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経済学部経済学科
2020年度卒
椎橋 琉 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。

今回のパンフレットは従来の
物とは違い、少しでも海外に
興味を持って、追大から出発
して欲しいと言う思いで作り
ました！
君もFly Day！

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！！

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！

国際教養学部国際教養学科
3年
喜多村 萌生 さん
どんな記事が読みたいか・ど
んなデザインだと惹きつけら
れるか、読者の視点で考える
ことが困難でしたが納得のい
く内容に仕上げることが出来
ました。

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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留学体験インタビュー国際教養学部国際教養学科2017年度 卒業厳原愛恵さん
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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



ニューヨークシティプライド
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「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。
今回は世界のユニークなイベント特集です！！

America
the United States of

アメリカ

America
the United States of

アメリカ

LGBTなど人間の多様性を促進することを目的と
したこのイベントは夏の風物詩となっており、毎年
300万人以上の観衆が集まります。「自分の性的
アイデンティティに誇りを持つ」という意味が込め
られた「プライド」では、LGBTの象徴となってい
る「虹の旗」を掲げながらパレードが行われます。

ソンクラーン祭り

Thailand タイ

タイの旧正月にタイ全土で行われる水かけ祭り。
もともとは、仏像などの手に水を掛けてお清めを
するという伝統的な風習ですが、近年はそれが転
じて、街で通行人同士が水を掛けあって楽しむ
「水掛け祭り」となりました。暑いタイだからこそ
水の掛け合いは気持ちよさそうですね！

ラ・トマティーナ

Spain スペイン

若者グループにいた
ずらされたパフォー

マーがトマトを

投げつけたことが始
まりとも言われるト

マト投げ祭り。

年々規模が拡大して
いき、現在では使用

されるトマトは

約100トンにもおよ
びます。コロナでた

まったストレス

を解消したいあなた
は是非！

ナショナル・チェリーブロッサム・
フェスティバル
日本からワシントンD.C.に約2,000本
もの桜の木が寄贈されたことを記念して
行われるイベント。桜の満開に合わせ、
フードフェスティバルをはじめとする様々
なイベントが催されます。日本と一味違う
「アメリカン花見」もいかがでしょうか！？
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Air Ticket
Air Ticket

世界のイベン
ト

世界のイベン
ト

kingdom of

kingdom of
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何かをやりたいと思ったら、まずは挑戦

留学体験インタビュー

Int�view

アメリカへの留学のきっかけは何ですか？学部留学※を選ばれた理由は何ですか？

スノーカレッジ留学中に在籍していたサッカーチームでの試合風景

スノーカレッジ留学中に在籍していたサッカーチームにて（写真：左から2人目）

Q.01

今回は、留学しながら部活動（サッカー）に取り組み、文武
両道を貫いた本学卒業生へインタビューしました。インタ
ビューに答えてくださった厳原さんは、在学中の3年次に
本学の協定校であるスノーカレッジへ9ヶ月間留学されま
した。現在はアメリカの大学院（マーシャル大学大学院）で
スポーツマネジメントを研究されています。そんな厳原
さんの留学体験とは!??

小さい頃から海外への興味があり、高校も英語に特化した学校だったことが影響してますね。英語も勉強したかったの
で、長期留学のオプションがあるアメリカを選びました。
学部留学を選んだのは、語学学校を経るのではなく、直接学部留学したほうが短い留学期間が充実すると追大の職員さ
んにアドバイス頂いたことが一番大きいかな。学部留学はややレベルが高いのですが、できるだけのことをやってみようと
思い挑戦しました。

遠征ですね。試合に行くのに往復8時間とか普通にかかる
ので、大変でした。日曜日に教会へ礼拝に行くことが習慣と
なっているので、土日に試合が少なく、平日にも試合があった
のも大変でしたね。先生に事情を説明し、試験日の調整など
よくしていました。

学業と部活を両立するうえで
大変だったことなどありますか？

Q.05

ユタ州はモルモン教の影響が非常に強いです。モルモン教
はキリスト教系の新宗教でユタ州に本部があるのですが、戒
律が非常に厳格な点が特徴です。例えば言葉遣いだったり、
コーヒーのカフェインでさえよくないと信じられてるから、スー
パーにコーヒーが少なかったりとか。

日本にはない、アメリカ（ユタ州）ならでは
の宗教観などはありましたか？

Q.03

主体性と環境ですね。日本ではコーチなどから「こうしろ」と
言われることが多いけど､アメリカではもっと選手主体で自由な
感じでした。オン·オフしっかりしてましたね｡環境としては、練習
は天然芝でできたし､合宿費､ジャージやユニフォームの費用
を大学が支払ってくれたので、個人の負担が少なかったです。

追大でもサッカー部を経験されていますが、
日米の部活の大きな違いはありますか？

Q.06

間違いなく「きっちり」した人種ですね。何かプロジェクトでグ
ループワークをやる際など、日本人がグループにいること（日
本人のきっちりさ）が非常に重宝されました。一方で、よくも悪
くも日本人は真面目すぎるので、アメリカ人のように仕事より家
庭を大事にしてもいいんじゃないかなとも思いますね。

アメリカ人から見た日本人はどのように
映っていると思いますか？

Q.04

留学もそうですが、何かをやりたいと思ったら、まずは挑戦し
てみたほうがいいと思います。留学は親元を離れ、自分の知ら
ない地・文化・言語の中で生きていきながら自立性を養ういい
機会です。追大には留学プログラムが充実しているので、まず
は国際交流教育課の方に相談してみてはいかがでしょうか？

留学など新たなことに挑戦することへ不安
を抱える学生にメッセージを頂けますか？

Q.07

SIMフリー携帯1
日本で契約したSIMは海外で使用できないので、
SIMフリーにすれば海外でも対応できます！

サコッシュ2
持っていると便利！以外と盲点になりますが、ちょっと出
かける際など必須のアイテムです。海外ではスリが多いの
で、持参する際は要注意！！

粉末めんつゆ3
麺類だけでなく何かと多目的に活用できる万能品！
ボトルだと場所をとってしまうので、粉末がお勧めです！

留学で役立った日用品 BEST 3

Rupa sensei2
映画のワンシーンを元にフレーズなど
の解説をしてくれるので飽きずに勉
強できます！

Kevin’s English Room1
カタカナ英語と本来の英語の発音の違
いなどを教えてくれるため、発音などの
練習に最適です！

おススメの勉強法はなんといってもYouTube！
動画で楽しく勉強できます。以下おススメのYouTubeチャンネルです！

Doctor D3
前者2つよりも、ネイティブ・スピー
カーによる正しい言い回しなどを教え
てくれるため、フォーマルな英語を勉
強したい方におススメです！

おススメ勉強法 BEST 3
留学した先輩たちに聞いた BEST 3

※正規課程留学

留学前は、親元を離れ、日本語以外の言葉を喋る国に一人で行くこと
が本当に心細かったです。留学後は、一人でやりきったという達成感と、
英語を話せるようになったことが自信に繋がりましたし、家族の大切さを
痛感しました。留学してよかったと思います。

留学をする前と後で、留学へのイメージは
どのように変わりましたか？

Q.02

国際教養学部国際教養学科 
2017年度 卒業
在学中の3年次に本学の協定校である
スノーカレッジへ9ヶ月間交換留学。
本学卒業後はアメリカの大学院へ進学
（マーシャル大学大学院）。

厳原 愛恵 さん
イズハラ マナエ

粉末

スノーカレッジ（ユタ州）



派遣交換留学
派遣交換留学とは、追手門学院大学の協定大学に、本学の代表として4～9ヶ月間留学する
制度です。同制度には、大きく「正規課程留学」と「語学学校留学」の2種類があり、
その違いは以下となります。（例：アメリカに留学した場合）

正規課程留学を目指したいあなたにはこれがおススメ！！

現地の大学※で正規課程の授業を受講するために必要な英語力
（IELTS™ 5.5～6.0[TOEIC®600～750程度]）取得を目指す講座です！ 

詳細はコチラから
ご確認ください!!

▼

※留学先で英語を使用する大学

認定留学
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。

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）

・留学先大学の学費が免除される※1

（本学の授業料は支払う）
・派遣交換留学生用の奨学金制度がある

・留学当該学期にかかる本学の授業料相当の奨学金が
 支給される（留学先大学の授業料は支払う）
・留学先は正規課程のみ

◎休学せずに留学できる　◎留学生専用科目の単位が取得できる※2共 通

派遣交換留学への応募を目指す学生(TOEIC®400程度推奨)､又は既に派遣交換留学に合格し､正規課程を目指す学生対 象

短期海外セミナー

夏休み・春休み期間中に実施する短期留学プログラムです。
語学力向上や問題解決型プログラムなど、様々な学生のニーズに合ったプログラムを提供しています。
参加には語学要件などのない誰でも参加できるプログラムもありますので、
気軽に参加し自分のステップアップに繋げましょう！

長期留学は、①「派遣交換留学」、②「認定留学」、③「休学留学」の
3種類に分けられ、ここでは本学が展開する①と②を紹介します。
違いを明確にしたうえで留学先を選定しましょう！

タイ国際協力プログラムとは、タイ東北地方の中心都市コンケーンの発展支援を目的に、
同市へのインバウンド増加に繋がるよう観光誘致案を企画するプログラムです。

（コロナ禍の影響で催行できない場合、オンラインでの代替イベントを実施予定です）

学生のアイディアで地域の課題を解決

活動例（2019年度）

事前研修
現地での活動に向けてみっちり準備！

現地研修
現地での体験をもとに
観光プラン作成！

大学祭 成果発表会

大学祭や成果発表会など、本研修の目的
に即した発展活動に取り組んでいます！

長期留学プログラム 短期留学プログラム

派遣交換留学と認定留学の違い

学部留学準備コース

派遣交換留学 認定留学

「行っただけ」で終わらない、継続的な活動

Point 詳細はコチラから
ご確認ください!!

▼

正規課程の授業を履修できるレベルの語学力
を身に付けることが目的となっており、基本的に
英語を母語としない国々の学生が在籍します｡
現地学生との接点を持つことが難しくなります。

Point

授業外
（例：昼食時）

授 業

語学学校留学

基本的に授業は現地の学生と一緒に受講しま
す。授業外のグループワークを含むものもあり、
クラスメートと一緒に取り組むので、親交を深め
るきっかけになります。

Point

授業外
（例：グループワーク）

授 業

正規課程留学

短期海外プログラム
詳細はコチラから
ご確認ください！！

何事に対しても恐れず取り組めるようになりまし
た。以前は何かにチャレンジすることがとても苦手
でしたが、様々な経験が次の糧になると気づき、何
に対しても恐れずに取り組めるようになりました。

心理学部心理学科4年
平野　葵 さん

同プログラムに参加して、自分自身
に大きな変化はありましたか？

「国境を越えたチーム」として共に学べる点
が最大の魅力です。プログラム終了後も交流
は続き、お互いの国を行き来する仲になって
います！！

コンケーン大学経営学部
卒業生　レイ さん

同プログラムに3年連続で参加されまし
たが、プログラムの魅力は何ですか？

Point

6月 7月 8月 9月 10月 11月

タイ国際協力プログラム
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※1 ： 一部語学学校は対象外　※2 ： 派遣交換留学は最大22単位、認定留学は最大18単位


