
広島修道大学では、毎年多くの留学生を受け入れており、学内で留学生と交
流する機会が充実しています。学内の国際交流を通じて、国際感覚を養いま
しょう。

留学生が居住する「インターナショナルハウス」で生活をともに
しながら、日本での暮らしをサポートするスタッフです。

留学生が日本で実りある留学生活を送るため、留学生とペアに
なって、大学生活や日常生活のサポートを行っています。

留学生と日本人学生が気軽に交流できる学内の国際交流スペース
です。

バディ制度

RA（レジデント・アシスタント）

iCafe

iCafeの運営やイベントの企画を行うボランティアスタッフです。
留学生と日本人学生の交流イベントや留学生による語学講座な
ど、さまざまな活動を行っています。

iCafeピア

国際派就活セミナー 先輩からのメッセー
ジ

　私が大学2年生の時に計画していたニュージーランドへの留
学は、コロナ禍により中止となりました。悔し涙を流した後には、
今何をすべきかを考え、すでに前を向いて進んでいました。
　私が留学に代わって、日本国内で言語力を向上させた方法は
主に２つです。1つ目は、英語で日記を書く事です。本学に留学で
来ていたアメリカ人の友人と書いた日記を添削し合いました。そ
の結果、ライティング力とスピーキング力が飛躍的に向上しまし
た。２つ目は、TOEICの学習です。２カ月に1回受験し、解き方や
勉強方法を変えながらリーディング力とリスニング力を伸ばし、
600点だったスコアを1年間で800点まで上げることができまし
た。
　就職活動では、挫折を大きな成長のバネにできた事が沢山の
企業からの評価に繋がりました。入社を決めた会社の業界は、世
界を股にかける貿易業界です。叶えることが出来なかった留学に
代わって、海外駐在のチャンスを掴めるように、より邁進したいと
考えています。

就職情報会社の専門家を講師に招いた講演会、先輩からの就職
活動体験発表会を行っています。 宇佐川　輝

人文学部　英語英文学科　2019 年度入学生
内定企業：三菱商事ロジスティクス株式会社

うさがわ ひかる

学内での国際交流

留学経験や語学力等を就職活動やキャリアに活かしたいと考えている学生を対象にした、「国際
派就活セミナー」を開催しています。留学と就職
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ハワイセミナー
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セミナー（夏季）
ベトナム・RMIT英語
セミナー（夏季～第3学期）
イギリス・カンタベリー
セミナー（第3学期）
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ニュージーランドセミナー
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スペイン・サラマンカ
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ベトナム・RMIT英語
セミナー
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バレンシアカレッジ・
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（長期）
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2023年8月 約3週間

仁川大学校 2023年8月 約2週間

ポートランド州立大学 2023年8月 約3週間

ハワイ大学マノア校 2023年8月～9月 約3週間

アシャッフェンブルク
応用科学大学 2023年8月 約4週間

RMIT大学ベトナム 2023年8月～10月 約10週間

カンタベリー・
クライスト・チャーチ大学 2023年9月～11月 約6週間

北京語言大学 2024年2月～3月 約4週間

クライストチャーチ工科大学 2024年2月～3月 約6週間

アリゾナ州立大学 2024年2月 約3週間

サラマンカ大学 2024年2月 約4週間

リヨンカトリック大学 2024年2月 約3週間

RMIT大学ベトナム 2023年8月～
翌年1月 約5か月間

カンタベリー・
クライスト・チャーチ大学 2023年9月～12月 約12週間

バレンシアカレッジ 2024年8月～
翌年1月 約5か月間

クライストチャーチ工科大学 2024年2月～7月 約6か月間

クライストチャーチ工科大学 2024年2月～
翌年1月 約12か月間

バレンシアカレッジ 2024年2月～8月 約6か月間

プログラムの詳細は
留学情報サイトをチェック！

現地の学生と共に正規の授業を受講することができるプログラムです。
協定校へ半年間または１年間留学します。本学に通常の授業料を支払うことで、派遣先大学での授業料が免除されます。
派遣先大学で修得した単位が本学で修得した単位と同等なものとして認められる単位認定制度もあります。

大矢  美羽さん
国際コミュニティ学部
国際政治学科
１年次3月から韓国・仁川
大学校へ交換留学

おおや み　う

韓国との歴史認識の違いや女性の社会問題について
詳しく学びたいと思い、留学を決心しました。
専攻授業での発表や試験など大変な事もありました
が、現地の学生と協力して乗り越え、精神的にも非常に
成長できました。
また、現地の学生に積極的に声を掛けたり日本語を極
力話さないようにしたりと、韓国語だけの環境を作るこ
とを心掛けました。
コロナ禍での留学だった為心配な事もありましたが、留
学先のバディ学生に助けてもらい、事前に情報を調べ
ておくことで不安を乗り越えることができました。
今後も海外の方々と交流を行い、異文化に対する理解
を深めていきたいと思います。

語学研修や文化体験を主としたプログラムです。
協定校で開催されるプログラムに参加します。長期休暇を利用して参加できる短期セミナーや、3か月以上の中長期セミナーもあります。
派遣期間中も、本学への諸納付金納入が必要です。

みやもと はるき

宮本  晴基さん
人文学部　英語英文学科
3年次にイギリス・カンタベリー
セミナーに参加

3年生になった時点で新型コロナウイルス感染症
による入国制限が緩和されて、4年生は就職活動
があるため「今しかない！」と考え、このプログラム
の参加を決断しました。
留学中は日本では味わえない体験ができました。
授業では、間違っていても必死にくらいついていく
ことで積極性が身に付きました。また、バスが時間
通りに来ない等のトラブルに見舞われても、自分
の力で解決できたことが自信に繋がりました。
今後は身についた積極性と自信を武器に色々なこ
とに挑戦していきたいと考えています。

How far do you want to go?
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