
生協の

のご案内

生協職員・講座講師が同行するので

安心・安全上回生向け

TOEICの点数もアップ!
2回のTOEIC-IPを受験した受講生の

・80%が点数UP
・アップの最頻値は110点UP

最高は250点UP
(18年度受講生実績)

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。

※1年次に受講された方
へお送りしていた場合は
ご容赦ください。

 大学入学後、海外体験がない方
 海外や留学に興味があるけれど、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

在校生の皆さまへ 保護者の皆さまへ

支給対象者の決定は、経済的要
件、志望動機、英語等の能力な
どを総合的に判断して、広島大
学が行います。

こんな方にお勧めします!!

広島大学は、世界のトップ100大学になることを目指

すスーパーグローバル大学創成支援事業に採択されていま

す。そのため、グローバル人材能力、また民間・公務員・

教員・専門職を含めた将来のキャリアの前提となるコミュ

ニケーション能力と英語運用能力の育成に、特に力を入れ

ています。

「シドニープログラム」は、このような能力を育成するた

めに、特に効果的なもので、これまでの履修者も大きく能

力を伸ばしています。「シドニープログラム」をはじめと

する様々な教育プログラムにより、広島大学生のTOEIC 

L&R730点以上（英語教員に求められる程度の語学力）

取得者数は、この2年で2倍以上に増えています。

上回生の皆様も、是非このプログラムにチャレンジしてい

ただければと思います。

広島大学 副理事
【SGU(スーパーグローバル
大学創成支援事業)担当】

西谷 元 教授



上回生
向け

限定40名

※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14日～12月15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20日出発(予定)

このコースは広島大学の
「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。

また、日本学生支援機構よ
り最大40名の方に7万円

の奨学金が支給されます。
支給対象者の決定は、経済的要
件、志望動機、英語等の能力な
どを総合的に判断して、広島大
学が行います。

奨学金の詳細は最終ページ
をご参照ください。



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

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(10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。

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

上回生向け

週に1度の講座

だけで英語力を

つけるには不十

分です。専門の

教材を使ったセ

ルフスタディ(宿

題)を毎週用意

し、日々の学習

についても担当

講師や先輩が

相談にのります。



シドニー体験ツアー付
英語コミュニケーション講座上回生

向け

なぜ、早くいくといいの
ですか?

まず、「体験」しよう!

8月20日(予定)

UNSW(ニューサウスウェールズ
大学)での特別な体験
PM グループ別自由行動



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

上回生向け

UNSW(ニューサウスウェールズ大学)
での3日間の感動的な体験

～シドニー異文化体験ツアー参加者だけの特別な体験～
UNSW(ニューサウスウェールズ大学)は広島大学の協定大学です。
ここでご紹介するプログラムは2019年度よりスタートしました。
広島大学のこの講座受講生だけのためのプログラムです。

未知で刺激的だった大学訪問
プログラム

広大生協講座担当職員 内野 隆二さん

翌日はプレゼンの実践。1日目の終わりに与えられた課題に対して、全

員がその夜調査して、準備して、そしてプレゼン。そしてその批評。日本

では学生同士で「批評」しあうということはほとんどありません。肯定的な

評価はともかく、「よくなかったこと」も含めて正当に評価しあうという体験

も、未知のもののようでした。刺激的で、こんな授業を受けたい! こんな学

びがいい! という声をたくさん聞きました。

日本に帰った学生たちが、日本の大学の講義にこんな態度で参加す

るようになると、日本の大学の講義も大きく変わっていくかもしれません。

そんな期待を抱かせるのに十分なプログラムでした。プログラム終了時、

先生とハグする学生たちを見て、このプログラムだけではなく、ツアーそ

のものの成功を確信したのでした。

学生の皆さんと行くシドニーツアーは今回が5回目。毎回毎回、短期間

のうちにすごく変わっていく、著しく成長していく学生たちに感動します。

そして今回もまた、学生たちと素晴らしい時間を共有することができまし

た。今年はこのツアーとしては初めてUNSW(ニューサウスウェルズ大学)

での3日間のプログラムを実施しました。

少人数のクラスに分かれて、UNSWの先生によるプレゼンとディベート

の授業を受講した学生たちは、日豪の大学の授業へ参加する際の期待

される態度の違いについて特に衝撃を受けたようです。アクティブラーニ

ングを実感しました。講義は聞くもの、ノートをとるものではなく、「参加」

するものでした。先生のファシリテートが素晴らしく、学生たちは活発に発

言していきます。発言に対する評価は「good」「excellent」であり、発言す

ることそのことが評価されます。



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

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、2019年夏までに12回実施しています。2019年夏は、

中四国以外からの参加もあって17大学から681名が参加し、40名以

上の英語講座講師と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179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

これまでに参加した2年生の受講生の感想の一部

今回のシドニーツアーを通してたくさんのことを学び、成長するこ

とが出来たと思う。私は、英語圏の国に行くのは今回が初めてでとて

も緊張していた。自分の英語が伝わるのか、相手の英語を聞き取れる

のか、知らない土地で1週間過ごすことができるのかという様々な不

安があった。しかし、いざシドニーへ行くと1週間はとても短く感じ

られ、毎日驚きや発見がありとても楽しい時間を過ごすことができた。

まず、日本との違いを様々な場面で実感した。飲料水は日本と比べと

ても高く、水がとても貴重なのだなと思った。公共交通機関も、日本

と比べるととても大きく二階建てバスや二階建て電車に驚いた。日本

と似ているなと感じた点もあり、車は左側通行で日本の会社の車も沢

山見かけた。シドニーに来て、感心したことは現地の人は皆とても優

しくフレンドリーだということだ。道を尋ねる度に、丁寧に場所を説

明してくれて、中には途中までついてきてくれる人もいて、街全体が

温かい雰囲気に包まれていた。

このツアーで一番良かったと思うことは、コミュニケーションの楽

しさを実感出来たことだと思う。最初は、現地の人に話しかけること

に少し抵抗があった。しかし、日に日に話す楽しさを感じ、最後の方

にはジョークも一緒に笑い合うことができるくらいになった。話す母

国語は違っても、英語という一種のコミュニケーションツールを使う

ことでお互いに意思疎通を図れることの素晴らしさを実感した。

英語という一種のコミュニケーションツールを
使うことで意思疎通が図れることの素晴らしさ

工学部 原田 大暉さん

これまで勉強してきた英語は、受験英語だったが、このツアーを通し

て、意思疎通を図るために英語が必要なんだと感じ、英語を学ぶ意味

が1つ増えたような気がする。自分の英語力の未熟さもこのツアーで

分かり、後期の講座もしっかり受けたいと思う。そして、またいつか、

オーストラリアに行ってみたいと強く感じた。

原田さんベストショット!

上回生向け

◆上回生向け講座は、1年生の時に海外体験をすることができなかった2年生に、できるだけ早い時期に海外体験をするチャン

スを作れないか、という大学からの要請もあり2017年より開始しました。早い時期に海外体験をしてほしい、との大学の思い

は、生協がこの講座の実施する動機と全く同じです。

19年
参加



私はTOEICの点数は壊滅的で、英語を使わずに一生を終えたいと願

うほど英語に対して苦手意識を持っていました。しかしツアーを通し

て英語はもちろん、コミュニケーションをとることが好きになりまし

た。

私はとても後悔することが多く、それでいて特に積極的に行動する

ことなく過ごしていました。英語講座の講師である、ロミー先生から

の毎日の愛の激励がないと、このツアーも後悔だらけで終わっていた

と思います。ロミー先生が「せっかくシドニーにお金を払ってきて、

できる環境があるのにどうしてやらないの？後悔するよ！」と毎日励

ましてくれたおかげで、今まででは想像できないほど積極的に行動で

きました。まさか自分がスマホを使わずに目的地に行けたり、コミュ

ニケーションが楽しいと思うようになるなんて思ってもみませんでし

た。このツアーで1つも後悔したことはありません。カンガルーやエ

ミューのお肉を食べたこと、オペラハウスに虹がかかっているところ

を見られたこと、日本人が誰も知らないような島に行ってきれいな夕

日を班員と見られたことなど、素敵な思い出は挙げたらきりがありま

せん。

「相手に素直に伝えたい」という万国共通の思い

総合科学部 原西 麻生さん

このツアーで学んだ最も大切なことを紹介してこの感想文を終わり

にしようと思います。大切なことは、「相手に素直に伝えたい」とい

う思いをもってコミュニケーションをするということです。これは万

国共通だと思います。自分の気持ちを抑え込んだり相手に合わせたり

ばかりしていた私ですが、このツアーでコミュニケーションを心の底

から楽しめるようになれたと思います。英語学習の励みになる体験と

なりました。皆さんありがとうございました。

原西さんベストショット!

高校の修学旅行で台湾に行って以来、2回目の海外はオーストラリ

アだった。半年間、講座を共に受けてきた友人たちとシドニーに行く

のが本当に楽しみで仕方なかった。

いざ、シドニーに到着してみると、シドニー訛りがきつい英語は正

直私の知っている言語ではないような気さえした。しかし、案外何と

かなるものであるということも今回のツアーを経験して分かった。こ

ちらから、ゆっくり話してもらえるように頼んだり、分からないとこ

ろは聞き返したり、積極的に行動できれば、現地の人も優しく対応し

てくれた。たどたどしい英語しか話せない日本人相手に、優しく笑顔

で接してくれる人がたくさんいたことで、英語を話すことに気後れせ

ずにいられた。もちろん、最初のうちは英語で話をするということ自

体が難しく、気力のいる活動だったが、最終日には班の中でも英語で

話そうと試みるなど、英語で話すことが自然に感じられた。いちいち

考えて喋っていたのでは現地の人の話すスピードに追い付けないため、

日本語で答えを考えて、それを英訳しながら話すという癖が抜けた。

ただ、自分の語彙力の乏しさを痛感するきっかけにもなった。英語を

話す時に必要なのはやはり単語だと感じた。単語を知らないことには

説明してもらっても理解できないし、質問することもできない。これ

からはとにかく使える単語を増やしていきたい。

案外何とかなるものだと…・ツアーを経験して分かった

文学部 森本 麻衣さん

今回のツアーに参加したことで、自分の英語が想像以上に通じるこ

とが分かった。知らない人に質問する度胸もついた。自分の弱点も見

えた。正直、ここには書ききれないほどの学びがあった8日間だった。

こんな機会を作ってくださった関係者の皆様、chie、家族、そして一

緒にツアーに行った仲間に感謝している。

森本さんベストショット!

ロックスツアー 持ち寄り夕食会

18年
参加

19年
参加



シドニーで過ごした日々では、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!

シドニー国際空港に降り立った時に感じた香りやシドニーで見た街

並みの数々はとても新鮮でした。船からみたシドニー中心部の夜の景

色は私の心からしばらくは消えることは無いと思います。私は、この

8日間で英語が急激に上達した訳では無いけれど、自分の英語が現地

の人に通じた時は、素直に嬉しかったです。その一方で、現地の人の

英語の聞き取りに終始苦戦していたので、まだまだなあと感じました。

このように、自分の英語に関して気付きを与えてくれたツアーでし

た。そして、何よりも英語より大切なことを学んだ気がします。現地

で暮らす日本人やタイ人の方々の話を聞いたら、周りの人に影響され

て、イエスと答えてここにたどり着いているような気がしました。自

分は、こうじゃないといけないという固定概念に少し縛られていたり、

少しでもめんどくさければ他人からの誘いも断ってしまうような性格

でした。

でも、話してくださった方々の自信や幸せそうな表情を見たとき、

自分も人からの誘いや勧めに対して、もう少し積極的になろう、食わ

ず嫌いはやめて、とりあえず食べてみよう、という気持ちになりまし

た。

挑戦する気持ちと多様性を受け入れる心の広さを持つこと
理学部 尾畑 友哉さん

また、シドニーは日本とは違って様々な人種の人たちが集まってい

ました。シドニーで暮らす人たちは、生まれも文化も異なる人たちと

日々接しながら暮らしているのだと思います。そこには、多様性を受

け入れる心の広さがあるのだと予想します。自分もそのような心を持

ち、アルバイトや学業で接する海外の方には今以上に優しく接してい

こうと思いました。

尾畑さんベストショット!

宿泊は Sydney Central YHA
シドニー・セントラル駅のすぐ近く! どこに行くにも、とっても便利!

17年
参加

19年
参加



何とかコミュニケーションをとれるものだとなと実感

今回のシドニーでの旅は、ハプニングだらけでした。目的地の大学

とは違う大学に行ってしまったり、船の時間の関係で予定を大幅に変

更せざるを得なくなったり、迷子になったりと、本当にたくさんの出

来事がありました。でもそのたびに、グループのメンバーや先生やシ

ドニーの町の人など、たくさんの人々に支えられて乗り越えていくこ

とが出来ました。たくさん周りの人たちに迷惑をかけることにはなっ

てしまったけど、ハプニングのおかげで体験できたこともたくさんあ

るので、全部がいい思い出です。

そんなたくさんのハプニングを乗り越えられたのは、まわりの人の

やさしさに支えられてきたからだと思います。道が分からなくなった

りすると、シドニーの町の人に聞いて回りましたが、皆すごく丁寧に

やさしく教えてくれました。シドニーにいる間の最後の方は、それが

当たり前のように感じていましたが、日本で外国人に道を聞かれたと

きのことを考えると、それはとてもすごい事なのではないかと感じま

した。シドニーでたくさんの人に助けてもらった経験を忘れずに、こ

れから外国人に話しかけられたときは、避けずにしっかりと話に耳を

傾けるようになりたいです。

英語に関しては、人と対面して話すときは単語をつなげたり、ボ

ディーランゲージを使ったりして何とかコミュニケーションをとれる

生物生産学部 岸野 遼楠さん

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。

岸野さんベストショット!

ものだなと実感しました。しかし、単語をつなげるだけでは深い内

容の話はできないので、すぐ使えるようなフレーズをもっとたくさ

ん身に付けていきたいと感じました。

18年
参加

17年
参加



私はこのツアーに参加するまでは外国に行ったことがなく、外国

に対してとても距離を感じていて、漠然と海外に対する恐怖心もあ

りました。実際、ツアーの前日は緊張であまり眠れず、楽しみとい

うよりはとても不安で少し憂鬱になってしまっていました。ですが、

実際に行ってみると、一緒に行った仲間、先生や生協職員、現地の

方々の優しさに支えられ、ほとんど不安を感じず楽しむことができ

ました。本当に感謝しています。

ツアーを通して楽しかった思い出は沢山ありますが、やはり一番

に思い出すのは自分から積極的に行動した場面です。大学訪問の際

に発表したこと、自動販売機の使い方が分からなくて現地の方に尋

ねたこと、お店で商品について質問したこと、、、どれも勇気のい

ることでしたが、自分の英語をネイティブの方に理解してもらえた

ことが嬉しかったし、自信になりました。

一方、反省点もありまし

た。特に、リスニング力が

もっとあればなあと後悔し

ました。ロックスツアーや

ユダヤ博物館ツアー、オペ

ラハウスツアーなど、理解

したいという強い気持ちが

あるのにガイドさんの英語

を聞き取れない部分があって深い理解につながらなかった場面が多

くありました。スピーキングの際は自分が知っている単語や文法を

使えばいいので楽ですが、リスニングは全部が自分の知っている単

語や文法というわけではないのでもっと勉強を頑張らなければと思

いました。

一番に思い出すのは、自分から積極的に行動した場面

教育学部 藤井 満里奈さ
ん

藤井さんベストショット!

凝縮された体験の濃さ

3度目のシドニーで最も印象深かったことは、学生たちが大きく成長を

遂げていったことだった。各々、現地で経験したことは異なるだろう。そ

の中で気付いたこと、得たことは、海外という場ならではだったのではな

いだろうか。

グループメンバーと協力しながら計画を立て、異国で自らの足で歩き、

目的地に辿り着く。日本ではできそうで、できない経験が、シドニーでは

満載だ。日本とは違う空気の中、大冒険を経た学生たちを毎晩、私はホ

ステルで迎えた。一人一人の表情は達成、満足、疲労、安堵・・・ 教室

では見られない学生たちの顔に触れるのは新鮮でもあり、楽しみでも

あった。そして気がつけば一回りも二回りも学生たちは逞しくなっていた。

学生グループとビーチに行った時のこと。ウォールペインティングをし

ている男性を見かけた。強面のそのおじさんと目を合わせないように、通

り過ぎようとしていた私をしり目に、学生が話しかけていたのには驚いた。

また、ツアーや大学訪問の際には、どの学生も力強く握手を交わし、目

を見て、自信たっぷりに自己紹介をしていた。たったこの間まで、私が差

し出す右手を弱々しく握り返し、消えそうな声で “Hi” と言っていた（言

わされていた？！）学生たちが、である。

ツアーを通して、学生たちは自らの中の無限の可能性に気付いてくれ

たことだろう。シドニーで感じたこと、身に付けたことが今後、頼もしく成

長した学生たちの未来を切り開く力となるに違いない、と感じさせてくれ

たツアーだった。

講座講師 大角 千恵 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、2017年度)

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!

18年
参加

今回の旅を契機としてさらなる飛躍と広がりを

ツアーへの参加を決意した理由は千差万別。まだ一度も行ったことの

ない海外に行ってみたかったから、親や先輩に勧められたから、長期留学

の足掛かりとして。決意した理由はそれぞれ違うけれど、全員が、日本では

できない初めての体験がぎゅっとつまった濃密な8日間をシドニーで過ごし

ました。建国の歴史を感じるロックスでのツアー、オーストラリアの食文化に

触れ、全員が盛り上がった持ち寄り夕食会、大学では同世代の大学生と歓

談し、ユダヤ博物館ではサバイバーの話を聞きました。盛り沢山の日程の

中で、各々が自分なりのチャレンジを繰り返し、時には気がくじけそうになり

ながら、時にはまわりの人々の助けを得て、再び奮闘し、そこから自信や勇

気、次の一歩に踏み出すための悔しさと唯一無二の学びをつかみとること

ができました。帰りのシドニー空港から飛び立った羽田行きの飛行機内で、

学生同士が「漠然としているけど、このツアーで何かが確実に変わった。」

「また絶対シドニーに来たい」「次はドイツに行きたい」と話している声を聞

くことができました。今回のツアーを契機として、ひとりひとりがこれからの

大学生活や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。持ち寄り夕食会でみんなが描いてくれ

た似顔絵は私の宝物です。みんなの前途洋々な未来がとても楽しみです。

広大生協講座担当職員 臧 博韵さん



「最後の講座で自分の英語がこ

の1年でどれだけ成長したのか

を振り返ることができた。これ

からも続けて頑張っていきたい。

楽しんで英語を学べるようにと

てもサポートが厚く、1年間

あっという間だった。ありがと

うございました。（たくみ）」

「初めのころより話せ

るようになっていてよ

かった。これからも勉

強を続けていきたい。

楽しかったです。1年

間ありがとうございま

した。（こうすけ）」

「久しぶりに英文を頭で考えて話し

たなと思う。長い間お世話になりま

した。やっぱり始まる前よりすらす

らでてくるようになりました。ある

程度の英語力が向上したように思い

ます。これからも積極的に使ってい

こうと思う（りょうたろう）」

「最後まで気を抜かずに頑張った！1年

間ありがとうございました。楽しかった

です。英語の楽しさが分かったので旅行

行ったときに積極的に外国の方に話しか

けに行って会話を楽しみたいです。最初

は不安だったけど今では楽しめるように

なれて良かったです。（りお）」

「ラスト楽しかったです。単

語の量とか、話すのが少しは

上達したと思います。シド

ニーでいろいろあり、いろん

なところがタフになりました。

これからもタフの精神で、積

極的に英語を勉強したいです。

（あやの）」

「1分間は思ったよりも短かっ

たです。4月よりは話せるよう

になったのかなと思いました。

最初は知り合いもいない状態で

したが、こんなに仲良くなって

かつ英語力も上がるなんてとて

も素敵な1年間でした。2年で参

加するのは遅いのかなと思って

いたのですが、全然そんなこと

なくてとっても楽しい1年でし

た。ありがとうございまし

た！！（まい）」

「将来の夢につい

て改めて考える

きっかけになった。

毎週英語に触れら

れたのが良かった。

（ほのか）」

「ラストしっかり楽しめ

た！！たくさん友達がで

きたし、良い経験ができ

た。ちえがおもしろくて

可愛かった！！Thank 

you！！英語にもたくさ

ん触れることができて力

になった。（ときの）」

「最後の講座楽しかった。

自分の将来について英語で

話すのはとても難しかった。

前よりもちゃんと思ったこ

とを話せるようになった気

がします。でもまだまだだ

と思うのでもっと勉強した

いです。（みか）」

「その場でスピーチは少

し焦ったけどがんばりま

した。1年間英語に触れる

ことができて良かったで

す。シドニーの経験を活

かして、積極的に英語を

使う機会を増やしたいで

す！（やよい）」

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

上回生向け

1年間講座を受けてきて、12月最後の講座の後の受講生のみんなの感想です。



広島大学を通じて、（独）日本学生支援機構の海外留学支援制度奨学金が給付されることになりました。

みなさんの学び、体験を経済的にサポートします。

最大40名に、7万円が給付されます！※

講座代金が実質7万円引きになります

支給対象者の決定は、経済的要件、志望

動機、英語等の能力などを総合的に判断し

て、広島大学が行います。

【奨学金申請の条件】

①経済的要件…『所得が、日本学生支援機構の第一種奨学金または、第二種奨学金を受給する場

合の「家計基準」を下回ること』が経済的要件になります。

②必要書類等を期日までに提出すること

③4月11日(土)、18日(土)に実施するTOEIC-IP試験を受験すること

④広島大学が準備するBEVI-J (オンライン)調査に回答すること

⑤もし奨学金が支給されなかった場合にも、講座の受講とシドニーツアーへ参加すること

【提出していただく書類】
① 海外留学支援制度（協定派遣）奨学金申請書（学内様式）

② 志望理由書

③ 経済状況を確認できる書類（父母双方）

A: 給与所得の場合：源泉徴収票の写し（2019年度分）

B: 給与所得以外の場合、または給与所得+その他の収入がある場合：

確定申告書（第一表，第二表）の写し（2019年度分）（税務署の受付印のあるもの）

C: 収入が無い場合：課税・非課税証明書（2019年度分）

※扶養の範囲内で収入がある場合は，確認できる書類の写し。

※各種証明書、写しは2019年度分のみ受付可能です。

①、②については後日、生協より用紙を郵送します。
③については事前準備してください。

【提出期間および提出場所】

【TOEIC-IPテスト受験】

【 BEVI-J 調査回答(オンライン) 】

BEVI-J (Beliefs, Events and Value Inventory 

Japanese version) 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アンケートで、

20-30分で終了します。

回答期間: 4月1日～10日 ※詳細は、提出書類受付時に

お知らせします。

提出期間: 2020年3月30日～4月8日

提出場所: 生協 西2コープショップ サービスカウンター

4月11日(土)、18日(土)に実施します。時間、場所は未定です。

詳細は、後日お知らせいたします。

奨学金について ※全員に給付されるわけでは
ありません。この講座を申し
込む1年生も含めて、総計100
名に給付されます。決定は大
学が行います。給付はツアー
終了後になります。

①16時30分～ ②18時10分～

シドニー異文化体験付き英語コミュニケー
ション講座【上回生版】の説明会実施します
シドニー異文化体験付き英語コミュニケーション講座
の説明会を実施します。シドニーツアーに実際に参加
した先輩の話も。パンフレットの情報だけでなく、も
う少し詳しく話を聞きたい! というかたはぜひ参加し
てみてください。

日時: 2020年1月21日
①16時30分～17時30分
②18時10分～19時10分

場所: 教科書センター(学生プラザ前)
下記、QRコードより参加申し込みください。

※予約なしでの参加も歓迎しますが、会場が一杯に
なった場合は予約者優先とさせていただきます。


