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国際教養学部
国際教養学科 3年
近藤 紡美 さん

仕事内容

大学祭

グローバルサポーターへ興味を持ったら、ホームページ(HP）に掲載された
説明動画を必ず確認のうえ、同HP上の登録フォームから登録お願いします！

HPへはQRコードから！

■ 語学検定料補助
申請時において、追手門学院大学に在籍す
る正規学部生で、指定された基準を上回った
学生に検定料が支給される制度です。

■ 短期海外留学奨励奨学金制度
国際交流教育課が指定する夏期もしくは春期休暇中に実施されるプログラムに
参加する学生のうち、優秀な学業成績を修め、且つ留学に対する高い目的意
識・志向を持つ学生に対し、学修奨励を目的として奨学金を支給する制度です。

■ 派遣交換留学奨励金
交換留学を推奨するため、学部留学に参加する
学生への経済的支援を目的とした制度です。

留学に興味が湧くようにとの思い
で世界のことをYouTubeの
VLOGで発信している方々を取
り上げました！海外のことを知る
きっかけになると思います！是非
見てください！

グローバルサポーターとは学内の国際化を推進し、留学の機運
を向上させることを目的とした、学生スタッフ制度です。国際交
流教育課が企画する業務を有給・無給でお手伝い頂きます！！

申請に必要な書類は、
以下のQRコードから
入手してください！！

グローバル
サポーター
募集！！

国際教養学部
国際教養学科 1年
川本 茉里 さん
「世界のVLOG生活」特集ページ
を企画し制作することに挑戦しま
した！学部に関係なく興味がでる
動画を見てもらうために勉強、生
活、恋愛と分けて海外を知ること
ができます！是非ご覧ください！

国際教養学部
国際教養学科 3年
喜多村 萌生 さん
特集ページを企画、デザイン、イ
ンタビューと1から作ることに挑
戦しました！勉強関連の内容なの
で堅すぎずポップすぎないデザ
インになるよう工夫したので是非
ご覧ください！

各種イベントのお手伝い！

学生から
企画を逆提案！

イベント企画2 チラシ・
パンフレット
作製！

4

留学経験者による
留学相談対応！ 各種チラシ・パンフレット作製

留学相談3留学フェア
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の留学マガジ

ン

TOEIC高得点のコツTOEIC750以上の学生に
TOEICで高得点を獲得するコツを

インタビューしました！

2

自分の努力で
留学費用GET!

留学に関する追大の
補助金

茨木安威キャンパス：中央棟2階（072-641-9631）
茨木総持寺キャンパス：アカデミックアーク2階（072-697-8162）

E-mail：kokusai@otemon.ac.jp
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本パンフレットは、
右のグローバル
サポーターによって
作製されました！

（写真左） （写真中） （写真右）



TOEIC900点の取得を目指す社会人の勉強記録。自身がTOEICに取り
組む様子の朝活ルーティーンや、休日勉強風景などを配信している。

カナダのブリティッシュ・コロンビア大学に通いながら、海外大学での勉強生
活だけでなく、奨学金をもらって留学する方法なども扱っている。

アメリカ人女性のシアラと日本人男性のカズシの国際結婚夫婦が、国際結
婚あるあるなど異国間だからこそある、日常の気づきや発見などを配信して
いるチャンネル。

海外大学への留学にハードルや不安を感じている方におススメ。元々英語
力の低かった日本人がアメリカの大学へ留学するまでの経緯や、アメリカ大
学生活などを配信中。視聴者の世界観や視野を広げることを目的に、世界各国の文化や、自身の

留学生活、英語勉強方法など、海外に関連したことを幅広く配信している。

マレーシアの大学に通いながら、TOEICだけでなく、IELTSの勉強方法や
おススメ教材などを配信している。

中国語の文法や勉強法の配信を中心に、リアルな中国語を楽しめるチャン
ネル。中国語検定やHSKなど、検定の情報にも特化しているので、語学検
定の昇級を狙っている方におススメ！

日本人女性とオーストラリア人男性夫婦が、国際カップルになるまでの経緯
だけでなく、お互いの文化の違いをどう克服したかなどの情報を配信してお
り、国際結婚や外国人の恋人がほしい方におススメ！

えいと／STUDY BLOG

NATSUMI WITH ME

APOCAN BLOG

ゆうきの中国

じろうカナダ留学

留学生ちー ～Chi of American University Student～

Ciara & Kazushi

AdaMomo JPAU
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Air Ticket
Air Ticket

世界のVLOG
生活

世界のVLOG
生活

「世界の〇〇
」と題したこの

コーナーでは
、世界の様々

な事柄を紹介
します。

今回は世界で
活躍するYou

TuberのVLO
G生活特集で

す！

STUDY ABROAD留学ライフSTUDY勉強系

LOVE国際カップル
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インタビュー
してみた！

TOEIC 高得点高得点のコツ

●1日10分でも英語に触
　れることが大切です！
●「勉強しないと」という
　使命感よりも、点数を伸
　ばしていく努力の過程
　も楽しめるといいと思い
　ます！

●緊張しすぎないことが
　大切！
●トライ＆エラーの精神
　でまずはチャレンジ！
●E-COなどを活用する
　のもオススメ！

点数として結果が現れる
ものなので、向上を目指
すなら目標点数とそれを
取る時期までしっかり決め
て取り組むのがオススメ
です！

初回受験時
490点

785点

国際教養学部
国際教養学科 3年

初回受験時
635点

815点

国際教養学部
国際教養学科 3年

国際教養学部
国際教養学科 3年

これからTOEICを
受験する人に
メッセージ！

荻原 風花 さん

坂井 駿哉 さん

喜多村 萌生 さん

問題の解き方のコツは？Q.03

主な勉強方法は？Q.01

勉強項目の割合は？Q.02

勉強の時間の区切り方は？
(どんな時に勉強をしているか？）Q.04

試験前のゲン担ぎは？Q.05

TOEICを受験する目的は？Q.06

今後の目標は？Q.07

リスニングの勉強がほとんどで、ＣDの音源やＴＥＤ 
TALKなどを聞いています。TED TALKやシャドーウィ
ングをして、リスニング中も頭の中で自分が英語を喋っ
ているイメージを作っています。

A.01

リーディングの後半の長文問題に時間をかける。A.03

A.02

詰め込むより、適宜リラックスの時間を取り込む。A.04

●恩師から貰ったお守りを常備。
●試験前日は大好きな飼い猫達に癒される。A.05

●就活のため。
●ライバルに勝ちたいため。A.06

次のTOEICで800点台に乗せたい。A.07

●高校の教科書を使って基礎固めをした。
●リスニングはTED TALKやPodcastを通学中に
　聞いて耳慣らししている。
●周りと一緒にするよりも1人でコツコツする方が
　はかどる。

A.01

●リーディングの長文を解くコツは、全体のおおまかな
　流れを掴んで推測して読んでいくこと。
●時間配分がかなり重要。A.03

A.02

●通学の時間を有効活用。
●TOEIC直前は1日2～3時間勉強。
●モチベーションが下がって集中出来ない時は翌日切りかえて勉強。

A.04

試験当日の朝にコーヒーを飲む。A.05

就活で使用したい。A.06

●海外を相手に仕事をしたい。
●TOEIC800点以上。A.07

●単語を覚えることがメインで、『出る単特急 金のフレ
　ーズ』を使用。その他特にテキストを使ったり、机に
　向かっての勉強はしない。
●インプットが苦手なので、授業用の英語プレゼンの機
　会などで知らない単語も積極的に使い、アウトプット
　量を増やして単語を覚える。
●英語字幕・英語音声で映画を見たり､ラップを聞いた
　り英語を日常的に沢山浴びることで英語脳をキープ。

A.01

A.02

●リスニングは、先に問題文を読んで今から何の話をするか予測しておく。
●リーディングは、全部解くには時間が足りないので解ける問題を
　落とさないこと。

A.03

●通学の電車内や乗り換え時間内に単語帳を見る。
●特に何時間勉強するとかは決めず、やる気と集中が持つ限り勉強する。A.04

●試験直前にバナナを食べること。
●お気に入りの服を着て行くこと。A.05

自分の成長度を測りたい。A.06 TOEIC900点以上。A.07

初回受験時
610点

785点

リスニング 50％ 単語暗記 30％ 文法 20％

単語暗記 40％

単語暗記 100％

文法 30％ リスニング
20％

その他
10％



国際交流教育センターが運営する短期海外プログラムは、全て
「短期海外セミナー」（2単位）という科目となり、事前・現地・事後
研修への参加など要件を満たすことで単位が付与されます。

■対象学年 ： 1～4年　■履修要件 ： なし（一部例外あり）

短期海外セミナー

コロナ禍だから海外に行けないからといって、諦めることなかれ！
語学力向上、留学体験は国内でできます！
春休み中にレベルアップしたい方は国際交流教育課が展開する短期海外プログラムを要チェック！！

本学が展開する留学・国際交流プログラムの体系図です。身に着けたい語学力に沿ってプログラム展開していますので、
自分の目的に沿ってプログラム受講することをおススメします！

英語力に沿った留学・
国際交流プログラム体系図

短期留学プログラム

短期海外プログラム
詳細はコチラから
ご確認ください！！
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Pro�am

※CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）に準ずる英語レベルをTOEICスコアへ換算

おススメ ❶

おススメ ❷

詳しくは
裏表紙へ!

クラスライブとは

クラスライブのポイント

学内
国際交流

日本一勉強する
TOEIC集中プログラム※

学部留学準備コース

短期海外プログラム

183.3点

マンツーマン+グループレッスンを通して、英語の「話す・聞く・読む・書く」能力をアップさせるオンラインプログラムです。

学
内
国
際
交
流
活
動
を
す
る
に
は

「
グ
ロ
ー
バ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
」に
登
録
!

❶ マンツーマン、グループレッスンの全てがオンライン
❷ レベル別、ゴール別のプログラム
❸ 自家用学習プラットフォームへ24時間アクセス可能
❹ ワンクリックでレッスンの予約・受講可能
❺ 多国籍の受講生と交流可能
❻ 期間：3ヶ月コース（62時間）

❶ お手軽に留学が体験できる
❷ 留学前に実践的に英語活用・異文化交流ができる
❸ 短期海外留学奨励奨学金を活用し、選考された場合、

❹ 追大生によってプログラムの一部が開発された

TOEICスコア※の平均向上値
（2020年度実績）

クラスライブの実績

英語力 爆上げしたい方の
ための募集要項

GVSのポイント 追大生によるプログラム開発

多国籍の留学生との協働を通し、実践的に英語を活用しながら国内で留学を体験するプログラムです。

実質無料で参加可能（短期海外留学奨励奨学金については裏表紙へ）

Global Village for Students （GVS）とは

Global Village for Students

国内で思う存分留学体験
したい方のための募集要項

TOEIC
0

TOEIC
700

TOEIC
400

IELTS
5.5

学部留学
レベル

認定留学とは、留学する
に足る一定の単位を修得
した学生に限り、あらかじ
め学内の審査・許可を受
けたうえで、自分が選ん
だ留学先で修学すること
ができる制度です。

派遣交換留学
とは、本学の協
定大学に、本学
の代表として4
～9ヶ月間留学
する制度です。

現地の大学※で正規課程
（学部留学）の授業を受
講するために必要な英語
力を目指す講座です。
ビジネスの場面に特化し
た英語力を測定する試験
がTOEICであるのに対
し、海外大学レベルの英
語力を測定する試験が
IELTSになります。
IELTSの単語量は
TOEICの2倍以上と
なり、TOEICとの
勉強方法と異なります
ので要注意です!

※留学先で英語を使用する大学

※IELTS5.5≒TOEIC785

TOEIC 0～400点台の
学生を対象に、集中的に
英語の基礎力を身に着
け、TOEIC700点を目指
すプログラムです。
本学の卒業生のうち、
TOEIC600点台の学生
のトップ企業への就職率
は3.8％であるのに対し、
TOEIC700点台の
学生は20％超え！
就職先候補の幅を
広げるためには
TOEICは不可欠です！本学が展開する短期海外

プログラムです。

自分の英語力を
知るにはまずは
実践を通して
実感するのが一番！

※本プログラムの運営所管は就職キャリア
　支援課（資格サポートコーナー）となります。

詳しくは
次ページへ

派遣交換留学 認定留学

学内語学
研修

運営会社である
LbE Japan、JTBと
ともにグローバル
サポーターが開発！！

 ※

自分の英語力に合った
プログラムに参加して
上を目指そう！


