
ニューズレター第 17 号                                                                              2023 年 3 月 20 日発行 

1 
 

フィリピン英語研修 修了式 
 

                                                            
 
 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄ 

 

種から実になるまで 
 

宇根 基さん（2023 年 3 月外国語学部英語学科卒

業。1 年次フィリピン英語研修にオンサイト参

加、3 年次ノルマンディービジネススクール

（フランス）にオンライン留学。2023 年 4 月

より株式会社 上組（東証プライム上場）入社

予定。） 
 
■ はじめに 
  
 今、自分の学生生活を振り返ってみると、大阪

学院大学から自分を変える為の沢山の「種」を蒔

いて貰ったのだと感じています。せっかく蒔いて

もらった「種」を私がどのように活かしていった

のかお話しします。 

 

■ LEI 
 
 私にとって最初の変化の「種」は、*LEI 英語プ

ログラム（以下 LEI）です。LEI は、外国語学部

と国際学部の学生の中から筆記試験と面接で選抜

された学生によって編成されるクラスです。全授

業が英語で進められるプログラムで、先生が外国

人ということもあり、毎日英語に触れることがで

き、自分の英語力を高める為には恵まれた環境で

した。英語でのプレゼンテーションやディスカッ

ションといった新たなスキルを身につけることが

できました。 

 本格的な留学前に、LEI で身につけた自分の英

語スキルがどれくらい海外で通用するのかを試し

てみるために、夏休みの期間中、1 年生向けの 2

週間のフィリピンでの語学研修に参加しました。

日本にいる間は当然のことながら、授業中は英語、

授業外は日本語とい

うように 2 つの言語

を使い分けていまし

たが、フィリピンで

は日本人の友人と話

す時以外は生活のす

べてが英語で、言い

たいことがスラスラ

と出てこないことも

ありました。 

 

 フィリピンから帰国後も努力を続け、アメリカ

への交換留学を目標に、TOEIC や TOEFL の資格

試験を受験し、2 年次の 2020 年秋から半年間のア

メリカ留学のチャンスを掴むことができました。 

 ところが、2020 年春から始まったコロナウイル

ス感染拡大によって海外渡航ができなくなり、私

の夢であったアメリカ留学は潰えてしまったので

した。 

 

■ オンライン留学と 

     オンライン海外インターンシップ 
 
 当時の私は、コロナの感染拡大によって予定し

ていたアメリカ留学がなくなっただけではなく、
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入学前から想像していた楽しい学生生活を謳歌す

ることすらできずに大学を終えることになってし

まうのではないかと不安に思っていました。留学

することを目標にモチベーションを上げて英語学

習を頑張っていた私にとって、留学ができなくな

ったことで何のためにこの大学に来たのかと悩み、

次第に英語の勉強への意識が下がっていきました。 

 そんな制限下の中、3 年次になったタイミング

で、国際センターの方から、留学の代替案として

オンラインでの海外インターンシップを紹介して

いただきました。私は、カンボジアの日系商社で

野菜の販売の促進を行い、SNS を通してスーパー

やお客様に情報を届けるという仕事にかかわりま

した。それまで SNS の投稿で読み手の必要として

いる情報の質や量、読み易さ等まで考えて発信を

することはまずなかったのですが、インターンシ

ップでは、相手に必要な情報を簡潔に届けなけれ

ばならず、情報の取捨選択を難しく感じました。 

 また、インターンシップと同じタイミングで、

フランスのビジネススクールへのオンライン留学

もしました。当初は、アメリカ留学、英語圏での

留学がしたいと思っていたので、参加をするか悩

みました。しかし、せっかくいただいたチャンス

なので挑戦することにしました。8 時間の時差が

あったこともあり、午前中は大阪学院大学での授

業を受けて、夕方 16 時から夜中の 1 時までフラン

スの大学の授業を受けるという生活が 3 ヶ月続き

ました。大阪学院大学でビジネスの授業を受けた

ことがなかったので、最初は授業についていくの

に必死でした。このままでは何もできずに留学が

終わってしまうと考え、日本語と英語で書かれた

ビジネスの参考書を書店で購入し、勉強しながら

授業に参加しました。 

 せっかくのフランス留学ということもあり、記

念に初心者向けのフランス語の授業も受講しまし

た。担当の先生が英語をあまり喋れるわけではな

かったので、初日は理解ができずに終わってしま

いましたが、次の日からは、書店で購入した参考

書を見ながら予習をし、先生に当てられても答え

られるように準備をして臨みました。継続して予

習復習を続けたことで、章末ごとに行われる筆記

と会話のテストで、クラスで 1 番の成績を取るこ

とができました。そして、これらの経験がその後

の私の就職活動に大きな影響を与えてくれました。 

 

■ 就職活動 
 
 就職活動に関してはキャリアセンターの職員の

方々をはじめ、多くの方に助けて頂きました。3

年次の 5 月にあった LEI の学生向けのガイダンス

をきっかけに就活を本格的にスタートさせました。 

 就活開始当初は、父への憧れから海外勤務ので

きるメーカーを志望していましたが、いざメーカ

ーのインターンシップに参加してみると、自身が

モノづくりをしたいわけではないということがわ

かりました。さらに、オンライン留学やインター

ンシップの経験を通して、日本と海外の架け橋的

存在になりたいという就活の「根茎」とも言うべ

き軸が自分の中にできていることにも気づきまし

た。そこで、語学の活用という条件はそのまま保

ちつつ、メーカーに限定せずに業界の幅を広げ、

学内の業界セミナーで物流業界の株式会社 上組

に出会いました。 

 島国である日本の輸出入の多くは海上輸送に頼

っており、私たちの「衣食住」は全て物流が関係

しています。それが届かなければ、人々の健康や

財産を守ることができません。物流は日本だけの

視点では成り立ちません。他国の視点も持ち合わ

せていなければいけません。日本での当たり前が

海外では通用しないなどトラブルもあると思いま

す。今後のグローバル化に、私が物心ついた時か 

ら持ち合わせている海外と比較する視点で日本の

物流のサービス力や安心感を届けられたらなと思

っています。 
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岸辺祭（大学祭）で 
千本引きゲームの模擬店を運営 

 

内定獲得後はキャリアチューターとして 
後輩の就活をサポート 

 

■ 就職活動終了後 
 
 就職活動が 3 年次のうちに終わり、4 年次に

なってからは LEI の歓迎会の幹部や、後輩の就

活をサポートするキャリアチューターの活動、

大学祭の模擬店のスタッフを務めたりと、コロ

ナ禍でできなかったことに挑戦することにし

ました。元来ここまで積極的な性格ではありま

せんでしたが、挑戦することで自信が育まれ、

責任感を持って大学生らしいことができるよ

うになったのだと思います。4 年間のたゆまぬ

努力の「結実」を実感しています。 

 

 

 

■ 最後に 
 
 授業に全力で真剣に取り組む姿勢を認めて

いただき大学広報の取材を複数回受け、公式ホ

ームページや受験生向けの雑誌、YouTube にも

掲載されました。キャリアセンターからも声を

かけて頂き、キャリアチューターとして後輩の

就活のサポートもしました。大阪学院大学での

私の経験をいろいろな形でお話しすることで、

微力ながら後輩の皆さんのお役に立てていた

だけるなら幸いです。当初想像していた学生生

活とは違うものになってしまいましたが大変

満足しています。皆さんにも悔いのない学生生

活を送って欲しいと思っています。 

 

 

 

（ウネ モトイ） 

 *LEI 英語プログラム：  

  語学教育研究所（Language Education Institute: 

LEI）が運営する少人数制による国際人育成集中

プログラム 

 

 

❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄ 

 

夢に向かって走り続けた大学生活 

 

楠瀬 真央さん（2023 年 3 月外国語学部英語学科

卒業。在学中、教員採用試験（高知県中学校英

語科）に合格。2023 年 4 月より高知県下の中

学校で教諭として勤務予定。） 
 
 私は 2023 年 4 月から地元高知県の中学校で

英語科教諭として教壇に立ちます。中学 2 年生

の時からずっと教師という仕事に憧れていま

したので、教員採用試験で合格をいただいて以

来、人として、教師として憧れている恩師に近

づくためのスタートラインに立つことができ、

とても嬉しく感じています。一方で、教師とい

う仕事は、子どもの未来に良くも悪くも大きく

影響を与える仕事であると身をもって感じて

おり、その分今まで背負ったことのない責任を
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模擬授業 
 

感じると共に、大きな不安もあります。 

 

■ 恩師との出会い — そこから教員を目指す 
 
 私は中学生の時、人間関係に悩みやすく、親

や先生に対して強い口調でかかわることが多

くありました。中学 2 年生の時には、人間関係

がうまくいかず、不登校になったこともありま

す。勉強が苦手だった私は、もう一度学校に行

くことへの不安に加えて、勉強面でのストレス

も感じていました。そんな時にいつも私の味方

をしてくれて寄り添い、不安を和らげてくださ

ったのが私の恩師の先生です。人を傷つけ、時

には偉そうな言葉を発する当時の私に、真摯に

向き合ってくれた大人はその先生のみでした。

「また学校に行こう!」と思うことができたのは、

その先生がいたからでした。 

 その先生は、私が学校に行けるようになって

からも、不安はないのか、勉強は大丈夫かなど

いつも気にかけてくださいました。そんな先生

と関わっていくうちに、「こんな大人になりた

い！」と強く思うようになっていました。そし

て、将来、自分のように思い悩みやすい子ども

のために気遣い寄り添える教師になりたいと

思うようになりました。 

 私は小学生の頃からずっとバレーボールを

していました。高校では、全国大会に出場する

ほどの強豪校でバレーボールを続けました。そ

の頃の私はスポーツ一筋で、夢であった教員に

なることを忘れ、勉強にも特に力を入れていま

せんでした。成績はクラスの下から数えてすぐ

に見つかるほど悪かったです。 

 それでも教師になりたいという気持ちが完

全に消えたわけではなく、大学を決める際にあ

ることを決心しました。「大学 4 年間でしっか

りと勉強をして、必ず教師になる」ということ

です。 

  

大学 1 年次の時から、とにかく成績と学力定

着に力を入れ、分からないことがあれば必ず先

生に質問したり、友達に聞いたりしました。お

かげで成績表には S の文字しかありませんでし

た。そして、2 年次から教職課程を履修しまし

た。教職教科と卒業するための教科の履修が多

すぎて、授業のない空いている時間は週 2 コマ

ほどでした。課題も厳しく、本当にしんどかっ

たのを覚えています。また、成績も A や B を取

るようにもなってしまいました。仲良しだった

友人たちが帰って遊んでいる中で、私は授業が

あったり、多くの課題があったりしたことが続

き、何度も教職課程を辞めたくなりました。そ

れでも頑張ることができたのは、一緒に教員を

目指した友人の存在でした。 

 

■ OGU は挑戦、活躍、成長ができる場所 
 
 はじめにも述べましたが、私は絶対に教師に

なるという目標を持って大阪学院大学に入学

しました。そして、その目標を達成するために、

大学生活の中でたくさんの挑戦をしてきまし

た。とりわけ、英語力を向上させること、使え

る英語を身につけることを目指してさまざま

な努力を重ねてきました。 

 まずは、1 年次から空きコマがあれば必ず

*I-Chat Lounge に足を運び毎日ネイティブの先

生と会話をしました。I-Chat Lounge では、ハロ 
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オーストラリアでホスト 
ファミリーにお好み焼きを振舞う 

I-Chat Lounge でのハロウィーン 
本人右端 

 
 

シェアハウスでの日本食パーティ 
本人左列、前から 2 番目 

 
 

ウィーンや

紅葉、クリス

マスなど、行

事がある度

にネイティ

ブのスタッ

フが楽しい

イベントを

開催してく

れて、英語力

やコミュニケーション能力を向上させること

ができただけでなく、多くの海外からの留学生

や学部を越えた日本人学生と友達になること

ができました。 

 また、1 年次の春

休みに大学の短期

海外研修でオース

トラリアに 3 週間

行きました。月曜日

から金曜日まで、み

っちりとオースト

ラリアの大学で勉

強ができ、日本では

なかなか学べない

形で英語を学ぶことができました。 

 さらに、海外から大阪学院大学に来ている留

学生たちと積極的に関わり、留学生が住むシェ

アハウスに週末何人かで集まり、日本食を一緒

に作って食べるなど、異文化交流をたくさんし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 大阪学院大学はキャンパスが１つなので、い

ろいろな学部の学生同士が関わることができ

たり、留学生と簡単に会うことができるという

ところも私は大好きです！！  後輩の皆さん

にもこの大学の良さを存分に活用して、夢を叶

えるチャンスを掴みに行ってほしいです！！ 

 

■ 最後に 
 
 夢を叶えるため、目標を達成するために、こ

んなに挑戦できたのは大阪学院大学だったか

らだと思います。恵まれた環境のなかで大学生

活を送ることができ、大阪学院大学で学んで本

当に良かったと心から思っています。 

 教員採用試験の勉強をしているときも、友人、

現職の教員の方々、大学や講座の先生方に沢山

支えていただきました。一人きりで勉強してい

たら、絶対に諦めて辞めてしまっていたと思い

ます。自分の周りにいる人々、支えてくれてい

る人々、勉強を教えてくれる先生方、悩みを聞

いてくれる大人や友人の存在の大きさにもっ

と早く気づくべきだった、もっと感謝を伝える

べきだったと今思います。これを読んでくださ

っている高校生や後輩の大学生の皆さんは、感
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謝できる人、私のようにこの人たちのおかげで

今の自分がいる、頑張れると思う人はいます

か？ 一度、周りを見て、大切にすべき人の存

在をしっかりと認識してほしいと思います。そ

して、その人たちにあなたは何ができています

か？ 感謝を伝えられていますか？当たり前だ

と思っていませんか？ 

 私が皆さんに伝えたいのは、ただただ自分の

周りの人に感謝し、大切にしてほしいというこ

とです。そして、仲間をたくさん作って欲しい

です。夢を持つということはとても素敵なこと

だと思います。それに向かって頑張ればどんな

結果になろうと、必ず自分の力になるし、成長

できます。夢を叶えることはさらに難しく、大

変なことばかりです。挫折することもたくさん

あります。そんな時に自分の周りにいてくれる

人、頼れる人がいたら必ず救われます。一緒に

頑張れる人がいたら、しんどくても、また頑張

ろう！と思えます。ですので、自分の周りの人

を大切にして、決して一人で頑張ることはしな

いでください。私も、この長々とした文章をこ

こまで読んでくださった皆さんの、夢や目標を

心から応援したいです。顔も名前もわからない

ですが、ここまで私の書いた文章を読んでくだ

さった皆さんの優しい心に感謝し、私はその分

皆さんを応援します。 

 夢や目標、希望を持って大学生活を楽しみ、

頑張ってください。時には遊んで息抜きもして

くださいね。応援しています。 

 結果がどうであれ、今頑張っているみなさん

の努力は必ず報われます。挑戦も、良い経験に

なり、力になります。大阪学院大学はたくさん

経験できる挑戦できる大学です。自ら動いて、

たくさんの挑戦をしていってください。 

（クスノセ マオ） 

*I-Chat Lounge：  

  英語ネイティブスタッフによる英会話スペース 

❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄ 

 

“不安”と“無知”を原動力に 
   
  

上田 瑚雪さん（2023 年 3 月外国語学部英語学科

卒業。2023 年 4 月より株式会社レンタルのニ

ッケン入社予定。） 
 
「大学に行きたくない。」 決して安くない学

費を親に払ってもらうというのにもかかわら

ず、入学式当日の私はこんなことを思っていま

した。「やりたいことは無いし、興味のあるも

のなんて何も無い。」そう思っていた私がなぜ、

4 年次になるまでに早々と就職先を決定するこ

ととなったのか。“私の”就職活動をお話しし

たいと思います。今、特にやりたい事も無く、

その事に少し焦っている、でもどうしていいか

分からない、そんな方に少しでもヒントを与え

ることができたら嬉しいです。 

 

私は春から「株式会社レンタルのニッケン」

で働くことが決定しています。就職活動を意識

し始めたのが 2 年次の 3 月。ちょうど、一年上

の先輩方が就職活動を本格始動する時期でし

た。その頃の私は就職先である会社のことは一

切知りませんでした。それだけでなく、世の中

にどういう企業があるのかも分からず、就職活

動がどういうものなのかも知りませんでした。
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それに加えて「やりたいことが無い」し、「ア

ピールできることも無い」。当時の私はとても

焦っていて、不安でした。就職活動とは自分が

やりたい事から就職先を決めるものであると

思っていました。それも一つの正解だとは思い

ますが、今思えば、正解というものは人それぞ

れで沢山あることも確かです。 

そんな私はまず、就職活動がどういうものな

のかを知るために動き始めました。一学年上の

先輩方が使っている就職ナビサイトに登録し

就活講座を受けてみたり、会社説明会に参加し

てみたり。しかし話を聞くだけではやりたい事

は見つからず、そうこうしているうちに夏のイ

ンターンシップの申し込みが始まる時期にな

りました。当時の私には自己 PR できる点など

わかりませんでしたし、インターンシップの参

加志望動機も書けませんでした。それでも自分

なりに小さな目標を書いてみて、キャリアセン

ターの個人面談で修正を繰り返し、何とかでき

あがりました。 

私が夏のインターンシップで意識したことは、

「とにかく沢山の企業を知ること」でした。質

よりも量をこなすことに徹して夏を過ごしま

した。当時は緊急事態宣言が発令中であったの

で、インターンシップや説明会は全てオンライ

ン。これを良いことに、夏だけで 60 社のイン

ターンシップや会社説明会に参加しました。自

分でも引くほどの数の企業を見ましたが、これ

だけ受けてもやりたい事は見つからなかった

のです。 

しかし実は、後に「ここで働きたい！」と決

める就職先にこの時出会っていたのです。身近

であるのに、身近であることを知る機会がない

会社であったので、インターンシップに参加し、

こんな会社があるのかと驚きました。そのまま

秋冬のインターンシップにも参加し、早期選考

に挑みました。面接を受けるのであればその会

社について事前に調べることが常識だと知っ

ていたのにもかかわらず、私はインターンシッ

プで得た知識しかないまま一次、二次面接を受

け、最終面接を突破し、晴れて内定。今思えば

本当に失礼な学生だったと自分でも思います。

しかし私が内定をいただき就職先として決定

したのはこの早期選考がきっかけでした。「分

からないのであれば分かるようになる」ことを

意識して選考を受けていました。一次面接で

「どのような業界でどのような企業であるの

かもう一度お伺いしたいです。」と正直に面接

官の方に尋ねたところ、知りたかったこと以上

のことを惜しみなく伝えてくださいました。二

次面接では最終面接に向けてこういうところ

を知っていた方が良いということまで教えて

頂き、会社についても、就活についてもとても

熱心に向き合ってくださる会社だなと強く感

じました。 

数社から内定をいただき、その都度、面接官

から内定となった理由をお聞きする中で、私は

今まで「人柄が良い」ということしか言われて

きませんでした。もちろん嬉しいことではある

のですが、抽象的な評価が多い中、私が就職を

決定した会社からは「ポテンシャルが高い」「当

社であれば他の職種でも活躍できるのではな

いか」と評価して頂きました。そこで初めて、

自分にできることと自分がやりたい事の両方

がこの会社には明確にあるのだと気付きまし

た。そして、就職活動を通して初めて、自分に

とっては「人」が就職先決定において重要であ

ることも知りました。まだまだ全面的な対面に

よる就職活動が難しい時世であることから社

風を知りづらい就職活動ではありましたが、イ

ンターンシップや選考を通して人柄はダイレ

クトに感じることができると感じました。 

「こういう人達と働きたい、こういう人達か

ら沢山学びたい、それを自己成長につなげてい
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きたい、吸収したことを発信していきたい」と

思い、株式会社レンタルのニッケンに就職を決

定しました。 

入社式を控えた今は、新たな不安もあります

が、新しいことへの挑戦にワクワクしています。

「学びたい人が沢山いる環境で学んだことを

次に繋げていく」「受け継がれてきたもの、学

んだことを自ら発信したい」それが入社を控え

た今の私の夢です。 

最後に、タイトルにもある通り私は、“不安”

と“無知”であることを原動力に就職活動を行

いました。私がデメリットだと感じていた“不

安”と、何も知らない分からない興味もない“無

知”であることがいつしか自分の武器となりま

した。不安であるならば動く。“分からない”“知

らない”で済ませるのではなく、“知る”とい

うことから始めてみる。自分らしさや、やりた

い事を見つけるのは簡単ではないからこそ“知

る”ことから始めてみると良いかもしれません。 

皆さんにとって、今から始まる 4 年間は誰の

ものでもなく、自分だけの 4 年間です。一瞬で

過ぎてしまう時間の中で、失敗も成功も沢山経

験してほしいです。応援しています。 

 

（ウエダ コユキ） 

 

 

 

 

❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄❅❅❄❄❄ 

編集後記 
 2020 年春から始まったコロナ禍も、ようやく暗く

長いトンネルの出口の光が見えてきたようです。昨

年秋からオンサイトの交換留学も再開し、希望と期

待に胸を膨らませた派遣学生たちを見送りました。 

 一方、この 3 月に卒業するのは大部分が 2019 年 4

月に入学した学生たちです。交換留学派遣を目指し

て、1 年次の間英語や他の言語を一生懸命勉強し、

その努力の甲斐あって 2 年次秋からの交換留学派遣

の資格を得ていた学生たちは、コロナ禍発生を受け

てまずは留学派遣延期の知らせを受け、その後予想

以上に長引く感染状況の中で「中止」を言い渡され

ることになりました。本号 1 ページの宇根君がまさ

にそのケースです。努力で勝ち取った派遣留学の資

格を、自分の努力ではどうしようもない社会状況に

よって取り消されてしまった喪失感は如何許りだっ

たかと思います。それでも、学生たちは投げやりに

なったり、ふて腐ることもなく、早々に気持ちを切

り替えて、オンライン留学に参加したり、SNS を使

って海外の友人とコミュニケーションをしたり、PC

スキルの向上を目指したり、就職活動を早期に開始

したり等、それぞれに留学に代わる自己啓発のため

のアクションを起こし始めました。 

 社会に出たら仕事上不測の事態に遭遇することも

何度となくあるでしょう。コロナ禍で経験した、留

学中止という不測の事態に対して、悔しい気持ちを

制御し、冷静に対処し、留学に代わるステップを実

行できた今年の卒業生たちは、社会で柔軟にやって

いける人物ばかりだと思っています。   Y.K. 

             

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