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大阪学院大学外国語学部では… 
豊かな人間性と幅広い教養を兼ね備えた語学のエキ

スパートとなりうる人材を育成します。本学部で学

び、進むべき道を見つけ、夢に向かってこれから社

会に羽ばたく先輩の皆さんを紹介します。 

 

❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄ 

 

大学生活を 

有意義な時間にするために 

 

杉浦 健太朗さん（2019 年 3 月外国語学部英語学

科卒業。1 年次、2 年次、4 年次に Buddy Program
に参加。2016 年春休みにカナダ海外研修に参

加。2017 年 2 月から CQ 大学（オーストラリ

ア）に、さらに同年 8 月からフォンティス応用

科学大学（オランダ）に留学。2019 年 4 月 ANA
関西空港株式会社に入社予定。） 

 
こんにちは。2019 年 3 月に外国語学部を卒業

する杉浦健太朗です。私は大阪学院大学高等学

校の普通科出身です。今は英語が大好きですが、

実は大学に入学する前までは英語が大の苦手

でした。アルバイト先で外国人のお客様と出会

い、そこから英語を話したいという夢を見つけ

た私は大阪学院大学外国語学部に入学しまし

た。その後、国際交流プログラムや海外研修や

交換留学を経験し、4 年間の大学での学びが自 

 

 

分を大きく成長させ

てくれました。その結

果、幼いころからの夢

を叶えることができ

たのです。 

 

 

 

― 充実した大学生活を送るために ― 
皆さんは大学とはどのような場所だと考えて

いますか。大阪学院大学で 4 年間を過ごした私

にとって、大学とは「自分を大きく成長させ、

夢を叶えさせてくれた場所」でした。4 年間と

いう限られた時間しかない大学生活を有意義

な時間にするには、明確な夢や目標を持ち、そ

こを目指し挑戦し続ける事が重要だと私は思

います。その強い思いは困難や壁に直面しても

乗り越える原動力となるはずです。皆さんが 4

年間を充実した時間にしたいと考えているな

ら、まず自分のやりたい事やなりたい自分像を

明確にする事から始めてください。そして自分

自身をよく知りましょう。自分はどのような人

間なのか、苦手な事や得意な事を自分自身がよ

く知るという事が夢に近づくための重要なポ

イントです。大学は幅広い分野の学びの場を提

供してくれます。１つの事を極めるも良し、ま

た色々な知識を身に付けるも良し。自分の人生

設計と言うと少し大げさな気もしますが、大学

とは好きなことを好きなだけ学ぶことができ

る場所であり、夢を叶える為の道を大きく切り

開く事ができるところです。 

 
― 就職活動に繋がる 

大学での経験と施設の活用 ― 
私は今春から ANA グループの一員として関

西国際空港で社会人生活をスタートさせます。
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グランドスタッフとして、地上から航空機の運

航を支える仕事をします。私がこの業界を選ん

だ理由は、幼いころから飛行機が好きで、航空

業界で働きたいという夢があったこと、そして

大学で培った語学力や国際交流プログラム、留

学での経験を活かし、世界と日本を繋ぐ玄関口

となる国際空港で活躍したいと考えたからで

す。 

幼いころからの

夢が実現しつつあ

る今、振り返ってみ

ると、自分にとって

「+α」になるもの

を 4 年間でたくさ

ん経験する事ができたと思います。大学の講義

はもちろんですが、自ら参加したBuddy Program

（海外からの留学生を生活面でサポートする

プログラム）を始めとする国際交流プログラム

や I-Chat Lounge（英語のネイティブスピーカー

のスタッフが運営する多文化交流スペース）の

利用、オーストラリアとオランダの 2 か国への

交換留学など、英語を中心に何事にも挑戦し、

目標に向かって努力し進み続けた結果が夢を

叶えたのだと思います。 

 

 

また、大学には様々な経験を持つ教職員の

方々がいます。就職活動の際に利用したキャリ

アセンターでは、私の目指していたエアライン

業界で働いていた経験のある方と出会うこと

ができました。面接練習や面談、ES のチェック

などを何度も行っていただいたことで、面接で

は緊張する事もなく自信を持って話す事がで

きました。就職活動に必要な語学能力試験もエ

クステンションセンターの講座や対策講義等

を活用したことで、夢を実現するための大きな

助けになりました。 

大学にある施設は全ての学生が利用できます。

それらの施設を有効に活用すれば、夢に大きく

近づけるはずです。まだ利用したことがない施

設に行ってみるには少し勇気がいる人もいる

かもしれません。ですが、なりたい自分になれ

る場所であるとすればどうでしょう。困ったと

きにはたくさんの人がサポートしてくれます。

まずは一歩を踏み出してみませんか。 

 

― 最後に ― 
私が大阪学院大学で過ごした 4 年間は、今ま

での人生で一番充実した時間でした。数えきれ

ないほどの新しい経験をし、自分を大きく成長

させる事ができました。もちろん失敗する事も

何度もありましたが、その度に周りの友人達や

大学でお世話になった教職員の方々に支えら

れてここまで来ることができました。表現する

言葉が見つからない程に充実した時間であり、

飛ぶように過ぎた最高の 4 年間でした。 

新しい事を始めるのに、失敗は必ず付いてく

るものです。しかし失敗を恐れていては何も始

まりません。「あの時やっていれば…」という

後悔はいつか巨大に膨れ上がり、自分を押し潰

してしまいます。過ぎた時間は取り戻す事など

できず、どうする事もできません。もしあなた

が「今しかできない事」を見つけたら、全力で

挑戦してみてください。成功か失敗かなんて終

わるまでは誰にも分からないものです。やらな

Buddy Program の留学生と日本人学生で 
「だんじり」に参加 

Buddy Program のバディと 
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かった後悔をするくらいなら、あとで笑い話に

できるやった後悔の方が良いのではないでし

ょうか。どんな結果であれ、その貴重な体験は

間違いなく次への一歩に繋がり、自分だけの経

験として積み重ねられていきます。限られた時

間を大切にし、大学生活を全力で楽しみ、挑戦

し続けてください。 

これを読んで下さったあなたの大阪学院大学

で過ごす時間が、有意義なものになりますよう

に。 

 

 
（スギウラ ケンタロウ） 

 
 

❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄ 

 

とにかく色んな事にチャレンジ 
 
矢野 さりかさん（2019 年 3 月外国語学部英語学

科卒業。1 年次に英語で英語を学ぶ LEI プログ

ラムを履修。CET ルームシェア プログラムや

Buddy Program に参加。2017 年 8 月から 1 年間

フォンティス応用科学大学（オランダ）に留学。

2019 年 4 月、全日本空輸株式会社（ANA）に

入社予定。） 
 

 こんにちは。2019 年 3 月に大阪学院大学外国

語学部英語学科を卒業する矢野さりかです。私

の大学生活は、4 年間で国際交流に参加し、交

換留学に派遣される事を目標にスタートしま

した。 

 1年次にLEIプロ

グラムを履修し、英

語で英語を学ぶコ

ースで英語力向上

に努めました。グル

ープワークやプレ

ゼンテーションが

多く、高校生まで自ら発言することが苦手だっ

た私でしたが、LEI のお陰で人前で話すことが

苦手ではなくなり、今では人前で話すことが好

きになるまでになりました。 

同時期に、留学生と生活を共にする CET ルー

ムシェアプログラムや、留学生の生活や日本語

学習をサポートする Buddy Program といった国

際交流プログラムにも参加しました。国際交流

プログラムに参加していく中で私が感じたこ

とは、日本人は日本の事を知っているようで全

く知らないということです。一方、日本に留学

しに来る人たちは、日本についての知識をいっ

ぱい頭に入れて来日します。彼らは日本につい

て私も知らないことをよく知っていて、逆に私

が彼らから日本の文化を学ぶことがあり、勉強

になりました。このプログラムで出会った留学

生とは今でも Facebook や Instagram で繋がって

います。この

4 年間で自分

が思ってい

た以上に世

界中に友達

が出来まし

た。 

 私は 3 年次の後期からオランダのフォンティ

ス応用科学大学に約 1 年間、交換留学に行って

いました。そこで英語でのコミュニケーション

に大きな壁を感じました。他国から来た留学生

LEI ディレクター（当時）の

ミンナ先生と 

Buddy Program の留学生たちと 
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は日本人と比べて比較的流暢な英語を話すの

で話が盛り上がるのですが、私は英語熟達レベ

ルが低かった為なかなか話の輪に入ることが

できませんでした。そこで、親交のあった香港

人や台湾人の友達とコミュニケーションを取

るようにし、スピーキング力を伸ばしました。

下手くそな私の英語を忍耐強く理解しようと

努めてくれ、また単語などもいろいろ教えてく

れました。オランダでの生活は特に不自由なく

過ごせたと思います。暮らしていくなかで、ヨ

ーロッパの中でもオランダは治安の良い方だ

と私は感じました。 

 

 

 

 留学中に日本では就職活動が始まっていた

ので、WEB エントリーが可能な企業にはエント

リーして、オランダから ES を提出し、書類選

考が通過した企業には留学中であることをメ

ールで連絡するという形で就職活動をしてい

ました。留学前の 2 年生の夏と 3 年生の夏にイ

ンターンシップに参加したり、先輩に混じって

就職合宿に特別に参加させていただいたりと

事前準備をしていたので、就職活動が始まって

から焦ることはなかったです。しかし、グルー

プ面接を実施する企業が多く、留学中だと伝え

ると断られる場合が殆どでしたが、待ってくだ

さった企業もありました。4 年次の 6 月に帰国

し、実際に就職活動として動き始めたのは 7 月

に入ってからでしたが、志望企業を絞り込んで

いたので、ご縁もあり 1 ヶ月ぐらいで就職活動

は終了しました。留学先での就職活動と勉強と

の両立は、とても大変でしたが事前準備をして

いたお陰で、慌てず焦らずに就職活動が出来た

のだと思います。 

 大阪学院大学で出会った先輩方・同学年の友

達・後輩達が居なければ、おそらく今の私は存

在しなかったと思います。4 月から社会人にな

りますが、この 4 年間で身に付けたモノを活か

していきたいと考えています。 

（ヤノ サリカ） 

 

 

❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄ 

 

海を越えた景色 
 

岩田 剛さん（2019 年 3 月外国語学部英語学科卒

業。2016 年 10 月からトリア大学（ドイツ）に

1 年間留学。2019 年 4 月株式会社エス・ティー・

ワールドに入社予定。） 

 

こんにちは、2019 年 3 月外国語学部英語学科

卒業の岩田剛です。私は大阪学院大学高等学校

の卒業生で、高校・大学と 7 年間大阪学院にお

世話になりました。高校時代は毎日サッカーに

励んでいたので、大学生活ではいろいろな国を

訪れて違う世界を見たいという思いで外国語

学部に入学しました。 

私は 4 月から株式会社エス・ティー・ワール

ドという旅行会社で働きます。この会社に決め

た理由は海外旅行を専門としているため、私が

海外で得た経験、知識を活かせると思ったから

です。他の旅行会社にはない活動、取り組みに

も魅了されました。 

大阪学院大学で過ごした時間のほとんどは、

オランダでの Cambridge English のクラス 
（本人前列左） 



ニューズレター第 13 号                                                                              2019 年 3 月 20 日発行 

5 
 

外国へ行くための勉強と準備、そして実際の海

外滞在に費やしました。私は大学に入学にする

まで 1 度も外国へ行ったことがなかったので、

外国に行くことに対して大きな憧れがありま

した。そして、2 年次生の時に初海外となるド

イツ（トリア

大学）へ留学

しました。留

学生活では、

ただ留学先

の大学の授

業を受けて、

国際交流を

するだけの普通の留学では自分はあまり成長

できないし何より面白くないと思いました。せ

っかく外国に来たのでそこでしかできないこ

とをするというテーマで留学しました。高校生

までサッカーをしていたのでサッカー大国ド

イツでプレーをしたいと思い、地元のクラブチ

ームに所属しました。 

地元チームに所属することは容易ではなかっ

たですが、知り合いの力を借り所属することが

できました。私のチームには天然芝、人工芝の

グランドのほかクラブハウスやレストランも

あり、その恵まれた設備や施設に驚くとともに、

さすがサッカー大国だなと圧倒されました。サ

ッカーを通して学ぶことは多くあり、コミュニ

ケーション能力、自己主張、行動力など身をも

って感じることができました。チームメイト達

と意思疎通をはかるためサッカー用語なども

覚え、自ら行動したことで成長できたと思いま

す。初めは慣れない環境、充分ではない語学力

のせいで苦労をしましたが本当にいい経験を

することができました。 

サッカーがないオフシーズンの時はドイツ周

辺の国々を旅行しました。その中でも特に印象

に残っているのはルクセンブルクへの自転車

旅です。国境越えの山中で、地図代わりにして

いた携帯電話が凍結し使用できないというア

クシデントが起こりました。一人ということも

あって最初は途方に暮れました。このまま何も

なく家へ帰っても面白くなかったので、人を見

つけては道を尋ねるということを繰り返しな

がら、最終的には目的地に到達出来ました。そ

こに住む人々の

温かさが自分の

心に残る、生涯忘

れられない旅に

なりました。 

日本帰国後、私は大学最後の夏休みに、学生

時代にしかできない何か無謀なことをしたい

と思い、3 ヶ月かけてユーラシア大陸を横断し

ました。この旅をしようと思ったきっかけです

が、それは「好奇心」の一言です。海外には心

惹かれる魅力があります。日本では体験するこ

とができない異文化、新しい発見、世界観など

ワクワクするものがあります。そしてそれらを

自分の肌で感じ、価値観を広げたいと思いまし

た。今回の旅で私は 24 カ国 40 都市を訪れまし

た。訪れた国の中には、フランスやイタリアな

どヨーロッパ王道の国もあれば、モルドバ、コ

ソボなど比較的日本では馴染みの薄い国々も

たくさんありました。 

ヨーロッパといえば中世の綺麗な街並みや歴

史的建造物、広大な自然など華やかなイメージ

本人後列中央 
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があると思います。しかし私が今回メインで訪

れた東ヨーロッパの国々は発展途上の国が多

く、経済はあまり安定していませんでした。例

えばウクライナでは物価は日本と比べると 3 分

の 1 程度で、旅行者にとってはとても生活がし

やすかったです。その物価の安さの裏には内戦

や隣接するロシアとの問題がありました。また、

バルカン半島のマケドニアでは 3 歳位ぐらいの

子供が物乞いをするのが普通でしたし、ボスニ

ア・ヘルツェゴビナではビルなどに多くの弾痕

が残っていて、内戦の爪痕を目の当たりにしま

した。 

私は東ヨーロッパの現実を見たことでわかっ

たことが一つあります。それは「貧しい国」＝

「治安が悪い」ではないということです。東ヨ

ーロッパは貧しい国が多いと知ってから、初め

は治安が良くないと思っていました。でも観光

業に力を入れている国もあれば、日本企業が進

出しようとしている国などもありました。何よ

り私自身が夜一人で歩いていても命の危険を

感じることなく観光を楽しむことができまし

た。普通の旅行で

は絶対に行くこ

とのない国を訪

れてこのような

発見をすること

ができて本当

に良かったで

す。 

私は大学生活で英語、ドイツ語の勉強をし、

結果として完全に習得することができたかと

いうと胸を張って答えることができません。し

かし、英語、ドイツ語を通して多くの人々に出

会い、素晴らしい経験をすることができました。

留学では語学を習得することがゴールではな

く、常に自ら行動を起こすことが大切だと感じ

ました。人との出会い、経験は必ず自分の財産

になります。これからも新しいことに挑戦し、

楽しんでいきたいと思います。 

（イワタ ゴウ） 

 

 

 

 

 

 

❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄ 

編集後記 
 アメリカの旅行専門誌 Conde Nast Traveler 誌が、 

読者による「世界で最も魅力的な大都市」の投票結

果を発表し、第 1 位に東京、第 2 位に京都がランク

インしたそうです（アメリカ人による投票なのでア

メリカの都市は対象外とのこと）。東京は 3 年連続の

1 位、京都は前年の 3 位からのランクアップとのこ

と。そして、嬉しいことに大阪が初めて 12 位に入り

ました。超近代的大都市の東京、伝統文化の京都、

そして庶民感覚あふれる食文化の大阪というところ

でしょうか。今後も益々日本を訪れる外国人旅行者

の増加が予想されます。 

 今号に投稿してくれた 3 名は今春から航空業界や

旅行業界で働きます。日本を訪れる海外からのイン

バウンド旅行者のアテンド業務にあたる機会も多々

あることでしょう。留学の経験を活かし、温かいお

もてなしの心でお迎えし、日本の良さをしっかりと

伝えてくれるものと期待しています。    Y.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーラシア大陸最西端のロカ岬 

http://www.osaka-gu.ac.jp/dhp/gaikokugo_gakubu/

