
5 
月11・12日の2日間にわたり、昨年の「留

学 フ ェ ア」を 改 め、「International  Fair 
2011」を開催しました。今回は、国際セン

ターの取り組みや交換留学から帰国した学生た

ちのプレゼンテーション、Stephen Dalton准教授

による英語でのレクチャー、受入れ交換留学生

の各国・各大学紹介、旅行会社STA Travelの個

人旅行相談コーナーなどを盛り込んだフェアとな

りました。 

 また、今年も昨年に引き続き、株式会社エスト

レリータの鈴木信之社長をお招きして、留学と就

職がどう関連しているのかについての講演をして

いただきました。OGUの学生たちの中には、本

当に留学は自分の役に立つのか、なぜ留学が必

要なのか、よくわからない学生が多いと思いま

す。直接現場で学生と関わっていらっしゃる鈴木

社長の講演を聞いて、大学生に今、何が求めら

れているのかを掴みとってもらえたのではないで

しょうか。この講演についての詳細は次の記事を

ご覧ください。 

 あいにくの雨に見舞われた2日間でしたが、先

生方のご協力もあり、多くの学生たちが参加して

くれました。「留学」という枠にとらわれず、思い

切って、どんな形でも海外に触れてみましょう。

きっと今見ている世界が変わるはずです。 
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 1. International Fair 2011 

OOFFFF 

弊 
社は、2007年10月より日本人留学生

（学 生 お よ び 社 会 人）向 け に、セ ミ

ナーや講演を実施して参りました。参

加者も、この3年半でのべ15,000人に上ります。

このセミナー・講演では『留学がどうして就職力

につながるのか？』『なぜ、今の日本に、海外生

活体験者が必要なのか？』という点について4
つの観点からご説明しているのですが、今日は

そのうちの1つをお話ししたいと思います。 

今、学生の就職活動が、氷河期と言われた時

代をさらに下回る最悪の状況であることを、新

聞やニュースで頻繁に目にしていると思いま

す。ただ、この短期的な状況よりも、2030年とい

う、今から20年足らずの間に、日本の労働力人

口の6分の1がいなくなってしまう長期的な状況

の方が、より深刻な問題だということに気付いて

いる人は少ないかもしれません。 

不足していく労働力の担い手として、また縮

小していく国内市場から海外展開に踏み切る多

くの企業の戦力として、あらゆるシーンの中で、

これから益々外国人の方々が登場してきます。

そ の 際 に、日 本

人と外国人を繋ぐ

【接着剤的人材】

が必要不可欠と

なります。 

2010年の企業

人 事 の 世 界 で

は、【グローバル

人材】という言葉

が最もホットでし

た。それを支える

ものとして、2つの

大きなニュースが

ありました。 

その1つは、楽天、ユニクロに代表される【社

 2. 「留学と就職の不思議な関係」 
  株式会社エストレリータ 代表取締役社長 鈴木信之 

鈴木社長の講演を真剣に聞く学生たち 

(上) 提携大学情報をチェックする学生たち 

(下) 帰国留学生のプレゼンテーション 
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春期日本文化短期研修 
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エストレリータは、スペイン

語で「小さな星」「小さな星」「小さな星」「小さな星」と言う意味

です。 
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私 
は2010年8月から2011年5月まで

アメリカ・ペンシルバニア州のメ

リーウッド大学で英語を勉強しまし

た。今回は、派遣先の大学での経験を話した

いと思います。 

留学は辛い日々の連続でした。留学は辛い日々の連続でした。留学は辛い日々の連続でした。留学は辛い日々の連続でした。    

 アメリカでの最初の半年間は、精神的に辛

かったです。というのも、メリーウッド大学は留

学生が少なく、英語のプログラムの学生たち

は、ほとんどが家庭や仕事を持っていたた

め、授業が終わるとキャンパスに残る学生が

いなかったのです。最初の１ヶ月は、宿題をし

たり、インターネットを使ったりして、上手く時

間を使っていましたが、すぐに限界がきまし

た。人とコミュニケーションをとるのが好きな

私は、この状況にストレスを感じました。アメリ

カ人学生たちにも積極的に話をしに行きまし

たが、英語が流暢にしゃべれない私は相手に

してもらえませんでした。日本に帰ろうかと

思った時期もありましたが、どうにかとどまっ

た結果、精神的にも肉体的にも強くなり、2学

期目は何があっても、勉強に集中しようと思

えるようになりました。 

 しかし、2学期目に入ると、今度は先生の授

業のやり方、性格に悩まされたのです。先生

のご主人がアーティストと言うことだけで、な

ぜか授業のテーマは、美術のことばかり。確

かに、英語を学ぶことに変わりはないです

が、私たちのように英語を勉強中の学生に

とっては、様々な分野のことを勉強すべきだと

思いましたし、そう指導するのが先生の役目

だと思いました。さらに追い討ちをかけるよう

に、先生から私の英語力に対して継続して駄

目出しをされました。私の英語が完璧ではな

いのは十分承知しています。でも、駄目なら

どのようにしたら良いのかアドバイスをくれ

るべき先生が、「あなたの英語は駄目。今ま

で教えてきたことをしてください。」と言われ

るのみだったのです。最後のファイナルレ

ポートも、結局自分の選んだテーマでは書

かせてもらえず、先生が選んだテーマで書く

ように指導されました。 

辛いことを乗り切った今は、精神的に強く辛いことを乗り切った今は、精神的に強く辛いことを乗り切った今は、精神的に強く辛いことを乗り切った今は、精神的に強く

なりました。なりました。なりました。なりました。    

 ここまで読んで、こんな留学なら行かない

方が良いのではと思う学生もいるかもしれ

ません。でも、私はこの留学を通して、一人

で辛いことを乗り切り、精神的に強くなれた

ことが何よりも大きな留学の成果だったと感

じています。先生には最後まで英語力を否

定され続けましたが、そのおかげで、国際

的に通用する英語を身につけることの大切

さを痛感し、これからも努力を続けていこう

と思っています。さらに、留学したからこそ、

もっと勉強したいという意欲が湧き、いつか

アメリカの大学院でビジネスの勉強をしてみ

たいと考えています。留学中は辛いことが

内公用語の英語化】というものです。グロー

バルビジネスのスピード化と、世界中の優秀

な人材の確保が、これに踏み切った2つの理

由とされています。世界市場の中での生き残

りをかけて、この動きに追従する企業が増え

てくるでしょう。 

もう1つは、パナソニックから始まった【新卒

採用の日本人枠と外国人枠の逆転】という

ニュースです。逆転までいかなくても、名だた

る大企業が新卒採用における外国人の比率

を大幅に上昇させています。日本人学生が日

本の企業に入社する際、日本人であることが

もはやアドバンテージではなくなってしまった

と言っても過言ではありません。 

こうした大きな時代の転換期にある学生に

とっては、日本人であること、外国人であるこ

とではなく、【グローバルな人材】であることが

就職活動の最も重要な要件と言えるでしょう。

【グローバルな人材】となるために、どれだけ

の時間とお金を自分に投資（プレゼント）して

あげるのか、一考に値するものだと思いま

す。 

最後に、グローバル人材育成委員会（経済

産業省）が発表した【グローバル人材】の定義

を転載して結びとさせていただきます。 

グローバル人材とはグローバル人材とはグローバル人材とはグローバル人材とは… 

グローバル化が進展している世界の中で、グローバル化が進展している世界の中で、グローバル化が進展している世界の中で、グローバル化が進展している世界の中で、

主体的に物事を考え、多様なバックグラウン主体的に物事を考え、多様なバックグラウン主体的に物事を考え、多様なバックグラウン主体的に物事を考え、多様なバックグラウン

ドをもつ同僚、取引先、顧客等に自分の考えドをもつ同僚、取引先、顧客等に自分の考えドをもつ同僚、取引先、顧客等に自分の考えドをもつ同僚、取引先、顧客等に自分の考え

を分かりやすく伝え、文化的・歴史的なバックを分かりやすく伝え、文化的・歴史的なバックを分かりやすく伝え、文化的・歴史的なバックを分かりやすく伝え、文化的・歴史的なバック

グラウンドに由来する価値観や特性の差異をグラウンドに由来する価値観や特性の差異をグラウンドに由来する価値観や特性の差異をグラウンドに由来する価値観や特性の差異を

乗り越えて、相手の立場に立って互いを理解乗り越えて、相手の立場に立って互いを理解乗り越えて、相手の立場に立って互いを理解乗り越えて、相手の立場に立って互いを理解

し、更にはそうした差異からそれぞれの強みし、更にはそうした差異からそれぞれの強みし、更にはそうした差異からそれぞれの強みし、更にはそうした差異からそれぞれの強み

を引き出して活用し、相乗効果を生み出して、を引き出して活用し、相乗効果を生み出して、を引き出して活用し、相乗効果を生み出して、を引き出して活用し、相乗効果を生み出して、

新しい価値を生み出すことができる人材。新しい価値を生み出すことができる人材。新しい価値を生み出すことができる人材。新しい価値を生み出すことができる人材。 

交換留学事前授業の中で鈴木社長から個別

指導を受ける学生たち 

鈴木社長には、昨年より交換留学生派遣予定者の事前オリエンテーションにおいて、「留学から得られるもの・得るべきもの」と題しての

講義、自己分析、他己分析の計3回の授業をお願いしています。今年度も、同様に本学の留学予定者のために、ご指導いただきました。鈴

木社長の人を引き付ける、説得力のあるお話しに、いつも学生たちは本当に真剣な眼差しで聞き入り、真摯な態度で授業にのぞんでいま

す。今年は、また、本学の学生を対象に、9月12日から16日までの5日間、【就職基礎能力のためのワークショップ]を実施していただく予

定になっています。就職超氷河期と言われる時代ですが、いかに自分を売り込めるかがカギを握っています。そのために今何をすべきか

を学び、厳しい時代を乗り切るヒントを得てください。学生の皆さん、キャリアセンターからの告知を見逃さないように！ 

 3. 交換留学体験レポート 
  「留学が与えてくれたもの」 馬場 智大 （外国語学部4年次生） 

一緒に勉強したサウジアラビアの留学生と 
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(上) メリーウッド大学のキャンパス 

(下) 留学生のみんなと（本人後方左から5人目） 

山のようにありましたが、そんな中でも良い

友達が数人でき、彼らは自分の将来のため

に今もアメリカで勉強を続けています。私は

他の学生が経験しなかったことをやったと胸

をはって言えます。これが自分の人生にど

のようにプラスになるかは、これからの自分

にかかっていると思っています。 

勉強だけでなく、アメリカでの就職活動も勉強だけでなく、アメリカでの就職活動も勉強だけでなく、アメリカでの就職活動も勉強だけでなく、アメリカでの就職活動も

体験しました。体験しました。体験しました。体験しました。    

 留学期間は、3年次後期からの10カ月でし

た。だから日本で就職活動できない分、ボス

トンでのキャリアフォーラムに参加したり、つ

てを頼ってニューヨークにある企業を訪問し

て、自分をPRしたりする機会を持ちました。

キャリアフォーラムでは、ほぼネイティブに

近い英語を話す多くの日本人学生を目の当

たりにし、ただただ驚いたと同時に、自分の

英語力の足りなさを身にしみて感じました。

クリスマス休暇中に、ニューヨークでのイン

ターンシップを希望していたのですが、スケ

ジュールが合わず、実現には至りませんで

した。結果はどうあれ、自分ができることす

べてにトライできたことは、私には貴重な体

験になりました。この体験が、必ずこれから

の就職活動、将来に役立つと信じます。 

 これからも、トラブルがあっても、それを一

つ一つ乗り越え、自分の夢に近づいていき

たいです。 

 4. 交換留学のネクストステップ 

こ 
れまで交換留学と言えば、1学期

（約4ヶ月）もしくは2学期（約10ヶ

月）で終了でした。しかし、今年に

なり、交換留学中の学生が引き続き勉強でき

るプログラム、また卒業後の進路として選択

できるプログラムが増えてきたので、今回は

それをご紹介します。 

まず引き続き勉強できるプログラムです。一

つは派遣先の大学でそのままサマープログラ

ムに参加する、もう一つは派遣先以外の大学

でサマープログラムに参加する、この2つがあ

ります。2010年度の交換留学生の例を見る

と、静宜大学(台湾)に留学中の外国語学部3
年次生福田汐理さんが、春学期終了後、引き

続き同大学の1ヶ月のサマープログラムに参

加します。また5月までセント・トーマス大学(ア

メリカ)に留学をしていた国際学部3年次生小

栁明子さんは、6月末からの1ヶ月、フランス

のESCEでサマープログラムに参加します。 

サマープログラムの利点は、現地の言語を

学ぶのみならず、各大学の特色ある専門科

目を英語で勉強することができることです。さ

らに学術交流協定の枠内で学生を派遣する

ため、授業料が全額免除されます。このよう

に交換留学をしている学生には、益々幅広い

選択が提供されることになります。 

そして、今年になって増えたのが、卒業後の

海外大学院への進学です。以前からあったミ

シシッピ大学のアシスタントシッププログラム

に加え、ネルソンマンデラ・メトロポリタン大学

(南アフリカ)と静宜大学（台湾）でも、奨学金を

受給しながら大学院で修士号取得を目指す

プログラムがスタートしました。また、奨学金

はありませんが、フランスの提携大学ESCE
の大学院へ進学する学生もいます。交換留

学をした後、卒業後も継続して勉強をしたいと

希望する学生が増え始めていることから、マ

イク・マツノ国際センター所長が提携大学と交

渉をし、次々と新たなチャンスが生まれていま

す。交換留学をした学生だけでなく、海外の

大学院への進学を希望する学生は、このよう

なOGUの海外提携大学で提供されるチャン

スを、ぜひ活用してください。  
本年5月にミシシッピ大学の大学院を卒業し

た田辺大智君 (2009年外国語学部卒業) 

私 
は去年の9月に日本に来ました。

日本語はすでに勉強していました

し、日本人の友達もいましたが、日

本に来るのは初めてでした。ホストファミリー

のこともほとんど知らず、関西弁が分かるか

どうかも不安で緊張していました。 

でもホストファミリーは凄く優しくて、とてもい

い家族です。大学のプログラムもすぐ始まっ

たので、新しい友達もたくさんできました。日

本人だけではなく色々な国の人たちに会え

て、色々な文化も理解できるようになりまし

た。みんなのおかげで、私は早く日本の生活

に慣れることができました。 

日本語の授業は毎日ありました。先生は新

しいことをわかりやすく教えてくれました。ドイ

ツでは日本語の授業が週2回だけだったの

で、毎日ものすごく多く感じました。勉強は楽

しかったですが、敬語が大変でした。 

冬休みには旅行のチャンスがありました。東

京、千葉、神奈川そして青森に行きました。私
留学生とISSTのボランティア学生と一緒に 

(本人前方右から4人目) 

 5. 受入留学生の日本生活 
  「大阪めっちゃ好きやねん」～Christina Müller （ドイツ・トリア大学） 

※田辺君のインタビュー記事が国際センターブログに掲載されています。ぜひそちらもご覧ください。 
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は特に冬の青森が気に入りました。雪

の中の弘前城がとても美しかったです。

冬と雪が好きだから、東北は素敵な場

所だと思います。 

でも関西がやっぱり一番好きな場所で

す。最初は分かりにくかった関西弁にも

慣れてきて、とても面白いです。他の地

域の人と比べたら関西の人たちの方が

早く仲良くなれるように思います。関西

の人はユーモアが好きで、毎日どこでも

漫才をしているように見えます。 

それからもちろん、大阪は「天下の台

所」と呼ばれているのが良く分かりま

す。どこでも安くて、美味しいご飯が食

べられます。ドイツ人はたこはあまり食

べないので、初めてたこ焼きを食べた時

はちょっと緊張しましたが、すごく美味し

くて、大好きになりました。今は毎日ホス

トファミリーと和食を食べているので、時

にはドイツのものが食べたくなります。

でも帰ったら絶対に日本の食べ物が食

べたくなると思います。 

 この一年間、色々なことを勉強して、

たくさんの人たちと出会い、文化を知る

 6. 受入留学生のその後～Chompoonuch Saelao （タイ・バンコク大学） 

 7. 春期日本文化短期研修プログラム  

雪の弘前城 
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タ 
イ国にいるイン(ニックネーム）で

す。2009年9月から2010年7月ま

で、大阪学院大学に留学し、昨年

バンコク大学国際学部を卒業しました。現在

はJETRO(日本貿易振興機構）のバンコク事

務所で働いています。 

どうしてJETROを選んだかというと、第一に

日本語の勉強を続けたかったからです。

JETROでのメインの仕事は、投資アドバイ

ザーのアシスタントです。アポイント取り(電

話・メール)、来客の応対、リサーチ、簡単な通

訳、資料の準備等をしています。また、ビジネ

スサポートセンター(BSCT)業務も手伝ってい

ます。例えば、日本からのミッションがある時

に、会場を予約したり、ホテルの担当者やお

客様と打ち合わせをしたりします。今回も、も

うすぐジェトロ本部のサービス産業のミッショ

ンがあって、私もそれを担当しています。日本

で生活したことがあるので、思ったより仕事が

難しくなく、今のところほとんど問題はありま

せん。留学のおかげで、日本人とコミュニケー

ションをするのにも慣れていましたし、日本の

ビジネスマナー(名刺やお土産を交換すること

等)も特に問題ありませんでした。それから、タ

イでは大学を卒業したばかりの新入社員の

給料は安いですが、英語以外にもう一言語

（日本語、中国語等）できれば、特別だと考え

てもらえるので、私にとっては留学で身に付

けたことがとても役に立っています。 

OGUに留学したことで私の人生は大きく変

わりました。なぜなら、私は日本へ行く前は日

本語がほとんどできず、海外に行くチャンスも

全然なかったからです。以前は、日本の会社

に就職できるなんて考えられませんでした

が、留学したおかげで、色々なことを経験し

て、たくさん良い勉強ができました。授業の中

で学んだことだけでなく、自分で色々と経験し

たことで、だいぶ 成長でき たと思います。

OGUにいる間に、日本語、日本の文化、日本

のビジネス関係についても学んだし、他の国

から来た友達もたくさんできたし、人生のこと

も前より良くわかるようになりました。私にとっ

ては本当に素晴らしい経験でした。 

今の私があるのはOGUのおかげです。留

学したことは本当に良かったと思います。人

によって選ぶ道は違いますが、私は良いチャ

ンスを自分で選んで、後悔しないような人生を

送るのが一番だと思います。    （本人著） ジェトロのミッション会場で（本人左から二人目） 

2 011年5月8日（日）から5月21日

（土）まで、本学の提携大学であ

るカナダのメディシンハット大学

から12名、タイのコンケーン大学から7
名の研修生が来学しました。2週間のプ

ログラムで、研修生は、日本語、日本文

化、日本のビジネス、観光ビジネスの授

業を受講しただけでなく、日本文化を直

接体験したり、日本を学ぶために学内

外で様々なことにチャレンジしました。ま

た、日帰りで、京都と奈良へも行き、ラン

ゲージパートナーとなったOGU学生た

ちと一緒に観光をしました。 

 2週間と言うとても短い研修でしたが、

文化が全く違う研修生とOGU学生が仲

良くなり、たくさんの楽しい思い出を作っ

たようです。 

ことができました。今回、日本に来れ

て本当に良かったです。また必ず大阪

に戻って来たいです。       （本人著）  

～編集後記～～編集後記～～編集後記～～編集後記～    

国際センターの仕事の醍醐味は、海外を経験した学生たちの

成長が直接見られることです。交換留学に派遣した学生たち、

海外からの留学生たちに接する中で、留学が彼らに与える影

響の大きさをひしひしと感じます。今号で取り上げた学生たち

は、その代表です。1人でも多くの学生たちにその素晴らしい

体験をしてもらいたい。どうすればこの願いが学生たちの心に

届くのか、それを考えながら試行錯誤している毎日です。(M) 

(上) コンケーン大学の学生たちと経営学部ホス

ピタリティ経営学科のアラカキ教授 
(下) 学外研修で行った八坂神社の前で 


