の方のお話は、体験したからこそ私たちに伝えたいという熱意にとて

も感動しました。

これらの体験を通し感じたことは、コミュニケーションには言葉の

壁なんて関係ないということです。他国の言葉が完璧に話せなくても、

その国への知識があればお互いを理解することができる、英語力はも

ちろん必要ではあるけれど、大切なのは、伝えたい、理解したいとい

う気持ちであると実感しました。シドニーには驚くほど様々な人種の

人たちがいて、当然言葉の壁はあり、しかし互いを理解しながら生活

しています。今回シドニーでたくさん親切な人に出会ったり、日本に

興味を持っている人に出会ったりして、私たちが歓迎してもらえるの

自分の言いたいことを伝えたいという気持ち

経済学部 若松 杏奈さん

は異文化についての理解があるからだと感じました。ツアーを終えて、

私が成長できたと感じるのは英語力ではなく、自分の言いたいことを

伝えたいという気持ちの面です。英語でコミュニケーションをとるこ

とに怖さは無くなったし面白さも知ったので、次に海外に行く時は

もっとしゃべって相手の言っていることも理解したいと思いました。

この貴重な機会を作ってくださった皆さん、ありがとうございまし

た。

若松さんベストショット!

上級生向け



私がシドニー異文化体験ツアーに参加しようときめたきっかけは、

主に大学生の間に海外に行ってみたいと思っていたことと、総合科学

部で異文化に関する授業を多くとっていたので実際に異文化を体験し

てみたいという思いがあったということだ。私はこのシドニー異文化

体験ツアーを通して、本当にたくさんのことを学ぶことができた。そ

の中でも特に大切だと思ったことは、コミュニケーションは言語能力

だけでなく伝えようとする気持ちが重要であるということだ。私はシ

ドニーに到着してばかりの頃は、日本との様々な違いやネイティブの

話す英語がほとんど聞き取れないことに戸惑い、なかなか現地の人々

に自分から話しかけることができなかった。しかし、山本さんのコ

ミュニケーションは積極性が大事であるという話を聞いてから、せっ

かくシドニーに来たのに現地の方とコミュニケーションをとったり、

異文化を実際に体験したりできる機会を逃すのはもったいないと感じ、

それから少しずつではあるが自分からコミュニケーションをとれるよ

うになっていった。ニューサウスウェールズ大学訪問では同年代の学

生と話したり、保育園訪問では先生から話を聞いたり、様々な貴重な

経験をすることができた。また、現地の方とのコミュニケーションを

コミュニケーションは伝えようとする気持ちが重要

総合科学部 安永 裕貴さん

通してジェスチャーやアイコンタクトが重要であるということにも改

めて気付くことができた。最初は初めて海外に行くということもあり

不安だったが、個人でもグループでもとても充実した１週間を過ごす

ことができ、このツアーに参加してよかったと思っている。シドニー

で学んだことをこれからの学校生活でも活かしていきたい。

安永さんベストショット!

17年 上級生クラス受講生から～講座の感想とメッセージ～

迷っているならぜひ参加すべき! と心か

ら言えるくらい楽しいものだったから。

教育学部 渡辺るい菜

本当にこの講座に参加してよかったです。

リーダーや先生に恵まれたのももちろんで

すが、一緒に受講している仲間の存在が

嫌いな英語でも学ぼうと思う気持ちにして

くれました。とにかく楽しいことの連続で、

いつの間にか英語を大好きにしてくれたこ

の講座に感謝しています。ありがとうござ

いました。

法学部 森田聖希

迷っているならやってみたら良いと

思います。私も友だちに誘われて

参加したら、思いがけないものが得

られました

教育学部 松本ユミ

すごく楽しかったです。最初

の頃とは比べものにならない

くらい成長できました

経済学部 若松杏奈

リーダーさんがいたから講座にな

じみやすかった。仲間がいたから、

英語を使うのが楽しくなった!

理学部 有本真理子



シドニーで過ごした6日間では、机に向かって勉強していてはわか

らないたくさんの経験ができました。ユダヤ博物館での歴史学習はも

ちろんですが、特に自分にとって貴重な体験だったのは幼稚園訪問や

自由行動で実際に現地の人と交流できたことでした。道を尋ねた時、

エレベーターで乗り合わせた時、レストランで食事を待っている間な

どほんの短い時間でも現地の人は私たちに話しかけてくれました。で

も未だ英語が思うように使いこなせない私では、道を尋ねるなどの目

的がない日常会話を弾ませることができずとても歯がゆかったです。

それでも拙い英語の受け答えに優しく対応してくれる現地の人には

ほっとしたと同時に、『教科書に載っていない英語』の重要性を感じ

ました。

幼稚園の子供たちは想像していたより活発でした。小さい子供相手

だと会話が成立しないのは日本も海外も同じでしたが、その分言葉が

なくてもかくれんぼや追いかけっこで楽しく交流できたと思います。

みんなと同じであることを重要視する日本の幼稚園とは違い、宗教を

理由に食べ物・飲み物の違いが認められている食事の風景はとても新

鮮な風景でした。シドニーには6日間いましたが、それで私の英語力

違いが認められている食事の風景

法学部 森田 聖希さん

が上がったということはないと思います。しかし英語で話すことを怖

がることはなくなりました。今まで嫌いだった英語をもっと使いこな

せるようになりたいとも思いました。まだ未熟な英語力でも学べるこ

とがたくさんあったシドニー、今度は英語をもっと使いこなせるよう

になって訪れたいと思います。

森田さんベストショット!

15年ぶりの海外ということで大変な緊張の中、出発した。前回の海

外滞在は幼かったこともあり、父に会話など全てを任せていた。しか

し今回は違う。頼れる人がいない。本当に自分の英語力で現地の人と

コミュニケーションをとることができるのだろうか、と考えることは

マイナスなことばかりだった。だが、実際シドニーに到着して活動を

始めると、その不安が徐々に無くなっていくのを肌で感じられた。自

分の足りないところを補ってくれる頼れる人は周りにたくさんいたし、

シドニーの人々は私の拙い英語に耳を傾けて親身になって答えてくれ

た。そんな旅の中で強く感じたことを3点ほど記すことにする。

1点目。私は、出発前に体調を崩してしまったり、旅の途中にも体

調不良を訴えたり、カードが使用できなくなったり、と多くのトラブ

ルを起こした旅のメンバーの中で一番の問題児であったが、先生方、

同班やその他のメンバー、またシドニーで出会った全ての人に支えら

れたことや、シドニーの町並みや自然に癒やされたことにより自分史

上最高の旅になったと感じている。全てに感謝の気持ちでいっぱいで

ある。

2点目。異国の人との意思疎通に使える道具が完璧な言語だけでな

いことを強く実感したのも旅での収穫といえる。キーワードでカタコ

ト話しても相手は分かろうとしてくれるし、感謝の気持ちや嬉しい、

楽しい、という気持ちを表すなら表情で伝えることができる(幼稚園で

の学び)。また、お互いに笑顔になれるのがジョークだと思った。文化

は違うのに、相手が言ったジョークにその場にいた全員で笑えたこと

で、笑いに境目は無いと感じた(ブルーマウンテンにおいて)。世界の

どこに行っても、臆することなく積極的なコミュニケーションをはか

りたいと思うきっかけとなった。

3点目。異文化体験ツアーということで、出発前に日本とは違う文

化を多く発見しよう、ということを目標にしていた。一週間を過ごし、

様々な異文化(馬に乗った警察官、トイレの仕切りが高いこと、消防車

ただの旅行ではない、貴重な体験や忘れられない時間が過ごせた
教育学部 関 菜都美さん

の形状、働き方の違い、冬でもビーチサンダルを履くことなど)、そ

して似ているところ(子どものあやし方、若者に人気のファッション

やブランドなど、公共交通機関にICカードがつかえることなど)も発

見できた。なかでも、働き方の違いは一目瞭然で、オーストラリアで

は全員が雑談をしながら、たくさん笑って仕事に取り組んでいた。そ

こに日本にはない自由を感じ、憧れの気持ちが強くなったのも事実で

ある。日本も海外のように異文化に対してもっと寛容になり、それを

取り入れていくべきだと思う。

周囲の人からただの旅行ではないか、と何度も言われたが、旅が終

わった今になってみれば、そう言わせないだけの貴重な体験や、忘れ

られない時間を過ごせた。この経験は少しの自信にも繋がったし、さ

らなる努力の必要性を感じさせられるものでもあり、自らの成長への

大きな第一歩となった。

関さんベストショット!



今後の私の人生を変えてくれるようなとても素晴らしいもの

このシドニーツアーは、私にとって初めての海外経験であった。そ

のため、治安の問題や、英語をうまく話せないかもしれないことなど、

最初は不安でいっぱいだった。実際にシドニーに着くと、当たり前で

はあるが日本語は通じないし、交通の事情などもよくわからず、圧倒

されていた。しかし、同じ班の人達のおかげで、そのような不安もす

ぐになくなった。どこかに行くときは、道を尋ねたり看板などを観た

りなど、みんなで試行錯誤し、何とかたどり着くことができた。観光

地では、いろいろと面白そうなものを見つけるたびに、みんなで積極

的に試して、全力で楽しむことができた。また、お土産としておそろ

いのペンケースを買うなど、仲の良さはどの班にも勝ると思う。さら

に、ホテルに帰ってからも、同じ部屋の人とオーストラリアならでは

のお菓子をシェアしたり、女子何人かで集まり女子会と称して、お菓

子だけでなく、カンガルーやワニのジャーキーをみんなで食べたりと、

異文化体験に抜かりなかったと思う。

そして、オリエンテーションでは、授業でのかかわりがなかった一

年生とも話すことができた。みんなで食事やゲームができて、本当に

楽しかった。このように、シドニーツアーでは、貴重な経験ができた

だけでなく、たくさんの人と深くかかわることができた。この体験は、

今後の私の人生を変えてくれるような、とても素晴らしいものになっ

たと思う。

教育学部 田畑 美奈子さん

Al Zahra College 訪問 法学部 有岡 栞里さん 教育学部 松本 ユミさん

文学部 白築 真士さん 総合科学部 姫野 一陽さん

私たちは、Al Zahra Collegeという学校にお邪魔し、中高

生と交流しました。

生徒さんたちとお話しして感じたことは、「信じる宗教は

違っても彼らは普通の高校生で日本の子達とあまり変わらな

い」ということです。本音を言うと今回の異文化体験ツアー

で学生達と交流するまでは最近の中東情勢などからイスラム

教に対して暗く閉鎖的なイメージを抱いていました。しかし

それは勝手な先入観で実際にはそんなことはありませんでし

た。実際に学生と話してみると非常にフレンドリーで優しい

笑顔を何度も見せてくれるし、私達と共通した趣味を持って

いたりしました。彼らも私達と何も変わらない若者でした。最近は中東

情勢悪化の影響からイスラム教自体が悪いかのようにメディアでも報道

されることが多いです。そのため、交流前の私達のようにイスラム教に

対してネガティブなイメージを抱いている人が多いと思います。しかし

現実はそんなことはありません。それを伝えられるのは私達のように実

際に交流して触れ合った人達だと思います。だからこそ、もし私達の周

りにイスラム教に対してネガティブなイメージを持った人がいたら、今

回のツアーでの経験をもとに、本当は私達と全く変わらないということ

を伝えたいです。

田畑さんベストショット!



僕はシドニー異文化交流会に参加して、シドニーという街の性格や、

そこに住む人々の人柄を知れたり、自身とは違う人種、宗教の方に出

会うことができました。

シドニーの人の人柄に関して一番印象的だったのが、B班がスー

パーを探して道に迷っていた時でした。僕は道行く女性に声をかけま

した。方角だけ知れたらいいなと思ってましたが、なんと帰る方向が

一緒だということでスーパーまで話をしながら連れて行ってくれまし

た。彼女はインドネシア人の方でした。見知らぬ赤の他人で、かつ人

種も宗教も違うのに、ここまで親切にしてくれるのかと感動しました。

他の道ゆく人に声をかけても面倒くさがらず、親身になって話を聞い

てくれました。

高校訪問ではイスラム教の学校と聞いていて、彼らの文化を知らな

いのでどう接したらいいのだろうと不安でした。彼らの僕たちへの歓

迎のメッセージが終わった後に、輪になって高校生の男子生徒らと話

をしました。好きなスポーツは？とか好きなサッカー選手は？日本と

オーストラリア今日どっちが勝つと思う？などたわいない会話をして

楽しみました。話し接するにつれて今まで話してきた人と変わらない

し、普通の男子高校生なんだと気がつきました。確かに信じる神は私

たちとは異なるし、メッカに向けて礼拝をしたりしますが、それは

その経験は私の偏見を吹き飛ばしてくれました

生物生産学部 井内 悠さん

文化宗教の違いなのです。それさえ認めれば仲良くもなれるし、わか

り合うこともできるとわかりました。

僕はこの６日間を通して様々の人に出会いました。それは今まで通

りの生活では決して味わえないでしょう。そしてその経験は私の偏見

を吹き飛ばしてくれました。自分が得たことを活かしながら、今後の

生活を送りたいと思います。

井内さんベストショット!

私は、正直小さい頃から英語は苦手でした。今回、はじめての海

外旅行で、日本語も通じないいつもと違う環境ということで自分の

英語がどうか不安でいっぱいでした。しかし、シドニーにいってみ

ると、今までに経験したことのないぐらい有意義な旅行になりまし

た。私がこの旅行で学んだことは主に2つあります。

一つ目は英語についてです。シドニーに行くまでは、英語を完璧

に言えなければならないと思っていました。しかし、英語を完璧に

話すよりも伝えようと努力することが大切だと感じました。一生懸

命に伝えようとすると相手も聞こうとしてくれ、ジェスチャーなど

で伝わることが多かったです。やっぱり英語は大切ですが、それ以

上に大切なものを学んだように感じます。二つ目は、文化の違いで

す。毎日晩の発表会でいろんなグループがその日あった異文化交流

について発表してましたが、日本では当たり前なことがオーストラ

リアでは違っていてほんとうに驚きました。例えば、私は信号で赤

点滅のとき、わたっていいのかどうかが全然わからなくて戸惑いま

した。日本では、青信号、黄色信号、赤信号があるのが普通で、黄

法学部 有岡栞里さん

有岡さんベストショット!

当たりまえに思っていたことが当たり前でない

色がなくても青信号が点滅するのがふつうなのですごく変な感じでし

た。これまで、日本から出たことがなかったので当たり前に思ってい

たことが当たり前ではないことにすごく驚いていたと思います。海外

に出てみなければ気づけなかったこともあったのでより日本の良いと

ころを発見できた旅行でもあったと思います。最後に、一緒にツアー

に参加した26日出発のメンバーや先生方、本当にありがとうござい

ました。今回のツアーで一番良かったことはみんなに出会えて仲良く

なれたことだと思っています。みんなのおかげで楽しい初めての海外

旅行ができました。ほんとうに感謝しています。



私が今回の異文化体験ツアーに参加したきっかけは春に帰省した際

の両親からの勧めであった。正直英語が苦手であった私は、了承はし

たものの現地の人々とコミュニケーションが取れるか大いに不安に

思っていた。そんな中で今回の異文化体験ツアーに参加して得られた

ものは大きく２つである。１つ目はコミュニケーション能力の大切さ

に気付くことができたこと。そして２つ目はオーストラリアの文化・

歴史の一端に触れることができたことだ。まず1つ目のコミュニケー

ション能力についてであるが、このことについてはやはり山本さんの

講話が強く印象に残った。中でも、これからの時代は単純な英語力よ

りもよりコミュニケーションをとれる人間の需要が増していく、とい

う言葉は英語力に考え方の固執していた自分にとって新しい考え方で

あり、とても新鮮な印象を受けた。また街の中で現地の方々とコミュ

ニケーションをとる中で、言語がうまく伝わらなくても人の親切心や

温かさというのは伝わるのだと感じた。

そして2つ目の文化・歴史の体感であるが、このことは自分の中で

大いに達成されたと思っている。ユダヤ博物館でのホロコーストにお

けるサバイバーであるジョン・サイモンさんの講話や中高訪問におけ

るイスラム学校の先生や生徒たち、また街にあふれる様々な日本との

違いを感じさせる建造物や商品などを目で見たり、実際に触れたりす

ることで自身の生きていた環境との違いを明確に感じられた。

言語が上手く伝わらなくても人の親切心や温かさは伝わる

教育学部 畑添 真一さん

そして最後にこのような機会を与えてくれた両親、ツアーのプランや

段取りを整えてくださった先生方や生協また旅行会社の方々、そして

このような体験を一緒に共有できたメンバーといった今回の異文化体

験ツアーに携わったすべての人々に感謝し、今後の人生において今回

の経験を活かしていきたいと思う。

畑添さんベストショット!

凝縮された体験の濃さ

ロックスツアーでオーストラリアの歴史の一端に触れ、その後、現

地に根を張って暮らす移住者の話を聞き、また、忌憚なく同世代の

大学生に接したかと思うと、ホロコーストのサバイバーから直接体験

談を聞いたり、日本でもあまり機会はないであろう保育所の幼児と

接したり…限られた日数で現地の様々な人々とコミュニケーションし

ながら、これだけ高密度に社会の諸相を体験する機会はまずなく、

あまりの変化に「同行者」であるはずの私自身がツアー半ばまでめ

くるめく思いでいました。ましてや前期、このツアーを視野にコミュニ

ケーション力を高めてきたとはいえ、当の受講生たちは、異文化の

中で次々に訪れる出会いの衝撃を受け止め、内面で消化できてい

るのだろうか…

日々彼らの成長を感じてはいたものの、最終的な答えは現地で

の研修を締めくくる最後のまとめの会の際に得ることができました。

もちろん参加した個々の受講生が得たもの、また、そこから将来目

指すものは様々です。しかし、誰もがシドニーを通じて接した現地

の社会にも、日本の社会にも与することなく、それぞれの長所と問

題点を公平に見る相対的な視点を獲得できていたのです。このこと

で、異文化体験としてのこのツアーは成功であったと確信すること

ができました。

今は自信をもってこのツアーの最大の特長は、この凝縮された体験

の濃さにある、と言うことができます。今後も一人でも多くの学生にこ

の研修を体験してもらえれば、と思います。

講座講師 岡本 肇先生
グルーバル時代に生きる

広島大学が実施するBEVI-J (Beliefs, Events and Value Inventory 

Japanese version)という調査に、シドニー出発前と帰国後に計2回回答し

ていただきました。

BEVI-Jは、アメリカで開発された、臨床心理学に基づくグローバル化に

関するwebテストです。(下記は、そのテスト結果の一部)

Sociocultural Openness

52

67

Global Resonance
53

70

シドニー前

シドニー後

シドニー前

シドニー後

このテスト結果からは、意識、考え方の明らかな変化が確認されます。

講座およびシドニーでの体験が文化的多様性の受容、グローバルな視

点への共鳴などを育んでいるのがわかります。

～体験が意識を変える～

すばらしい体験をしよう!



全てが心に響いた、感謝でいっぱいの旅

夏も終わりに近づいた８月末、窓の外に広がる青空と雲を眺め大きな期待

と小さな不安を抱きながら私はシドニーへ旅立ちました。ツアーに参加する

学生の半数以上が初海外、そしてその大多数と今回が初対面。 このツ

アーを通して彼らが望むものを手にするために私に何ができるのか… 初

めてツアーに同行する私には正直不安もありました。でも毎日どんどん成長

し笑顔で輝いていく彼たちを前にその気持ちはすぐに消えました。

彼らはシドニーの空港に到着後、各グループで調べた方法で宿泊先のホ

テルへとそれぞれ向かいます。 「自分の英語は通じるのか」と不安な気持

ちを抱きながらも勇気をだして現地の人に英語で話しかけ、通じなくて悔し

い思いをしたり、人々のやさしさに触れて感動しながら６日間を過ごします。

通常の旅行ではできない異文化を体験するだけでなく、前期講座で学んだ

ことをこのツアーを通して体感していくのです。

講座講師 沼田浩美先生

ツアー最終日のまとめの会。 グルー

プ、個人発表でそれぞれがシドニーで

感じたことや学んだこと、その経験をどの

ように自分の未来につなげていくのかを

発表します。仲間と共に体験したこと、

今まで人前で話したことがない自分のこ

と、そして両親への感謝の言葉。 すべ

てが心に響きました。 短期間で大きく

私はこのツアーにspeaking力を上げるという目的で参加したのです

が、ほかにもたくさんの学びや経験を得ました。

私がこのツアーで一番学んだことは、文法は取っ払ってとにかく会

話してみることです。私たち日本人が英語を使えないと言われている

のは文法を完璧にしようという意識が強く、会話することに対し消極

的になってしまうからではないかと思います。私もその一人でした。

これを言う時はこのフレーズ、というように考えながら話していまし

た。これではネイティブの速さについていくことは到底できないと気

づき、頭の中にある単語とすぐ出る文法でとにかく話してみると、こ

れまでより数倍話をすることができました。

エレベーターで挨拶して会話したり、バスの中で乗客と会話したり

など短い中でスピーディーに会話することができ、会話が楽しかった

し、何より自信に繋がりました。この経験でspeaking力が上がっただ

けでなくコミュニケーション能力も上がったと感じました。

また、このツアーでは班行動が多く、公共交通機関に乗り、現地の

方々に道を聞きながら4人で自ら計画したことをこなすことによって、

様々な体験をしました。電車には切符がないことや、太陽が北側にあ

ることなど面白い発見も多く、また、ブルーマウンテンズでは、日本

文法は取っ払ってとにかく話してみる

理学部 有本 真理子さん

では見られない壮大な自然を体感し、とても感動的だったりと海外に

来てこその経験をたくさんすることができました。

私はこのツアーでたくさん学び、かけがえのない経験を得ることが

できました。この経験を活かせるようにさらに努力していきたいと思

います。

有本さんベストショット!

今回の旅を契機として、さらなる飛躍と広がりを
広大生協講座担当職員 臧 博韵さん

風光明媚で、人々はもちろん、街中のいたるところで文化の多様性を体

感できるシドニーで、学生達は、日本ではできない未知の体験がぎゅっとつ

まった濃密な一週間を過ごしました。ロックスツアー、現地に移住した日本

人が語る会、大学訪問、ユダヤ博物館訪問、持ち寄り夕食会、グループ別

自由行動etc.と盛り沢山の日程の中で、各々が琴線に触れる体験をし、そ

こから大切なものを受け取りました。ホロコーストを生き残ったサバイバーの

話を聞き、すぐに自分の行動に活かしていたり、保育園訪問では日本の保

育園との違いを肌で実感し、その理由を自分で考えて友達に伝えていたり

していました。

毎日行われる、朝の会と夜の会では、同じ出発日となったメンバー全員で、

それぞれの体験を共有します。同じ時を過ごしていても、それぞれの受け

止め方や学びは異なります。それらを共有することで、身近な自分とは異

なる他者を発見し、そして陽気で寛大なシドニーで過ごす内に、それぞれ

の「違い」を受け入れ、尊重する姿勢が自ずと生まれていました。学生は

シドニーでの刺激的な日々からはもちろん、一緒に行動したメンバーから

も学び、触発され、行動していたのです。

旅の終盤にはみんなが、それぞれの次なる目標を見つけ、または、夢へ

の思いを新たにし、輝いた表情を浮かべていました。今回、初めて同行さ

せて頂きましたが、私自身にとってもかけがえのない一生の宝物となりまし

た。今回の体験を契機として、ひとりひとりがこれからの人生の中でさらな

る飛躍と広がりを求めて挑戦していったのなら、これに勝る喜びはありませ

ん。彼ら、彼女らならそうなると確信しています。

成長した彼たち。 私も共に過ごし、多くのことを学んで感じ成長すること

ができました。 本当に感謝でいっぱいです。 そして何よりも彼らの輝く

未来がとても楽しみです！



シドニー異文化体験ツアー(8日間)付
英語コミュニケーション講座(上回生向き)

を申し込みます

申込方法
① このページを切り取って、必要事項を記入します

② 生協事務所(大学会館コープショップの奥)に申込書をお持ちください。

または、FAX 082-421-1428まで

③ 生協より、代金の払込用紙(郵便局)をお送りします

④ 払込用紙が届きましたら、1週間以内にお振込ください

⑤ 3月末～4月上旬に申込者へ詳細なご案内をします

年 月 日

(フリガナ)

お名前

学部

学科

現在の学年 年

学籍番号

現住所 〒

携帯番号

※振込用紙送付先(上記住所と異なるところに送付希望の場合はご記入ください)

〒

お名前 電話番号

切
り
取
り
線

定数は40名限定。定員になり次第、締め切り
とさせていただきます・

生協担当者: 内野 行

上級生向け


