
渋谷キャンパス120周年記念1号館裏に位置する国際交流センターは、
本学の国際交流の中心機能を担っています。積極的に活用してください。

国際交流センターのご案内

国際交流センター1階の国際交流課は、留学プログラム、交換留学生プ
ログラムの企画・運営を行っています。また、本学学生の留学相談に応じ
ています。希望者は海外留学支援Webページから申し込んでください。

開室時間

留学相談の予約

S h i b u y a  C a m p u s  M a p

國學院大學国際交流課（渋谷キャンパス国際交流センター1階）
Tel.03（5778）7061 Fax.03（5778）7062

kokusai@kokugakuin.ac.jp
www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy

授業日の 9:00～17:00
なお、長期休暇中でも原則として平日と土曜日の9:00～17:00で開室していますが、入学試験、入学式・卒業式等の大学行
事のために閉室することもあります。詳細はWebページ等でご確認ください。

※ページ内の「留学相談について」を参照
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あこがれの先輩を追って他大学を目指したが入学できなかった。
恩師の言った「日本はどこに行っても日本」の言葉から海外にあこがれ、留学を考えるように。

入学前

「国際」系の大学を目指して、指定校推薦で國學院大學に入学。
高校生の時分から世界とつながりたいと思っており、入学したら長期留学することを決めていた。

入学前

受験当時、やりたいことが決まらず、いろいろな分野に通じる経済学部を選択。
留学は少し興味があった程度。

入学前

Go
Abroad!
どんな留学がしたい？
どこに留学したい？
いつ留学したい？

まずは1年生の夏休みが最初のチャンス
早めの留学でその後の視野が　　　広がります

1年生 前期（4ヶ月） 夏休み 春休み

2年生 前期（4ヶ月） 夏休み 春休み

3年生 前期（4ヶ月） 夏休み 春休み ➡就職活動

4年生 前期（4ヶ月）

後期（4ヶ月）

後期（4ヶ月）

後期（4ヶ月）

後期（4ヶ月）夏休み 春休み

大学の制度以外での留学は
休学留学の対象となり
卒業延期の可能性が高くなります

大学の制度・学外の制度に関わらず
いろんな留学が可能です

の始まる3年生春休み以降
は留学計画を立てるのが
難しくなります

グッと

留学はあなたの人生をより充実したものにするチカ
ラがあります。しかしその一方で、「海外に行けば語
学が上達する」「海外で夢がかなえられる」と考えて
容易に留学してしまうと、現地で大変な苦労をした
り、期待した効果が得られないまま帰国することも
少なくありません。折角の留学なので、充実した留
学生活を送り、その経験を就活や将来に活かしたい
と思いませんか？そのためには、留学の計画段階か
ら、現在の自分の強みや弱みを考えるとともに、将来
どんな自分になりたいのかをイメージしたうえで、留
学で何がしたいのか、何をすべきか等、留学の目的
をはっきりと意識することが大切です。

留学を考える

　このパンフレットはグローバル時代を生きるたくさんの卒業生の声と経験でできています。
國學院大學での4年間でなにができたのかを語る先輩のメッセージが、あなたのチカラとなれば嬉しいです。

Go！ 國大生

グローバルに踏み出すチカラを応援します！

労を惜しまない。実際にやってみる。そういう姿勢が足りなくなっている時代です。行った気になる、やった気になる、とい
うのはバーチャル世界が拡がっている現代社会の「ロス」だと思っています。同時にこのグローバル時代においては、止
まって考えてもいい結果は得られません。とにかく前に進み、自分の足でヒントを見つけに行くことが絶対に必要です。

夏休み・
春休み中

夏、春の長期休暇を使って、海外の大学での語学集中プログラムに参加します。
夏期短期留学は6大学（英語圏3校、中国語圏1校、フランス語圏1校、ドイツ語圏1校）、
春期短期留学は3大学（英語圏2校、中国語圏1校）での実施を予定しています。
◆外国語のスキルアップ、異文化体験が主目的。
◆夏期短期留学の募集は4～5月。春期短期留学の募集は10～11月。
◆必要な手続きを踏み、外国語科目（2単位）としての認定も可能です。
◆事前のオリエンテーションに参加することが条件づけられています。

12月～2月 3月 4月 5月

説明会

申込期間 留学期間

留学のためのオリエンテーション

●夏期短期留学申込み・参加スケジュール例

事前語学研修

6月 7月 8月 9月

短期留学Pl a n1 P l a n2
高い語学能力習得を目的に、1学期間（4ヶ月間）の留学を行うプログラムです。
英語圏3大学、中国語圏2大学での実施を予定しています。
◆全学部全学科の2年生以上を対象とします。
◆本学の要卒単位に認定可能です（最大20単位程度。学年、留学先により異なります）。

6月5月4月3月2月1月 7月 8月

説明会

申込期間 留学期間

留学のためのオリエンテーション

●セメスター留学までのスケジュール例

事前語学研修
語学の応募条件をクリアした上で申込みをする

※現：ユーティリティスペースは、現在開放を中断しております。平成30年4月より、外国人講師と交流できる機会が、別の場所で再開される予定です。

応募は語学に条件あり

9月 10月 11月 12月

セメスター留学

4ヶ月の留学

2・3年生の
後期スタート・
半年か1年の
長期留学 本学協定校に半年（1学期間）または1年間（2学期間）留学する制度です。

◆留学先大学の学生と同じ授業を履修します。
　（語学留学が可能な留学先も一部含まれます）
◆毎年9月から留学開始。出願受付けは同年1月に、選考は同年2月に行われます。
◆本学の要卒単位に認定可能です（最大30単位）。
◆協定留学期間は卒業年限に組み込まれますので4年間での卒業が可能です。

●協定留学までのスケジュール例 ※3年生の9月から英語圏の大学に2学期間協定留学する場合

留学期間留学目的の絞込み 留学計画の具現化

3年生の9月から
4年生の5月まで（　　　）TOEFLスコアの向上

選考試験への応募、受験、合格（2年生の1月段階）

4年3年2年1年

P l a n3 協定留学

「海外の語学学校、専門学校に1年間通う」など本学の制度に当てはまらない留学を目指す場合、休学制
度の利用が可能です。休学による留学には、「プログラム、学校、留学先の選択の幅が広がる」というメ
リットがある反面、「卒業が遅れる」「手続き・安全管理をすべて自分で行う」等のデメリットもあります。留
学先で得たいもの、そのために必要な負担、卒業までの計画等を考慮して検討してください。

休学留学Pl a n4

応募は語学に条件あり

留学相談

1

夏休み前　期 後　期学年

史学科（平成30年卒）/鴻池運輸株式会社
山口 晴吉

安くて近いという理由で留学先を
台湾に決め、中国語の勉強を始め
る

台湾・南台科技
大学夏期短期
留学に参加

春休み

中国・復旦大学
春期短期留学
に参加

2
日中学生交流団体freebirdの活動
を継続。台湾の原住民の歴史を学
ぶため留学を志し、中国語と閩南語
（びんなんご）を学ぶ

台湾・南台科技大学セメスター留学に参加。「アイデンティティ」が歴史を
通じて普遍的に解けない問題となる原住民の存在について深く学んだ。
本や映像に頼るのでなく現地に赴くことで歴史的事実をその場で感じる
ことができる。見えてくるものが違ってくる。痛ましい事件に自分のでき
ることは何であるかを考えた。その一方で、日本の良さを再確認した

3週間のアメリ
カ縦断旅行

3
日中学生交流団体freebirdの代表
になり、夏の北京合宿の準備に奔走

10日間の北京
合宿

3度の留学と学生団体の活動経験を活かし、就職活動を開始する。
先入観や固定概念に縛られず、開催された業界セミナーすべてに
出席。およそ100社の会社説明会やインターンシップに参加し、3
月に内定をもらう

4
七夕のイベントをきっかけに着物を
きて楽しむ社会人の交流コミュニ
ティに入り自分も着物をきて楽しむ
ようになる

友人4人とレン
タカーでアメリ
カを縦横断旅
行

12月から新たにフォトスタジオでアルバイトを始める。もっと早くか
らこのアルバイトをやっていればよかったと少し後悔。それでも大
事なのは何かをやろうと思ったら動くこと、と毎日を楽しんでいる

1

夏休み前　期 後　期学年

経済学科（平成27年卒）/株式会社エイチ・アイ・エス
杉山 桃子

ソフトボールサークルに入りたかったが、自分に合
わず断念。自活するためバイトに打ち込む

春休み

週5で授業、週4でアルバイト。ネイティブの
先生からグローバルラウンジ※に誘われた
ことをきっかけに英語に興味がわく。毎日通
い続け英語が少しずつ上達

2
ほぼ毎日、休み時間にグローバルラウンジ※で外国人講師と英語で話すようにした。一気に英語と留学への関心が高まった 米国・セントマイ

ケルズ大学春期
短期留学に参加

3
留学を経て、日本について何も知らないことに愕然
とする。自国のことを知りたくなる一方で、英語や海
外に関しての向学心も倍増。神道や日本文学の授
業を取り、グローバルラウンジ通いも再開

旅行関連の会社に絞って就職活動

4
4月に内定 念願のイギリス留学

（英国、ヨーク・セント・
ジョン夏期短期大学）

「4年間という大学での時間をどう過ごすかで今後の人生は変わる」恩師の言葉です。志望
校に受からず失意のなかで始まった大学生活は今では國學院にきて本当に良かったと思え
るようになりました。一つのきっかけから世界はどんどん変わっていく。年に一度でいいの
で、一年前と今の自分がどう変わったか、人生の階段を一つでも上がっているのかどうか振
り返る日を作ってください。私はそんな日を作っていて、その日をとても大事にしています。

外国語文化学科（平成29年卒）/株式会社 星野リゾート
多賀 聡美

休学留学（卒業延長）による
デメリットは「ない」ときっぱり言える
シアトルの国際空港カウンターでのインターンシップでは、とにかくもまれた。最初の
1ヶ月は利用者に「答えられないのになぜ働いているの！」と叱責されることも。白地図
に構内図を書き込んで持ち歩いたり、朝いちばんでゲートの情報を確認したり、仕事を
通して自分ができる工夫をすることで自分の弱点を補った。その問題解決力は、就活
に生きただけでなく、今、自分の大きな財産となっている。

就職活動の際には「自分は何をしたらわくわくできるのか」を考えました。出てきたキー
ワードは「海外」でしたが、就活でアドバイスされたのは「自信のあるものを二つかけ合わ
せなさい」ということ。自分には”旅行”と、塾講師の経験から”教育”があり、そこで考え
たのが”教育旅行”。就職活動はそれを前面に押し出して行いました。

台湾で散財し、ホテルでアルバイトを始める。そこで自分を律するこ
とを学んだ。日中学生交流団体freebirdに加入。日本人と中国人
をつなぐ活動を通して中国に興味をもち、同時に、台湾人と自分の
アイデンティティを重ね合わせた研究をするように

Turning Point!

1

夏休み前　期 後　期学年

まずは大学に慣れる日々 夏期短期留学
（カナダ）参加
TOEIC100点UP

春休み

短期留学で自信がつき、より長期で自由な留
学を求めて休学留学を視野にいれるように

留学準備のため
アルバイト

2
13ヶ月間の留学、最初の1ヶ月は語学を残りの
12ヶ月はコミュニティ・カレッジでホスピタリ
ティとツーリズムを勉強

K-STEPアシスタントで留学生の日本語パート
ナになる等、学内でできる国際交流を経験

情報文化研究会で物事を順序だてて考え、そ
の考えを字におこす訓練を続ける

休学留学開始

コミュニティ・カレッジに通いながら空港カウン
ターでのインターンを3ヶ月間経験

TOEIC出発前600
点⇒帰国後840点
に

3
帰国後、留学に行った学生向けインターンなど
を経験（IT、ホテル、販売等）

日本ではインターン用プログラムが組まれて
おり、課題解決力などが身についた

3月には内定がでは
じめる

4
4月には就職活動が終了

休
学

Turning
Point!

Turning
Point!

本学在学中は陸上競技部に所属し第87回箱根駅伝に出場した奥さんは、現在オーガニック
コットン製品を製造販売する企業の代表取締役として、綿花の原産地であるアフリカ東部ウ
ガンダ共和国と日本を行き来する日々を送っています。

休学留学は実際に挑戦してみるとデメリットは予想していた以上に小さく、得るものは予想し
ていたよりはるかに大きいですね。

日本文学科（平成23年卒）
株式会社スマイリーアース代表取締役

奥 龍将

Webページ をリニューアルしました
https://www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy
＊奥龍将さんのインタビューをはじめ、このパンフレットにご登場いただいた学長・卒業生の動画がご覧になれます。

山口さんがどんな学生生活を送ったの
か、もっと知りたい人は動画にアクセス！

杉山さんがどんな
学生生活を送った

のか、もっと知りたい人は
動画にアクセス！



Go
Global!
日本を語れる人になろう
世界へ語れる人になろう

※社会人基礎力とは「職場や地域社会で多用な人々と
仕事をしていくために必要な基礎力」として経済産
業省が定義した3つの能力（前に踏み出す力、考え
抜く力、チームで働く力）の総称です。

●Japan Studies
　•日本文化についての様々な側面を交換留学生　　と共に英語で学ぶ授業で、留学生との英語の　　議論は異文化体験そのものです　•グローバル・チャレンジ・プログラム※　　修了に必須です

●神道と文化
●日本文化を知る など

深める
日本の社会・
文化に対する理解

鍛える
語学力・
コミュニケーション力

育てる
多文化共生力と
主体的アイデンティティ

高める
社会人基礎力※

●基礎演習やゼミ
　（各学部・学科の専門科目）
●ライフデザイン
●インターンシップ
●海外インターンシップ など

（　　  ）共通教育科目
キャリア形成支援

國學院大學には、グローバルに踏み出すあなたを応援するプログラムがたくさん用意されています

※グローバル・チャレンジ・プログラムの
　詳細は「国際交流ガイドブック」の
　履修要項をご覧ください。

●正課の英語・外国語科目
●LLC（Language Learning Center）
　•外国語力を身につけることは、大学での重要な目標のひとつです　•LLCでは、就職活動に役立つ外国語検定試験、　　留学に向けての勉強方法やコミュニケーション力の向上などを　　サポートし、皆さんの自主的な外国語学修を支援しています　　ぜひ積極的に利用してください

　　渋谷キャンパス/百周年記念館1階　 （月～金）10:00-12:50/13:50-18:00
　 たまプラーザキャンパス/1号館1階 LLC YOKOHAMA OFFICE　　（月・木・金）10:00-18:00

●語学留学
●オンライン学修ツール
●学内TOEIC など

國學院科目

とりあえず、TOE IC®

知っていますか？
TOEIC®スコアはいろいろなところで使えます！
LLCでは、年に6回TOEIC-IPテストを実施しています。

TOEIC®スコア730点以上で、
全国の小学校・中学校・高等学校の
教員採用試験において
様々な優遇措置があります。
教員採用試験

730

TOEIC®スコア730点以上の
成績を修めた場合、
以下の通り単位認定を行います。
英語検定試験（上級） 単位数：2
単位認定

730

大手日系エアラインで
客室乗務員（CA）になりたい場合には
入社までにTOEIC®スコア600点
取得が求められます。
エアラインで働く

600

1学期間（4ヶ月間）の
英語圏セメスター留学に参加するには
TOEIC®スコア550点が必要です。
セメスター留学

550

企業における
TOEIC®スコアの期待スコア
国際部門で働く：750点
国際部門で働く

750
～990

App Storeまたは、Google Playで
「ココアル2」で検索、
ダウンロードして頂きますと、
上記の画像より動画がご覧いただけます。

iPhone/iPad用 Android OS用
で『COCOAR2』を

検索

または

下記のQRコードからもダウンロードできます

無料

※赤井学長によるメッセージは
　大学ホームページ→海外留学支援のページでもご覧になれます。

　 マークが付いた人物写真に
スマホをかざすと
メッセージ動画が流れます！

経済ネットワーキング学科（平成30年卒）
全日本空輸株式会社（客室乗務職）
藤島 彩香

外国語文化学科（平成26年卒）
英国・大学院進学
古賀 奈那

経済学科（平成30年卒）/楽天株式会社
金井 大輔

法律学科（平成30年卒）
株式会社パルコ
池田奈都美

経済学科（平成29年卒）
株式会社ミスミグループ
熊木 任椰

K-STEPアシスタントに登録。日本
語パートナーとして活躍

副専攻「日本語教育（日本語教員養
成課程）」を修了、日本に対する理
解を深めた

柔術道場のオープンを通じて、契
約・交渉・募集などビジネスの基礎
を学んだ

２度の語学留学に加え、柔術が盛
んなブラジルの公用語であるポル
トガル語の授業も受けた
（TOEIC620点）

他文化共生と主体的アイデンティティ

日本の社会・文化

社会人基礎力

語学力・コミュ力

文字で表現されたものを海外の人
に伝えたい気持ちはあるが、奥が
深すぎてそのレベルには達してい
ない

日本の社会・文化に関する授業
はおもしろいからこそどんどん
学んだ

計画的に研究発表の準備を進めた
り、教職サークルで発信する力を磨
いたりしてきた

留学後、TOEIC対策を始めた。も
ともと英語が嫌いだったが、就活を
見据えて600点を目標にした
（TOEIC600点）

他文化共生と主体的アイデンティティ

日本の社会・文化

社会人基礎力

語学力・コミュ力

NYで多種多様な人々とその価値
観を目の当たりにし、新たな知識を
得ることで、自分のなかで新たな反
応が起こるのを感じた

生まれ育った国を離れて生活した
ことで客観的に見られるように。日
本で当たり前のことが海外ではそ
うではないことを改めて認識した

NYでインターンを経験。バイヤー
などのアシスタント業務、通訳、書
類の作成、ファイル整理など、社員
同様に働き、実際に仕事をするな
かで、たくさんのことを学んだ

言語はツールでしかない。大事な
のはなんとしてでも伝えようとする
コミュニケーション力
（TOEIC800点）

他文化共生と主体的アイデンティティ

日本の社会・文化

社会人基礎力

語学力・コミュ力

指定校推薦で入学。経済ネットワーキング学科にしたのは高校の時に好きだった「現代社会」の授業に
学ぶ内容が似ていると感じたから。大学在学中に絶対留学したいと思っていた。入学前

1

夏休み前　期 後　期学年

授業と飲食店でのアルバイ
ト、国際協力サークル・優志の
活動に忙しい毎日

春休み

2
3年次後期が留学のラスト
チャンスと焦り、それに向け
て正課の英語の授業と併用し
て「毎日英会話」を受講する

再びカンボ
ジアへ

経営に興味があり雰囲気もよかったので経
営学の星野ゼミに入る。TOEICで560点
をとり3年次セメスター留学参加の資格を
得る

TOEICスコアが足りず2年次のセメス
ター留学は断念することに

3

6月にインターンシップが解
禁となり、航空・旅行業界にエ
ントリーするも一つも合格で
きず

4
業界を問わず練習を兼ねて
面接を受け、それから本命の
航空業界に挑む。6月後半に
内定獲得

Turning
Point!

カンボジアでボラン
ティア活動。現地を
訪れることで、この
人たちのために頑張
りたいという気持ち
が心から芽生えた

●協定留学
●海外インターンシップ
●国際交流活動
　「K-STEPアシスタント」など

就職活動が成功した理由を尋ねると「自分をよく見せようとしないこと」と
謙虚に答えた。素の自分としっかり向き合う。人との出会いを大切にし、感
謝の気持ちを忘れない。そしてどんな人にでもしっかり伝えようと努力す
る。4年間のいろいろな経験を通して彼女が育ててきた「人間力」こそが、彼
女の最大の強みです。

日本語パートナーとして留学生をサポート。雪を見たことのないマレーシア人と群馬へ
スノートレッキングに行った時、宿に直談判して宗教に配慮した食事や入浴時間を融通して
もらった。留学生はいい旅ができ、自分や旅館の方々にはいい文化理解ができたと思う。留
学生の帰国以後も韓国や台湾に留学生を訪ねて行ったりと、友だちになった留学生を通じ
て他文化に触れ、たくさんのつながりができた。

キャンパスにはさまざまな国際交流の機会があります

K-STEPアシスタント

●K-STEP交換留学生をはじめとする
　留学生とさまざまなイベントへの参加
●留学生の日本語練習パートナー
●その他、留学生への各種サポート
大学ホームページ内、国際交流課ページの「K-STEPアシスタ
ント」に記載されている方法にしたがって登録してください。
イベント等の機会がある度にfacebookやEメールで連絡しま
す。都度、時間と興味が合った活動に参加してください。

主な活動内容

登録方法

健康体育学科（平成28年卒）
学校法人國學院大學
小林みのり

もっと大人や大学職員に相談してください！
外国語を話す発信力も重要だけれど、受信力はもっと重要。日本は、「みんな同じ人間なん
だからみんなを理解しなさい」という考え。一方、海外は「みんな違うのだからみんなを理解
しなさい」という考え。どちらもいいけれど、多様性を理解するという意味で、みんな違って
いいという考えが広まればいいと思っています。
在学中は、今しかできないことをしてください。大学の各種チャレンジ賞や地域の助成金な
ど、社会には大学生を応援するプログラムがたくさんあるので有効活用を！

日本文学科（平成30年卒）/新日鐵住金株式会社 中村もあな

日本文学科の学生にも留学をすすめたい
日本文学科は言葉で表現されたものを扱う学科。他の言語にも関心を持つこ
とで、日本語に視点を戻した時に新たな視野が開ける。留学先で、外国語を使
う人びとの言葉の選び方に感じ入るものがあった。それを持ち帰り日本文学
を改めて読むと、違ったおもしろさを知ることができる。

日本では会社に就職するという意
味で「就社」。それに対し海外では職
に就く意味で「就職」。社会人である
べきは後者だと思っている。海外で
戦ってゆける真のグローバル人材
とは、すべてがバランスよくできる
人材ではなく、一つのものに長けて
いる人材だと感じる。

時間が巻き戻せるなら、在学中に留学したかった。若
いうちにしか感じられないこともあるので、留学でき
るのであれば早いほうがいい。そして、海外の大学院
受験を考えているなら、國學院在学中まじめに勉強
して、GPAをあげておくことがとても大切。

学歴で評価されることがすごく嫌だった。NYでは学歴より自分の頑張りが評価された。内
定先の会社を選んだのは、そんな私が自分らしく働けると思ったから。面接で私の経験や行
動に興味を示し、評価をしてくれたことで、ハッピーに働く自分の姿が想像できた。
在学中は、意識的に自分と真剣に向かい合う時間をもち、やりたいことが見つかったら前向
きに行動してほしい。自信のない自分をいちど捨て、なんでも経験して失敗もして。やって
みると不可能なことってあまりないし、意志と行動する勇気があれば多くを実現できるはず！

留学

留学は夢に到達するための一つの手段。経験は自分を変え成長させてくれ
る。慣れない海外で生活基盤をひとりで整えることは、つらいことも多かっ
たが達成感は大きかった。どれだけの経験を持ち帰り結果につなげられる
のか、すべては自分次第。胸を張って一年間これをしてきたのだ、と言える
よう日々励んだ。

ゼミ

ゼミでは常に事前準備をしたうえで授業に臨む。社会に出て、それが仕事をす
るための練習になっていたこと、すべての取り組みに活きること、を実感。
また、一年間ゼミ長を務め、主導的立場の者が結果につなげるためやるべき
は「管理する側にまわりメンバーに仕事を任せること」だと学んだ。

熊木さんがどんな
就職活動をしたの

か、もっと知りたい人は動
画にアクセス！

留学とＫ-ステップアシスタント（日
本語パートナー）の活動を通してい
ろいろな学生と接し、異文化に触
れられたことが自分の強み

「グローバル・チャレンジ・プログラ
ム」に登録し日本に関する授業を取
ることで理解が深められた

国際協力サークルの活動の一環と
して日本国内の高校に出張、高校
生にカンボジアのことを伝えてき
た。グローバルに関心が高く海外
ボランティアに力を入れている高
校に電話をかけ、交渉することで社
会人基礎力を培った

留学したのにTOEICのスコアが低
いのがコンプレックス。消極的で授
業でも自分の意見が言えなかった
りしたが、行動や表情など語学力
を補う方法はあり、それが大事だと
学んだ
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語学力・コミュ力

他文化共生と主体的アイデンティティ
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社会人基礎力

語学力・コミュ力

１か月の留学で英語力が伸びたと
は言い難いが、外国暮らしを経験
した自信から、将来、海外で暮らし
たいと思えるようになった

自分の強みであり、経済学部のゼ
ミとユニクロでのアルバイトで育て
ることができた

勤務先は広く海外展開しており、入
社後1年以内の目標TOEICスコア
が800点に設定されている。大学
在学中にもう少しやっておけばよ
かったという後悔が残る

他文化共生と主体的アイデンティティ

日本の社会・文化

社会人基礎力

語学力・コミュ力

卒業後の留学で飛躍的に伸びた分
野。他文化と共生することは大変
で泣いたこともあったけれど、視野
が広がり世界に目が向くように
なったことは大きな成長

大学4年間のバスケットボール部で
の経験が人生の中で一番きつかっ
た。そこで培った精神力と体力は今
の自分を支える大きな財産となっ
ている

英語力は留学で飛躍的に伸びた
TOEIC400点代から英国大学院
に進学できる英語力に引き上げる
ために、相当の勉強をした
（IELTS 6.5）

在学４年間はひたすらバスケットボールに没頭、留学の機会さえありません
でしたが、部活で培った精神力、簡単には諦めない力、苦境をポジティブに
捉えられるマインドは、卒業後の留学に大きく生かされています。

国語が好きで、一歩踏み込んで日本文学と向き合った4年間。国語や日本文学に対する情熱を芯に持ちつ
つ、一方で留学への挑戦や自分を高める努力を重ねることで、就職活動において大きな花を咲かせました。

他文化共生と主体的アイデンティティ

日本の社会・文化

社会人基礎力

語学力・コミュ力

他文化を理解すべくその背景に
も目を向けることが肝要。その
意味で妥協できるひとは素敵だ
と思う。自分の主張100％では
なく、相手の言葉に耳を傾け、そ
れを自分の意見と交ぜ合わせら
れることが大切

社会人基礎力をつけるのは社
会人になってからに期待

勤務先の入社条件はTOEIC 
800点以上。留学して必要に迫
られ、語学力が伸びた
（TOEIC 890点）

留学中、日本を全然知らない！と
気付き、帰国後に学習。グロー
バル化に伴い大事なのは日本を
知ることだと確信

赤井益久 学長

國學院大學は、
グローバルに踏み出す学生を
全力でサポートします

念願だった草双紙から江戸戯作文学までを学び、そのなかで先生所有の古書を拝見することがで
きた。本物の紙の風合いを直に味わい、日本文学科に進むきっかけとなった高校時代の歴史便覧
の美しいページを思い出した。戯作文学の絵と文章が並ぶその色鮮やかさに、どれだけ実物を見
てみたいと思ったことだろう。大学に来てよかったと実感した授業だった。

高校時代に思い描いた将来像は大学の4年間で変わる。だからこそ目標に縛られず、自
分の門を狭めず、流されて、新しい興味のなかから合ったものを見つけて、つかみ取る。
そういうイメージでいけば大丈夫。自分はそんな感じだった。
留学は、自分の無力さを知る人生のビッグ・イベント。何も見えず先行きが不安な人こそ
留学したほうがいい。自分がどう感じるかは行ってみないとわからない。たとえ失敗して
も、これまでとは違う視点を持てるようになるから、行かないより絶対行ったほうがいい。

カナダ・マニトバ大学セメスター留学参
加、12月末に帰国。就職活動は何からや
ればいいのかわからず、若干の出遅れた
感もあったが1月に受けたTOEICで650
点を取り、目標に一歩近づく。各種セミ
ナーやエアライン・スクールに通う

中村さんのインタ
ビューをもっと聞き

たい人は動画にアクセス！

池田さんのアメリカでのイン
ターンシップについて、もっと

知りたい人は動画にアクセス！

藤島さんがどんな就職活動をしたのか、
もっと知りたい人は動画にアクセス！

小林さんの学生生
活をもっと知りたい

人は動画にアクセス！

金井さんがどんな留学経験をしたのか、もっ
と知りたい人は動画にアクセス！


