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変化が激しい時代に必要な本質をつかむ力
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大学におけるグローバル人材育成

急速にグローバル化が進む今。将来、社会で活躍する人材を育成する大学もグローバル化が求められています。文部
科学省は徹底した
「大学改革」
と
「国際化」
を促進するために2014年に
「スーパーグローバル大学創成支援事業」
（以下、

SGU）を創設し、積極的に大学を支援しています。そこで、今号の特集では「大学におけるグローバル人材育成」をテーマ
に、SGUにおいて
「タイプB
（グローバル化牽引型）
」
に採択されている3つの大学に、各大学における国際化やグローバル人
材育成の取り組みや今後の展望などを伺いました。

変化が激しい時代に必要な本質をつかむ力
立命館アジア太平洋大学（APU） 学長 出口 治明

氏

日本生命で数々の要職を務めたのち、ライフネット生命を起業した出口治明氏。

の学長に
その手腕を高く評価され、2018 年1 月に立命館アジア太平洋大学（APU）
就任しました。実業界から異例の転身をすることとなった出口氏は、世界中の都市

「人・本・旅」
を成長の3要素として掲
を1200以上訪問し、1万冊を超える本を読破。

げ、APUでもそれを実践しています。グローバル人材について、経済界と教育界両
方の御経験から、貴重な御意見をいただきました。
出口 治明

氏

立命館アジア太平洋大学（APU）学長。三重県生まれ。1972年京都大学法学部卒業後、日本生命保険
相互会社に入社。ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て2006年退職。2008年、ライフネット
『人生を面白くする
生命保険株式会社を開業し、社長、会長を歴任。2012年に上場。2018年1月より現職。
本物の教養』
など著書多数。訪問した都市は1200以上、読破した本は1万冊を超える。

〜 国際色豊かなAPU 〜
ダイバーシティを具現化した学び舎
現在、僕が学長を務める立命館アジア太平洋大学
（以下、APU）
は、2000年に大分県別府市に誕生しました。APUの大きな特徴
は、国際色が豊かでダイバーシティに富んでいるということです。
全学生約 6000名のうち、外国人留学生が半数以上を占めます。
出身地も多種多様で、世界約 90の国と地域に及びます。また、
アジア太平洋学部の学部長（中国人）、国際経営学部の副学部長
（ドイツ人）
を筆頭に、カナダ、バングラデシュ、フィリピン出身な
ど、教員も約半数が外国人と、まさに
「小さな地球」
「若者の国連」
とも言うべき学び舎を実現しています。
2008年に開業したライフネット生命保険を後任に任せ、学長
に就任したのは 2018年1月のこと。全国の大学でも例をみない
国際公募による学長候補者選考というプロセスを経て、約100名
の候補者の中から推挙いただきました。選考委員のメンバーは
副学長を筆頭に、教員 5名、職員 2名、卒業生 2名の合計10名。
このうち外国人4名、女性3名と、選考委員会自体がダイバーシティ
を体現していたのには驚きました。
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かねてからAPUの噂は聞いていましたが、実際に就任してみて
思うのは、想像以上に学生が面白いということです。僕は
「ONE
APU」を掲げ、教員も職員も学生も、一丸となることを目指してい
ます。そのポリシーから、学長室のドアはいつも開放しています。
教職員はあまり活用してくれないのですが（笑）、学生たちは積極
的に僕を訪ねて来て交流を図ってくれます。
先日、推薦で入学が決まった日本人の高校生から次のメール
が届きました。
「1年間、世界を放浪したいが、入学後すぐに休学
して行くべきか、1年ほど勉強してから行くべきか迷っている。意見
を請いたいので、週末に会ってくれませんか」
と。それで、土曜日
にキャンパスに来てもらって会うことにしました。また、あるイン
ド人学生は自分でビジネスを立ち上げたので、出資してほしいと
依頼してきました。最終的にはベンチャーキャピタルを紹介した
のですが、APUには枚挙に暇がないほど個性的な学生があふれ
ています。

大学におけるグローバル人材育成

APUで学んだ人たちが世界を変える
APUの卒業生は1万7000人を超えています。母国のトンガに
戻り、大臣になっている人もいますし、インドネシアのある州では
副知事を務めている人もいます。グローバルに活躍するリーダー
を輩出していることをとても誇りに思いますし、近い将来どこかの
国の首相や大統領になる人も出てくるのではと期待しています。
合計35 ある同窓会組織のうち、26は海外の拠点です。先日も
モンゴルの同窓会に出席してきました。首都ウランバートルに
50名もの卒業生を集めることができるのは、日本の他大学には
真似ができないことでしょう。これまで152の国と地域から受け
入れた学生が世界中で活躍している点も、APUの強みの1つで

あり、国内の大学では最大級の国際ネットワークではないかと自
負しています。このネットワークはこれからAPUを巣立っていく
人にとって、大いに役立つことでしょう。
APUには、前学長の是永駿氏のもとで定めた「APU2030ビジョ
ン」
があります。このビジョンでは
「APUで学んだ人たちが世界を
変える」
という志の高い目標を打ち出しています。大学はもちろ
んのこと、この国の企業で2030年を見据えた長期ビジョンを設
けているところは、少ないのではないでしょうか。今後もこのビ
ジョンの実現に向かって邁進していきます。

〜 グローバル人材に求められる資質 〜
変化が激しい時代に意識すべき力とは
時代が変化するスピードは、これからますます速くなると思い
ます。たとえ、最新のプログラム言語を学んだとしても、すぐに陳
腐化してしまいます。こうした時代で意識すべきは、表面的な技
術やスキルではなく、物事を原点から捉える力です。そこで重要
となってくるのが、
「タテ」
と
「ヨコ」
で考える力です。
「タテ」
とは時間軸および歴史軸、
「ヨコ」
とは空間軸および世界
軸を指します。この2つの軸を使って考えると、物事はよりクリア
に見えてきます。
例えば、戦後から現在まで日本が経験している70年という時
間は、極めて特殊で幸せなものです。
「タテ」
の視点を1000年単位
にし、
「ヨコ」
の視点を東アジアまで伸ばしてみます。すると、中国
は 4000年という長い歴史の中で、平和で豊かだった期間（盛世）
はわずか200年足らずであることがわかります。そう考えると、
平和を70年も享受し続けられているこの国は、奇跡的に幸運だ
と思うのです。

変化のスピードが速い時代、次に意識すべきは
「数字・ファクト・
ロジック」
で考える力です。例を挙げてみましょう。世の中には
「税金の無駄遣いをなくせば消費税を上げなくてすむ」
という意見
があります。一見、正論のように聞こえますが、2018年度の税収
約59兆円に対し、歳出額が約98兆円であることを考えると、無駄
遣いをなくしたレベルでは到底まかなえる数字ではないことがわ
かります。
「国語」
（言葉）
だけでは真の解が得られないケースが多
く、
「数字・ファクト・ロジック」
で検証する力が必要となるのです。
こうした視点をもとに、日本の企業について考察してみましょ
う。日本の企業の職種を大きく分けると、転勤の伴う総合職と、
伴わない一般職がありますが、世界ではこうした考え方は非常に
めずらしいものです。そもそも総合職の
「どこへでも転勤する」
と
いう制度はパートナーの存在を無視しており、とても不条理な制
度です。このように常識とされていることを常に疑いながら、自分
の頭と言葉で物事を考える力を身につけることが大切です。

個性を伸ばす教育を実践するために
考える力をさらに養おうと思ったら、仲間（ピア）同士が互いの
力を発揮し協力し合って学ぶ「ピアラーニング」
が有効です。これ
までは先生が一方的に知識を与える授業形態がほとんどでした
が、学生が主体的に学びたいと思わなければ、何を教えても身に
つきません。ですから、学生が小グループで協働しながら、先生
は学生の自発的な学びを支援することが重要です。学生の学び
を先生がサポートするこの手法は、
「ミネソタメソッド」
と呼ばれ、
APUでは約30％の先生方がこれを学んでいます。
「数
OECD（経済協力開発機構）は、15歳児を対象に「読解力」
学的リテラシー」
「科学的リテラシー」
という3分野において、学習
到達度を調査する
「PISA」
と呼ばれる国際的調査を行っています。
PISAは3年ごとに行われるのですが、日本は「科学的リテラシー」
「 数学的リテラシー」5位、
「 読解力」8位（いずれも2015年
2位、
調査）
と、好成績をマークしました。

このように、
日本の義務教育は世界に誇
れるものですが、高等教育になると途端
に勢いを失います。イギリスの大学評価

機関、Times Higher Education が発表
した世界の大学ランキングで、
トップ200
にランクインしているのは東大と京大だ
けです。高等教育は、義務教育をベース
に個性を伸ばす教育であるため、そもそ
も1人の先生が 30人を指導するような体
制には無理があると言えます。個性を伸
ばすためにはせいぜい10人が限界であり、
大学の指導の在り方を根本から見直す必
要があると考えています。
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人生で大切なのは「人・本・旅」
である
僕は、人が成長する上で欠かせないのは
「人・本・旅」
であると
常々訴えています。これはAPUでも実践しています。
「 人」にお
いては、留学生を含む多様な個性との交流で実現していますし、
「本」に関しては読んでほしい30冊をリスト※にし、入学式の時に
学生に渡しました。
「旅」
については学生には留学を勧めています。
現在 APUは、すでに170の海外大学と交換留学を行う協定を

締結。今後5年間のうちに、特に日本人学生については留学
（短期
間を含める）経験者を100％にしたいと考えています。そのため
にプロジェクトチームを立ち上げ、役員会で決議が採択されまし
た。すでに複数の新規留学プログラムの実施が決まっています。
※ 新入生へのメッセージ（2018年春入学式）
で紹介されています

https://www.apu.ac.jp/home/notes/article/?storyid=87

デファクトスタンダードとしての英語
世界を舞台に活躍する際、英語がコミュニケーションのデファ
クトスタンダードであることは、もはや言うまでもありません。
まずは、しっかりとした英語力を身につけることが重要です。その
上で
「人・本・旅」によって、見識を深めることが大切です。特に、

グローバルリーダーは理系文系を問わず「ダブルマスター」
や
「ダ
ブルドクター」が当たり前となっており、そういう人たちと渡り合
うためには、向上心をもって勉強するしかないのです。

〜 世界から評価される人材を輩出するために 〜
グローバルな評価で大学の価値を高める
日本の大学のうち、マネジメント教育を評価する国際組織
「AACSB」から認証されている大学は 4 校しかありません。うれ
しいことに、APUはその中の1つです。さらにAPUは、国連世界観
光機関の関連組織が実施する観光
学教育機関向けの制度
「TedQual」
においても、認証を取得しました。
こうした評価は、いわばレストラン
がミシュランの三ツ星を獲得するよ
うなものです。世界には約2万も
の大学があるといわれている中、
海外の学生が留学先を決める際に
は、これらの指標は非常に有効に
なると考えます。今後は外部機関

からの評価を維持しながら、大学としての価値をさらに高めてい
くつもりです。
国際認証AACSB 取得

マネジメント教 育の国 際 的な認 証 評 価 機 関であるAACSB
Internationalによる、世界でも最高水準の教育機関としての認
証を取得。世界のビジネススクールの5%のみが認証を受けて
おり、APUは日本では 3 校目の認証校となる。
国際認証 TedQual 取得

による観光学教育機関向けの認
国連世界観光機関（UNWTO）
証制度。世界71の大学が認証を受け、APUは日本国内で2校
目の取得、私立大学では国内初。

企業と大学は密に連携を
一方、企業の方々が学生を採用するにあたっては、大学時代の
成績を今以上に評価すべきだと感じます。大学で優れた成績を
収めた学生は、企業に入ってからも引き続き高いパフォーマンス
を示す可能性が高いのです。実際、大手人材系の人事部長は
「面
接では人物を評価できない」
と言っていますし、多くの海外企業

は、大学の成績を採用基準として重視しています。大学は個性を
伸ばす質の高い教育を実践し、企業は成績を適正に評価する。
今後、企業と大学が一層密に連携していくことで、さらなる好循
環が生まれるものと確信しています。

立命館アジア太平洋大学（APU：Ritsumeikan Asia Pacific University）
学校法人立命館（京都府）が 2000 年に大分県別府市に開設した私立大学。
「自由・

平和・ヒューマニティ」
「 国際相互理解」
「アジア太平洋の未来創造」を基本理念とし、
開学当初から広く海外から留学生を募り、学生の半分が約90カ国・地域の留学生と

いう多文化・多言語の環境を作り上げている。開学以来の入学者出身国・地域は152

（2018年現在）
にのぼり、まさにグローバル化を体現している大学である。

スーパーグローバル大学創成支援事業における取り組みのひとつとして掲げた
「大学マ
ネジメント層の公募」
に基づき、2017年度に国内の総合大学では類を見ない
「学長候補

者推薦制度」
を新たに創設。その制度で初めて学長に就任したのが出口治明氏である。
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開学当初より一貫した教育で、
世界に通ずるICT技術者を育成
会津大学 語学研究センター 教授 英語学博士 金子 恵美子 氏
単科大学としてコンピュータ理工学部のみを設置している福島県の公立会津
大学は、会津地方初の4年制大学として設立されました。創立当初より世界と渡
り合える人材を育成しようと、英語での卒業論文執筆を義務づけるなど、英語と

ICT（情報通信技術）に特化した教育を実践しています。同大学で英語教育を推進
する金子恵美子氏に、取り組みについて伺いました。

地元・日本・世界に貢献するグローバル人材創出を建学の理念に掲げる会津大学
江戸時代、会津には日新館という伝統ある藩校があり、教育熱

建学理念の実行のため
「Local to Global, Global to Local」

心な藩として知られていました。ところが明治時代以降、長年にわ

（地域から世界へ、世界から地域へ）
を会津大学の国際戦略として

1993年に満を持して創設されたのが会津大学です。開学前、関係

人材を受け入れることで、ICTを活用した地域産業との連携を積極

たり4年制大学がありませんでした。そこで会津に4年制大学をと、
者の間には“尖った”大学にしたいという想いがありました。そこで、
世界的視野に立った情報技術者を育てようと、日本初のコンピュー

タ理工学専門の大学として開設されました。コンピュータ理工学

は、主として英語を基本とした学問であり、世界的視野に立つため

掲げています。会津から世界へ情報を発信すると共に、世界からも

的に推進すると共に常に世界を見据え、世界に挑戦できるICT人材

の輩出を目指しています。

これを受け、開学当初より国際化は進んでいたと思います。専門

科目も英語で授業を実施、卒業論文は英語による執筆など、学生

にも英語が欠かせません。本学は英語を駆使しながら、コンピュー

に英語力を身につけてもらう機会を提供してきました。また、開学

現在ではロボット、ナビゲーションシステム、ドローンなど、科学

。その頃は、ソ連崩壊
（1991年）
から間も
ていました
（現在は4割）

タ理工学を学ぶというのが大きな特徴です。

技術が発達していますが、使い方を誤れば非常に危険です。言わ

れるがままプログラミングをした結果、人に危害を及ぼしてしまう
可能性もあります。そこで学生の倫理観、人間性を磨くことにも

時は最先端の技術を取り入れるために、外国人教員が 6割を占め

なかったこともあり、旧ソ連の研究者が研究室ごと移ってきたので、

ロシア人教員が多かった、などというエピソードもあります。このよ

うなこともあり、現在に至るまで学内のメールは英語で、必要に応

力点を置かなければと、本学では
「to Advance Knowledge for

じて日本語を併記し、教員の会議では必ず同時通訳が行われてい

す。
）
という建学の理念を掲げています。高い倫理感を持って研究

りますが、やめようという声は上がりません。教員の間にはそれだ

（人類の平和と繁栄に貢献する発明と発見を探求しま
Humanity」

開発を行い、人類の平和のためにスキルを使うことを学びの大前提

としているのです。

ます。学内に同時通訳者を常駐させているため人的コストはかか
け、国際化が共通認識として浸透しているといえます。

スーパーグローバル大学創成支援事業への参加で、より国際化を加速
スーパーグローバル大学創成支援事業（以下、SGU）
のコンセプ

トは、
「『心・技・体』三位一体による世界で活躍する革新的 ICT人材
の育成」
です。具体的な取り組みとして、
「学部・大学院一貫オナー

ズプログラムの創設」
「技術革新・創業基礎・海外研修科目群の創

プログラムです。参加者は毎年若干名でしたが、その人数は年々
増加傾向にあります。さらに長年行っている取り組みとして、
「グ

ローバル・エクスペリエンス・ゲートウェイ」
という短期留学制度が

あります。2013年からスタートしたこの制度は、長期留学へのハー

「ガバナンスの改善とグ
設」
「先進ICTグローバルプログラムの創設」

ドルを下げる“ゲートウェイ”となるべく創設したものです。入り口

「学部・大学院一貫オナーズプログラム」は、5年間で学部と修士

ないよう工夫をしています。渡航費の支援、留学前 7 回の授業や

ローバル化」
という4つの柱を打ち出しました。

課程を修了し、
任意の1年間をオナーズイヤーとし、留学、海外研修や

プログラミングコンテストへの参加などに充ててもらうシステムです。
オナーズイヤーでは、大学から最大 50万円の活動費を給付します。

「創業基礎・海外研修科目群の創設」
に該当するのが、アメリカ・

シリコンバレーまたは中国・大連で活動する海外インターンシップ

はオープンですが、学生にとって単純な海外体験で終わることが

卒業単位の付与など、渡航前後のフォローも行っています。その
代わりに、現地でのブログの執筆とインタビュービデオの制作を課

題として与えています。特にビデオは、実際の取材、編集、英語字

幕の作成など一通り行いますが、さすが情報系の学生とあって、
ビ

デオの質は高く、学生たちにとっていい経験になっているようです。
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同プログラムの前後にはTOEIC® Speaking Testを受験してもらい

ます。3週間のプログラムですので、
スコアアップを期待しているわけ

ではありませんが、テストを受験すること自体をモチベーションとし

て学生には捉えてほしいと思っています。最近では、
「グローバル・
エクスペリエンス・ゲートウェイ」
を経験し、中期留学プログラムや

Reading Test（以下、TOEIC L&R）で 580点以上を義務づけてい

ます。採用後も継続的なサポートとして職員用の英語のクラスを
実施しています。

スーパーグローバル大学創成支援事業コンセプト
「心・技・体」三位一体改革プログラム

インターンシップにチャレンジしてくれる学生も多くいます。

会津大学の学生を世界に送り出すプログラムにも力を入れてい

心

ますが、SGUの採択以降、いちばん大きな変化があったのは学部

レベルでの留学生の受け入れです。以前の学部生は100 ％日本

イノベーションによる
創業の志

たのが「 ICTグローバルプログラム全英語コース」です。このプロ

地域特徴を持つアイデンティティの醸成

人でした。英語が堪能な優秀な留学生の受け入れとして設置し

グラム最大の特徴は、英語のみで科目を履修し、卒業できること

技

です。日本人学生と留学生が同じ教室で勉強する、これは双方に

活用力

多文化環境への
適応力

ICT 教育による競争力の強化

全キャンパス国際化による体験

とってメリットがあると考えています。留学生が増えたことで少し
ずつですが、日本人学生の意識も変わったと感じています。積極

的な日本人学生はグローバルラウンジといった留学生とのコミュ

ニケーションスペースにもよく顔を出し、英語のスピーキング練習

を行っています。また日本人学生と留学生のコミュニケーション促

進と地域への連携を目的に、日本人学生と留学生がグループにな

り小学校へのプレゼン訪問を行っています。留学生の出身国や文

体

ICT 設計・開発・

実現のための 4つの基本プログラムを創設
• 学部・大学院一貫オナーズプログラムの創設

学部・大学院一貫した科目体系、柔軟な学期制導入 等

化について小学生に説明をするプログラムですが、とても好評なよ

• 先進ICTグローバルプログラムの創設

組みは教員が主導しているのではなく、学生の自主性を尊重し、積

• 技術革新・創業基礎・海外研修科目群の創設

うで過去1年間の訪問回数は25回にもなります。このような取り
極的な学生には授業以外でもどんどんチャンスを提供しています。

「ガバナンスの改善とグローバル化」
では、職員の英語力向上に取

り組んでいます。職員の採用条件として、TOEIC Ⓡ Listening &

全教科英語による単位取得、日本文化の学習 等
海外拠点活用による研修 等

• ガバナンスの改善とグローバル化

全職員の英語力向上、多文化キャンパスの実現 等

スーパーグローバル大学事業の効果と今後の取り組み
SGUに採択されたことで本学の露出度も増しました。イギリスの

高等教育情報誌『 The Times Higher Education』が発表する世

入学した学生が増えた証しと考えています。実は、SGUの構想の

際に 2023年までにTOEIC L&R 500点以上の学生を55%という

界大学ランキングでは、日本の大学として比較的高い順位にランク

目標を立てました。正直に申しますと、当時は少しハードルが高い

2019年の世界ランキングで 601〜 800位）。
その成果もあってか、2018年度の新入生のTOEIC L&R 平均
スコアは 450点と、これまでの最高得点を記録しました。これは、
IIBCが発表している大学専攻別の情報科学系平均スコア404点

なと感じています。

インするまでになりました
（2018年の日本国内ランキングで34位、

も上回っており、スーパーグローバル大学ということを意識して

かなと心配していたのですが、今ではもう少し高くてもよかったか

ここ最近の英語に対する取り組みとしては、
「使える英語力」
を身

につけられるよう、これまでのアカデミックな英語教育を見直しま

した。新カリキュラムとして2018年よりスタートさせたのが “ Task

Based Language Teaching”で、CAN-DOステイトメントを作成し、

コンピュータ理工学に即した実践的な会話や読み書きなどを指導

しています。まだ実施期間が短いため効果測定はできていませんが、
ペアワークやグループワーク等学生たちが主体的に発信する場を
大切にしており、学生の
「話す」
ことへの抵抗感も少なくなってきた
手応えがあります。

現在、協定を結んでいる海外の大学は 83校にのぼりますが、今後、

より一層国際化を進展させるため力を入れたいのが、
「ICTグローバ
ルプログラム全英語コース」
の人数を増やすことです。特に日本人
学生を増やしていきたいと考えています。また、大学院への進学率

を高め、より高度なICT技術を研究する人材、そして研究した最先

端技術を英語で発表できるような人材を増やすことも目指していま

す。会津の地で、ICTのプロとして英語と技術を身につけ、会津、日

本そして世界に貢献できるような人材の育成にこれからも注力して

いきます。
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会津大学の
学生さんにお話を
伺いました

英語に触れる環境がふんだんにある大学生活

3 〜 5 歳までアメリカに在住し、日本に帰国してからも英会話
スクールに通っていたため、もともと英語は好きでした。加えて
理系の学問にも興味があったことから、理系大学で国際交流に
力を入れている大学がないかと高校の先生に聞くと、会津大学
を教えてもらいました。
豊かな自然に囲まれ、勉強に集中できる環境が整っているこ
の大学は、英語力を向上させる制度も充実しています。全学生
に開放されているグローバルラウンジでは、ベトナムや中国をは
じめ多くの外国人学生と交流できます。また私の所属するゼミ
には留学生がいるので、英語を日常的に使うことができます。
英語の授業も英語力の伸びをサポートしてくれました。中で
も苦手なリーディング力を身につけることができたのは、図書

館に所蔵されている英語の課題
図書を読み、その後テストを受
けるという授業でした。テスト
をクリアすると本の文字数分が
カウントされ、規定の文字数に
達すると単位が取れるというも
のです。文字数の異なるさまざ
まな課題図書が用意されていて、
自分に合ったレベルからリー
コンピューター理工学部 4 年生
ディング力を鍛えることができ、
山内 隆広 さん
ありがたかったです。

半年間のアメリカ留学ではグローバル人材のあり方を学べた
2年時にシリコンバレーインターンシッププログラムに参加し
たのち、3年時に半年間アメリカ・インディアナ州のローズハル
マン工科大学に留学したことも大きな自信となりました。ロー
ズハルマン工科大学では、過去のビデオゲームを自分たちで一
から作るプロジェクトに参加。アメリカの学生や他の留学生と
共に、プロジェクトを進めたのは貴重な経験でした。その時、
グローバル人材とは必ずしもリーダーになることではなく、言
葉が通じなくても、足並みを揃えて同じ目標に向かって歩める
人のことをいうのだと感じました。また、当初は自分の英語が
ネイティブの人になかなか通じないこともありましたが、諦めず
に話し続ける姿勢も身についたと思います。その結果、徐々に
話すことに慣れていき、自然とコミュニケーションがとれるよう
になりました。

英語を活かして、外国の人々と共に社会に貢献できる技術者になりたい
現在は高齢者の暮らしをモニタリングする、大規模 IoT 向けの

データベース構築の研究をしています。卒業に向け、
英語での論文

執筆に取り組んでいるところです。卒業後は会津大学の大学院へ

進学が決まっていて、今後は機械学習について研究する予定です。

引き続き英語とICTの力を磨きながら、ゆくゆくは学んだスキルを
活かし、英語を駆使しながら外国人と協働できる技術者になりた

いと考えています。

会津大学（The University of Aizu）
日本初のコンピュータ理工学専門大学として、また、会津地方初の4年制大学として、
（ 人類
1993年に開学。建学の理念は「to Advance Knowledge for Humanity 」

の平和と繁栄に貢献する発明と発見を探求します。）開学当初より英語とICTに力点

を置き、英語による学びを多彩に実践。人類の平和と繁栄のために科学技術を活用

する、グローバルな人材の育成を目指している。2014年、スーパーグローバル大学

創成支援事業に採択。学部、大学院の6 年間のうち1年間を留学やインターンシップ

活動に充てられるプログラムや、すべて英語による授業プログラムを立ち上げるなど、

さらに国際化を加速している。今後は大学院への進学率を高め、世界最先端の情報
を研究する人材増加を目指す。
通信技術（ICT）
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具体的な活動目標を提示し
グローバル人財を育成する
東洋大学 国際部 部長 高橋 清隆

氏

東洋大学は創立125周年を迎えたのを機に、国際化を強力に推し進め
ています。具体的にはどのような教育を実践していて、どのような成果が
出ているのか。職員と学生、それぞれの立場からお話を伺い、同学の国際
化の取り組みを探りました。

スーパーグローバル大学創成支援事業に採択され全学で国際化が加速
「私立哲学館」
を起源とする本学は、建学以来、哲学を教育の根

化をリスペクトした上で、自分の意見をしっかりと主張し、行動で

幹に置いてきました。創立者・井上円了が求めた哲学教育とは、

きる人財のことです。そのための1つの重要な素養である語学力

ち、一人ひとりが自ら判断できる人間を育てることです。2012年

評価、海外留学奨学金の支給基準等として活用しています。

いわゆる
「哲学者」
を育てることではなく、常に疑問と好奇心を持

「 哲学教育」
「 国際化」
「キャリ
に創立125周年を迎えるにあたり、

ア教育」
の3つに力を入れていくことを決定しました。

学生はもとより大学そのものが内向きであっては、国際化が進

む多くのアジア諸国に日本はついていけなくなります。今後、さら

に垣根のない世界が広がり、また一方では自国の利益を最優先さ
せる政治の兆しがありますが、国際社会とより強固な連携を築け

るグローバルな素養を持った人財の育成が必要不可欠です。本
学が考えるグローバル人財とは、自国の文化を理解し、相手の文

についてはTOEIC ® Programを導入し、英語のクラス分けや成績

本学の本格的な国際化は、まず国際地域学部（現国際学部）

が 2012年にGGJ（Go Global Japan ＝経済社会の発展を牽引

するグローバル人材育成支援）
に採択されたことから始まります。

さらに 2014年にはスーパーグローバル大学創成支援事業（以

に採択され、全学をあげて国際化に取り組む体制を整
下、SGU）

「国際化に力を入れ
備し推進に当たっています。SGU採択以降、

ているから」
とグローバル志向を持った入学者が増加し、
学業に
向かう姿勢も向上していると感じます。

TOYO GLOBAL DIAMONDS 構想を策定
大 学のグローバル化を展 開するにあたり、本 学 は「 TOYO

GLOBAL DIAMONDS グローバルリーダーの集うアジアのハ

というコンセプトを掲げました。
ブ大学を目指して」
（ 以下、TGD）
〜 TOYO GLOBAL DIAMONDS 構想 〜
ニュー
エリート
東洋
グローバル
リーダー

10 年後

現在
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食環

生命

東洋大学

ライフ

法法法

経済

国際地域
文文文

経営

理工

文学部
国際文化コミュニ
ケーション学科
H29 新設

社会

総情

情報連携学部
情報連携学科
H29 新設

国際学部
グローバル・イノベーション学科
国際地域学科
H29 新設
国際観光学部
国際観光学科
H29 新設

ダイヤモンドと命名したのは、2つの理由からです。1つ目は、本
学のグローバルな素養を持った人財はピラミッド型に分布（正規

分布）
していますが、さまざまなグローバル教育を展開することで、

ダイヤモンドの形のように中間層が分厚くなる形に変えていきた

いと考えたからです。2つ目は、ダイヤの原石である学生を磨き、

グローバル人財として成長させていくことを、シンボリックに表現

したかったからです。

「グローバルリーダーの集うアジアのハブ大学」を実現すべく、

留学生受け入れ増加策の一環として海外から直接入学するため

の渡日前入試を2016年から開始しました。初年度は50名ほどし
か志願者が集まりませんでしたが、海外の優秀な学生を受け入れ

分厚い
中間層を
形成

るためアジア各国を中心に行脚したほか、昨年からは、より本学に
留学しやすいよう海外で主流の秋入学もスタートした結果、現在

では240名を超える志願者があります。TGDの取り組みを始めて
から、
「学内の雰囲気が大きく変わりましたね」
と学長は話されてい

て、私としても新たな道を切り拓いているという実感があります。

大学におけるグローバル人材育成

国際化を推進すべくグローバル・イノベーション学科を新設
国際化の推進にあたっては、ニューエリートを育成するため、

2017年4月に開設しました。1学年の定員は100名に抑え、日本

国際学部グローバル・イノベーション学科を創設することとしま

人学生と外国人学生が7対3の割合で在籍しています。授業は

で、国際化の浸透には時間がかかります。そうであれば、既存学

ています。経済学をベースに、創造性と起業家精神に満ち、イノ

ほうがよいだろうと考えたのです。すでにそうした取り組みを行っ

教員に対するリクエストも多く、これまでの本学の学生とは層が

した。既存の各学部にはそれぞれ教育のポリシーがありますの

部に影響を与えられるような、インパクトのある学部を新設した

ている国際教養大学さんを何度も見学させてもらうなどして、

全て英語で行い、日本人学生には1年間の海外留学を義務づけ

ベーションを起こせる人財の育成に取り組んでいます。学生から
違うなと感じています。

具体的な活動目標を提示して学生を導く
TGDを進める具体的な取り組みの1つに、Toyo Global Leader
Program（以下、TGL）があります。これは、学生の「異文化環境

認定までの流れ

における英語運用表現能力」
「 文化的な価値創造能力」
「 異文化
環境における課題解決能力」
の3要素を強化するのが目的です。

TGLでは、具体的な活動目標を学生に示し、諸活動をポート
フォリオシステムで管理しています。その到達度によって、GOLD、
SILVER、BRONZEという3つのランクを用意し、GOLDを取得す
るためには、卒業論文の英文要旨を含む外国語による論文等の

などが必須となり、
執筆、海外留学・インターンシップ
（3週間以上）

ランクが上がるごとに活動内容の難易度が上がっていきます。

TGLの大きなポイントは、留学をして終わりではないということ。
帰国後も、本学が実施するTGLキャンプへの参加（もしくは運営）

やインターンシップあるいは国際シンポジウムなどへの参加など

外国語による論文等の執筆

GOLD
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
SILVER
BRONZE
BRONZE
BRONZE

TOEIC換算730以上

外国語科目40単位以上

30TGポイント以上

海外留学・インターンシップ（3週間以上） 海外アクティビティ
（1週間以上）

TGLキャンプ（運営参加）

TOEIC換算590以上

外国語科目20単位以上

20TGポイント以上

海外留学・インターンシップ（3週間以上）OR 海外アクティビティ（1週間以上）

TGLキャンプ

TGLキャンプ

を求めています。継続した取り組みを通じ、グローバル人財とし

外国語科目10単位以上

10TGポイント以上

東洋大学に入学

ての素養を身につけていくのが狙いです。

入学時から全員が参加！

学生を応援するさまざまな仕組み
海外留学を希望していても、語学力や経済力に不安を抱える学

生も少なくありません。そこで、英語のクラス分けなどで活用を

しているTOEIC Programを学生自身が能動的に好きなタイミン

グで受験できるよう大学として多くの受験機会を提供しています。

TGLのGOLDを取得するためには、TOEIC L&R で 730点、シル

バーの取得には590点が必要要件となっています。一方、経済面

においては、海外留学促進奨学金を整備しました。この奨学金は

50万円までの給付には定員を設けず、一定条件を満たせば給付
するようにしていて、最高300万円まで給付することが可能です。
TOEIC L&Rのスコアなどによって給付金額が変わるので、学生の
語学学習へのインセンティブとなっています。この奨学金制度は

他大に比べて支給条件が良く、また支給規模が大きいため多くの
学生が利用しています。

国内の学生への支援の仕組みを着々と整えるのと併せ、アジア

のハブ大学となるべく、海外の大学と国際編入生の受け入れに関

する協議を進めています。そして最終的には、本学の質の高い教

育を広めるべく、海外に本学のキャンパスを造るのが私の目標で

す。本学自身がより高度にグローバル化していくことで、学生の
学びを後押ししていきたいと考えています。
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東洋大学の
学生さんにお話を
伺いました

国際化に惹かれて入学

大学受験は国公立大学と東洋大学を受験し、両方合格しま

した。合格後、父から東洋大学が国際化に力を入れていること

へ留学しました。アメリカではホー

ムステイをしながら大学に通ったの

を聞き、調べるうちにどんどん東洋大学に魅力を感じて入学し

ですが、高校までの受験英語とは

大学では、
「これを成し遂げた」
と言えることを達成したいと考

常に新鮮でした。また、セブ島では

ました。

違い、生きた英語を学べたことは非

えていました。入学式のオリエンテーションでTGLのことを聞き、 TOEIC L&Rのスコアアップを目標

4年間積極的にTGLのGOLDを目指すべく、取り組んできました。 に掲げ必死に勉強。その甲斐あっ
2年生になる前の春には、アメリカ・オレゴン州のポートラン て、少しずつスコアを伸ばすことが
ド州立大学へ留学。その1年後には、フィリピン・セブ島の学校
できました。

東洋大学 文学部 英語コミュニ
ケーション学科 4年生

宮腰 沙希 さん

大学の支援と自らの努力により英語力を向上
それまでは単に英語の勉強が主

勉強です。GOLD取得にはTOEIC L&Rで730点以上のスコア

でしたが、大学では天文学の授業

が必要とされています。もし一人だけだったら、勉強の継続は

学べることに、驚きと感動を覚えま

イングリッシュ」
という、目標スコア達成を支援してくれる英語

学んでいくうちに、グローバル人材

途切れることなく英語を学ぶことができました。

を英語で受けるなど、英語で何かを

した。東洋大学でさまざまなことを
とは英語でコミュニケーションをと
り価値観を共有できる人のことをい

うのだと、身を以て体感できたよう
に思います。

TGLプログラムの要件で、いちば

ん大変だったのが、TOEIC L&Rの

難しかっただろうと思います。ですが、東洋大学には
「アチーブ

講座や、ネイティブと英会話できる授業などが充実。気持ちが
学校のサポートを受けるだけでなく、自分でも多くの工夫を

しました。同じくTGLのGOLDを目指す友人と英語で会話した

り、アルバイトでは外国人がよく来るレストランで勤務したりと、
英語を使用する機会を増やす努力をしました。実力を確認する

ためTOEIC L&Rを毎月受験していたのですが、1年時に540点
だったスコアが現在では790点にまで向上しました。

就職活動でも認められたTGLの取り組み。将来は英語を生かせる仕事もしたい
卒業論文は、
「AIは人の暮らしを本当に豊かにするのか」
といっ
たテーマに基づき、英語で書き上げました。英語での卒論にチャ
レンジしたことは1つの自信にもなっています。英語の卒論が完
成し、晴れてTGLのGOLDを取得することができました。
入学時は教師を志望していた私ですが、TGLをはじめとするさ
まざまなプログラムで充実した4年間を過ごし、視野が拡大。IT

とができました。面接では、TOEIC L&Rのスコアを上げるために
努力したことなど、TGLでGOLDを取得するために、積極的に取

り組んだ姿勢を高く評価してもらいました。
就職先では海外の仕事を任されることもあるようなので、今か
らとても期待しています。東洋大学での学びを礎に、さらに飛躍
できるよう、就職後も自分を磨いていきたいと思います。

分野に興味を持つようになり、就職も IT 企業から内定をもらうこ

東洋大学（Toyo University）
1887年、哲学者・井上円了によって創立される。建学の精神は「諸学の基礎は哲学に

あり」
「独立自活」
「知徳兼全」。2012年に創立125周年を迎えるにあたり、
「哲学教育」

「国際化」
「キャリア教育」
の3つに力を入れることを決議。2014年にはスーパーグロー

バル大学創成支援事業に採択され、世界を舞台に活躍し新たな価値を創造するグロー

バル人材の育成を加速させる。2017年、新たに国際学部（グローバル・イノベーション
学科、国際地域学科）、情報連携学部（情報連携学科）
など、3学部4学科を開設。同時

に情報連携学部の就学キャンパスとして東京・北区に赤羽台キャンパスをオープン。首
都圏5つのキャンパスに、文系から理系まで幅広い学問分野を擁する。
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コミュニケーション能力と
英語力の両立が重要
〜グローバル企業が求める人材像とは 〜
アメリカ・ニューヨーク出身のロッシェル・カップ氏は、日本企業の海外
進出や海外企業の日本拠点をサポートしているコンサルティング会社「ジャ
パン・インターカルチュラル・コンサルティング」を創業し、現在は異文化コ
ミュニケーション、グローバル人材育成などを専門とする経営コンサルタン
トとして活躍しています。高校時代から日本に強い関心を抱いていたロッ
シェル氏は、イェール大学で日本文化に関する科目を専攻したほか、日本
の銀行で2年間勤務した経験もお持ちです。日本、そしてグローバルビジネ
スに精通されているロッシェル氏に、今後社会に出ていく若者に向けたグ
ローバル人材に必要とされる素養について伺いました。

ロッシェル・カップ

日本企業の海外進出のコンサルティングを行うジャパン・イン
ターカルチュラル・コンサルティングの創業者。アメリカ・ニュー
ヨーク州生まれ。イェール大学を卒業後、米国系コンサルティ
ング会社を経て、1988年より日本の銀行の東京本社に勤務。
1992年にシカゴ大学大学院を卒業後、1993年には『雇用摩
擦̶日本企業の文化破壊』を上梓する。現在、異文化コミュニ
ケーションやグローバル人材育成分野で力を発揮している。

〜 企業が求めるグローバル人材とは 〜
言語を習得した上で自分を表現することが重要
現代はグローバル化が急速に進んでいます。もはや海外の人
と交流せずに生きるのは、不可能と言っていいでしょう。私自身
もアメリカ、日本、イギリス、メキシコと、世界各国でビジネスを展
開していますが、そこで感じるのは、紛れもなく英語がビジネスの
公用語であるということです。特に管理職層においては、日本人
も現地の人も、みな共通言語である英語をつかってコミュニケー
ションしています。
さらに海外進出している日本企業の管理職層にとって望まし
いのが、現地の言葉を習得することです。現場を知ろうと思った

ら、やはり現地の言葉でコミュニケーションできることに越したこ
とはありません。世界的に見て中国語やスペイン語を母国語と
する人は多いので、そうした言語が話せると有利になるでしょう。
ただ大切なのは、外国語が話せるだけでなく、自分の意志や考え
を伝えられるかどうかです。会話でも、文章でも、自分を表現す
ることは、グローバルで活躍する上で非常に重要です。

「クリティカルシンキング」
は重要なスキル
グローバル人材となるには少なくとも英語が話せること、そして
自分を表現できることが必要だとお伝えしました。もう1つ大切
なのが、クリティカルシンキング（論理的思考力）
です。私は日本
の銀行で 2年働いた経験があるのです
が、ある時上司から
「あなたは理屈っぽ
い」
と言われたことがあります。論理的
な考え方が求められるアメリカには、
そもそも
「理屈っぽい」
という言葉がな
いので、はじめはどういう意味かわかり
ませんでした。しかし、後からその否
定的な意味を知り、少々腹立たしく感
じたのを覚えています。
日本人が自分の考えを伝える上では
「 起 承 転 結 」が 大 切だと教わります。
確かにストーリーとしては美しいと思

いますが、論理的かと言われるとどうでしょう。また
「阿 吽の呼
吸」
のように、曖昧さも美徳とされますが、これも論理的ではない
と言えます。各国の競争力を示すあるデータにおいて、日本の国
力は5位と評価されながらも、クリティカルシンキング力は70位
と大きく順位を下げていました。これから日本人が世界で活躍
するためには、物事を論理的に考え、それを的確に表現する力が
不可欠です。クリティカルシンキングは、大学でも十分に鍛える
ことができます。社会に出る前に物事を論理的に捉える力をつけ
ておきましょう。
さらには、多様性への理解も重要です。日本の企業ではグロー
バル人材の確保として外国人の採用が進んでいますが、実情は、

入社して日本人と違う行動を取ると指摘されるケースも多いと
いいます。表面的な多様化だけではなく、
中身も伴わなければ意
味がないと思います。若い頃からさまざまな環境に身を置いて、
世界
の多様性を感じるチャンスを自らつくっていく必要があると感じます。
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好奇心を持ち続けること
グローバル人材となるためにさらに求められる要素が、強い
好奇心を持っているということでしょう。相手はどんな人なのか、
世の中はどうなっているのか、未来をどう切り拓くのか、これらは
全て好奇心あってこそのことです。幅広い分野に興味を持ち、自
ら探究する姿勢は非常に役に立ちます。
日本では就職に不利になる、大変そうなどの理由から、留学す
る大学生の数が減っています。日本人の好奇心が薄らいでいる
表れです。また、大学入試で燃え尽きてしまい、授業をさぼる学
生も日本では珍しくありません。暗記中心の勉強で疲れ果てて
しまうのは無理もないかもしれませんが、非常にもったいないこ
とだと思います。

好奇心が生まれるには、余白の時間が必要です。日本の中高
生は勉強をどんどん詰め込まれ、暇な時間がほとんどありません。
ですから、いざ大学生になって時間にゆとりができても、有益な
時間の過ごし方がよくわからないのだと思います。現代はものす
ごいスピードで変化しています。その動きはさらに加速していく
でしょう。そのような状況下では、新しいことに関心を持ち、学び
続けることができなければ、生き残ることさえ難しくなるのです。
人、社会、世界に目を向け、好奇心を糧に一歩踏み出す勇気が
必要です。

〜 真のグローバル人材となるために 〜
英語能力を高めるにはともかく使う機会を
今の日本の英語教育は、文法に力を入れ過ぎていると思い
ます。もし、真の英語力を身につけたいのであれば、
たくさん聞き、
たくさん話すこと。これに勝るものはありません。たとえば、地域
の外国人に日本語を教える、外国人留学生と交流するなど、日本
にいても外国人とたくさんコミュニケーションをとることは英語力
の上達に結びつきます。
また現在はオンライン英会話レッスンや、オンライン上でのラ
ンゲージエクスチェンジ、ハーバードをはじめとする海外大学の

講義を聴講できるサイトなど、ネットを通して英語に手軽に触れ
ることができます。ある日本企業の社員の方で、シリコンバレー
に 6 週間研修に来た人がいました。流暢に英語を話すので
「海外
に住んだことがあるのですか？」
と聞くと、ないとのこと。実は研
修が決まってから、オンライン英会話で1日1回必ず練習して英語
を身につけたそうです。20年以上前、私が日本語を学んだ時の
環境とは劇的に変化していてうらやましい限りです。こんなチャ
ンスを使わない手はないと思います。

英語の語彙力が自らの品格を高める
単にグローバル人材としてだけではなく、一段上の
「グロー
バルエリート」
を目指すことで、活躍の場は一層開けるでしょう。
そのためには語彙力を高めなくてはなりません。多くの言葉を
知っていることは教養の裏付けであり、より高度な意思疎通を可
能にします。実際、アメリカの大学入試では、語彙力が試される
こともあります。英語はゲルマン語、ラテン語、フランス語といっ
たいろいろな言語の影響を受けて成り立っているので、語彙が豊
富です。どの語彙を選択するのかが重要な鍵となってきます。

英語の語彙力を高めつつ洗練した英語を話すために何をした
らよいのか、そんな質問をよくいただきますが、私がいつも良質
な教材としてお薦めしているのは、表現力に秀でた人のプレゼン
を集めたTED Talk 、
1950 〜 60年代の映画、ケネディ大統領や
オバマ大統領のスピーチなどを聞いてみること。これらの英語は
非常に洗練されたものであり、
「グローバルエリート」にふさわし
い英語だと考えています。

外国人と積極的に接する機会を持つこと
日本人の中には、グローバル化とアメリカナイズを勘違いして
いる人も見受けられます。グローバルとはアメリカのみならず、
ヨーロッパ、アジア、アフリカなど全世界のことを指しているので
あって、アメリカ＝グローバルではありません。
また、
日本人は自己肯定感が低いとも言われますが、
日本もグ
ローバルの中の1つであって、自国のことを否定する必要は全くあ
りません。日本人としてのアイデンティティを確立しながら、相手と
の違いを認識し、どうやってそれを埋めていくかを考えるべきです。
グローバル人材に必要な素養は、多くの方法で身につけること
ができると思いますが、若い時に外国人と接する機会を持つこと
はとても重要になります。外国人と触れ、学生のうちに経験から
学ぶ、その習慣をつけることで、グローバルに活躍できるビジネス
パーソンに一歩近づくことができるでしょう。
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今を真剣に生きる人々にこそ
聞いてもらいたい

6人のリアルストーリー

多様性を体感するトークイベント

KIZASHI を初開催
（兆し・きざし）

同調圧力の強い日本文化で育つ若者に、
「世界は多様である」
ことを感じてもらうべく、IIBCは、トビタテ！留学JAPAN日本
代表プログラム、立命館アジア太平洋大学（APU）
の協力を得て、2月2日、都内で
「未来を語るトークイベント 〜KIZASHI〜」
を初開催。さまざまな境界を超えて活躍する６人のスピーカーを迎え、自らの体験を語っていただきました。

現在、DAncing Einstein Co., Ltd.の

内山沙綾香さんはミャンマーでハーブ栽

FOUNDER CEOとして脳神経科学の事業

培事業を立ち上げましたが、軌道に乗せら

を展開している青砥瑞人さんは、
日本の高

れず、道半ばで会社を去ることに。一時は

校を中退後、自ら道を切り拓いてUCLAへ

落ち込む時間も多かったと振り返ります。

進み、飛び級卒業。
「 学んだのは不確かな

しかし、実際は何も失っていないばかりか、

未来にワクワクすること。チャンスは迎え

自分にとって大切なものに気づくきっかけ

にいくもの」
と訴えました。
大学在学中の潟中弘貴さんはU-15、
16

青砥 瑞人 さん

になったと語り、
「みなさんは何を大切にし
ていますか？大切なものを大切にできてい
ますか？」と問いかけました。

世代別日本代表に選出されるほどでした

フリーランスで活動するミュージカル俳

が、大学2年でサッカー部を退部。その後、
大学の講義で知った難民問題に強い関心

優の春日希さんは、ブロードウェイの舞台

を持ち、トビタテ！留学 JAPANプログラム

に立つことが夢。しかし、夢は将来変わる

の 6 期生としてイタリア、南アフリカで難民

ことがあっても
「心のままに進んで、自分ら

支援活動に参加。
「自分に素直になれる社
会にしたい」
と日々の葛藤を語りました。

潟中 弘貴 さん

ベトナム出身のマイ ホアイ ジャンさん

マイ ホアイ ジャン さん

内山 沙綾香 さん

しく生きられればいい」
と主張。最後は友

春日 希 さん

人で同志でもある鈴木晴絵さんと共にパ
フォーマンスを披露し、会場を沸かせました。

は、ベトナムの伝統文化である乗り物を使

トーク終了後に開催された交流会には、多くの参加者が出

用した
「シクロリムジン」
を東京・銀座で運

席。6人のスピーカーたちや参加者同士の間で積極的な交流

行しています。ビジネスに苦戦することも

が行われていました。参加者からは
「部活を辞めたばかりだっ

ありますが、
「美しいベトナムの文化を広め

たので、同じ経験を持つスピーカーの話が聞けて、今の生き方

る」
ことを軸に、日本とベトナムの架け橋と

に自信が持てた」
（10代女性・大学1年）。
「アイデンティティに

なるべく奮闘していることを伝えました。

悩むことがあったが、勇気づけられた」
（20代男性・大学4年）。

ガーナ人の母親と日本人の父親を持つ

「多様性や同調圧力のテーマに興味を持って参加。何を大

矢野デイビットさんは、日本で生活をして

切に生きるかきちんと向き合っていなかったことに、ハッとさ

いましたが自らのアイデンティティを求め

せられた」
（20代女性・会社員）などの声が聞かれ、参加者が

てガーナへ。しかしそこでは答えは見つか

大いに触発されるイベントとなりました。

らず、結局、自分の内側に答えがあること
を悟ります。
「 外ではなく、内を見つめてほ
しい」
と呼びかけました。その独特な語り
矢野 デイビット さん

口調に、強く心を揺さぶられた参加者も多
かったようです。

当日のトークの模様は、グローバル人材育成プログラム

Facebookページ（http://fb.com/iibc.GHRD）
およびIIBCグローバル人材育成プログラムTV（3月下旬頃より）
（https://bit.ly/2UVlbUF）
でご覧いただけます。
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英 語 がもたらした 私 のター ニングポイント 第5回 — KAISHI KATSURA —

英語も落語も、
場数を踏めば
自信が生まれる
英語による落語の第一人者である桂かい枝さんは、落語
家になってわずか4年ほどでアメリカ公演を成功させました。
現在は海外公演も精力的にこなしながら、客員教授として
大学で講義も受け持つかい枝さんに、英語で落語をするよ
うになったきっかけ、落語を翻訳する難しさ、大学での指導
などについてお話を伺いました。
落語家

桂 かい枝さん
日本の笑いを世界に
人を楽しませることが大好きで、大学卒業後はエンターテインメ
ント系の仕事に就きたいと思っていました。お芝居、お笑いなどさ
まざまなジャンルを観る中、五代目
（先代）桂文枝師匠の落語と出
合います。その芸の奥深さに惚れ込み、弟子入りを決意しました。
落語は江戸
（関東）
と上方
（関西）
ではシステムに違いがあります。
関東は
「前座」
「二ツ目」
「真打ち」
とランクが3つあって、それぞれ何
年も修業する必要がありますが、私も属している上方は、師匠に数
年間ついた後は自由に活動することができます。
私は学生時代から英語が好きで、外国人船乗りが多く集まる
バーに通っていました。ある時、外国人から
「落語家なら一席聞か
せてほしい」
と言われます。とっさのことでうまく話せないでいると
「そもそも日本人が『笑い』とは、想像がつかないなぁ」
と言われ、
悔しい思いをしました。それからというもの、外国人を笑わせる
ため英語で落語をしたいという気持ちがふつふつと湧いていきま
した。
そんな折、
「日本笑い学会」
という団体から、アメリカで日本の笑
いを興行したいとのオファーがありました。もちろん快諾しました。
1年の準備期間を経て、1998年、私自身初となる英語による落語

をアメリカで披露しました。公演前は不安もありましたが、本番で
は笑いがたくさん起こり、
「無口で真面目」
という日本人のイメージ
を覆すことができたように思います。この公演がきっかけであちこ
ちから声がかかり、英語圏をはじめ、インド、ブルネイ、マレーシア
など、これまで世界25カ国で英語落語を行いました。
中でも印象深かったのがサウジアラビアでした。宗教上、男女が
顔を合わせることが許されませんので、客席の真ん中に壁を設け、
私はその間に座ります。男女それぞれの客席に顔を出しながら落
語をするのはとても新鮮でした。しかも女性は顔を布で覆っている
ため、笑っているかどうかは布がかすかにゆれることでしかわかり
ません。観客の反応が気になる私としては幾分戸惑いましたが、
貴重な経験でした。
また昨年は、サンフランシスコの桜祭りに呼ばれました。お客様
の中には日系人の家族も多く、
『初天神』
という親子が手をつないで
縁日に出掛ける演目を演じると、シニアの方々がすごく懐かしんでく
れ
「涙が出た」
とおっしゃっていたのが印象的でした。反対にお孫
さんは日本文化をよくご存じでないので、自分のルーツにこんな文
化があるのだと感心されていて、私も嬉しくなりました。

落語を英語に訳す難しさ
落語の英訳は自ら行っていて、最終チェックをネイティブにお願
いしています。ただ単に翻訳するだけではなく、観客に合わせて内
容も工夫をしています。例えば古典落語の名作『まんじゅうこわい』
では、まんじゅうとお茶が出てきますが、英語落語ではピザとコー
ラにするなど、伝わりやすさを重視しています。
また
「拙者は○○だ」
「あっしは○○です」など、日本語は主語だ
けでも多様です。また語尾を
「○○やねん」
とすれば関西人だとわ
かります。表現が多彩なので、人物が多く登場しても混乱しにくい
のです。その点、英語は主語が限られていますので、多くの登場人
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物が出てくるとわかりにくくなる。ですから、英語落語で演じる際に
は登場人物が把握しやすいもの、そして
「物を食べる」など仕草が
大きく、起承転結がはっきりした演目を選んでいます。
落語はちょっとした一言や、言い方1つで面白さが大きく変化し
ます。人力車でぶつかりそうになった登場人物のセリフを
「あぁ怖
かった」
と英語で表現していたのですが、外国の方から
「ちびりそう
になった、にしては？」
とアドバイスをもらい実行すると、笑いが増え
るようになりました。英語でも日本語同様、言い方がとても重要だ
と認識しました。

英語がもたらした私のターニングポイント 第5回 — KAISHI KATSURA —

大正時代、海外の文筆家たちが日本を訪れ、歌舞伎や文楽など、
芸能を観て回ったそうです。その結果、
派手な衣装やメイクを用い、
ビジュアルで魅力的な歌舞伎のことは早くから海外でも紹介され、
英語の辞書にも取り上げられています。ところが当時、落語は全く
取り上げられていません。言葉だけで表現する落語の奥深さは伝
わりづらかったのだと思います。
本来、落語は人物の妙で笑わせるものですが、
「君の英語は自信
がなさそうだ」
とアメリカ人の観客から言われたことがあります。な
ぜ伝わりにくいのかなと試行錯誤するうち、段々と表現が大げさに
なっていきました。極めつきは、公演のために1年間アメリカに滞
在していた時のこと。オーバーアクションにすると笑いが大きくなる
ので、すっかりそれが染みついていました。ところが日本に戻ると

今度は日本の観客から
「あなたの落語は
出過ぎ」
と言われ、全く笑いがとれません
でした。日本人は、例えば花火であれば
打ち上げてから花が開くまでの静寂を楽
しみますし、相撲の立ち会いでは間を大
切にします。日本では
「引き」
や
「協調」
を
重視するのに対し、英語圏は
「押し」
や
「主
張」
を重んじる。2つの文化には大きな違
いがありますので、
これから英語圏で活躍
しようと考えている人は、日本よりも一歩
二歩相手に踏み込むことを意識するとい
いかもしれません。

外国人を英語で笑わせる醍醐味
現在、大阪樟蔭女子大学の客員教授と名古屋大学の非常勤講
師を務めさせてもらっています。大阪樟蔭女子大学では英語による
小咄や落語を指導していて、最終的には外国人を含めた200人ほど
が見守る学内の舞台で発表してもらいます。はじめは自己紹介すら
まともにできない学生が多いのですが、2人1組になって小咄の役を
演じてもらうことから始め、15 回の講義で、褒めて褒めて伸ばしてい

きます。すると、
もともと表現者を志望している学生ということもあっ
て、どんどん上達していくのです。舞台に立つ頃には、英語が多少な
りとも話せるようになっているのはもちろん、演技力も身についてい
ます。舞台で外国人の笑いを誘うと、自分の英語が伝わっただけで
なく人を笑わせることができたと、とても感動してくれます。受講生
の就職率はよいらしく、中にはプロの落語家になった学生もいます。

場数を踏めば自信が生まれる
私が海外公演などを通じて感じるのは、英語を道具として使いこ
なせるに越したことはない、ということです。たとえ、つたなくても
自分の言葉で発信することが肝心です。英語でも国や地方によっ
てなまりがありますし、普段英語を使う人のうちネイティブは圧倒
的に少数派です。発音があまり上手でないからと尻込みせず、積極
的に話しかけることが大切です。自分の言葉で話せば、通訳を介す
るよりも想いが伝わるでしょう。英語を話すことができれば、旅を
していても楽しいですし、人生を何倍も面白くしてくれます。
ニューヨークに滞在中、新作の英語落語をつくったことがありま
す。日本人は、エレベーターが閉まった後もずっとお辞儀をしてい
るのに、麺は音を立ててすする。礼儀正しいのか正しくないのか、
よくわからない不思議さをテーマにしたら、ものすごく笑っていただ
きました。今ではこれが鉄板ネタの1つとなっています。

海外公演の場合、20年の経験で積み上げ、練り上げた英語落語
の演目は、ほとんど滑ることはなくなりました。繰り返しお客様の前
で演じてきた経験の力だと思います。一方、初めての演目をお客様
の前で披露することを
「ネタ下ろし」
と言いますが、この時は海外で
も日本でも同じように緊張します。今回のネタは通用するかと、
いつ
も気をもんでいます。落語に限らず、自己紹介もプレゼンも、どれ
だけ経験を積んだかで安心できるようになると思います。いい反
応が返ってくることがわかれば、動じることがなくなるのではないで
しょうか。
よく落語の世界では、ネタを50 回繰る
（暗誦する）のと、人前で
1回やるのとは、同じくらい価値があると言われます。想像するだけ
ではなく、
実践して反応を得ること、
これは英語を身につける上でも
同じことだと思います。

あきらめずに挑戦する気持ち
2012年には、全国の中学校で使われる英語
の教科書に私の活動と英語落語が取り上げられ
ました。現在は、
『 ENGLISH RAKUGO LIVE 』
と
題して、全国各地の子供たちに英語の楽しさを
伝える活動を行っています。また、中高生を対象
にした英語小咄コンテストも主催していて、もっ
と英語による小咄や落語を世に広めていきたい
と考えています。英語小咄を学ぶ中高生の満足
度は大学生と同じように高く、人を笑わすことの
喜びは他に代えがたいようです。これから留学
を考えている人も、まずは英語小咄を覚えてみて
はいかがでしょうか。浴衣、手ぬぐい、扇子さえ
あれば海外でも簡単にお披露目できるのでオス
スメです。

私の今後の目標は、
英語の辞書に記されるほど、
海外での落語の認知度を高めることです。当初
は英語落語に難色を示す日本の方も多くいまし
たが、ようやく認められるようになってきました。
アメリカではカリフォルニアロールと形を変え、
お寿司が広まっていますし、柔道はオリンピック
種目になっています。定着するまでには、飽くなき
チャレンジがあったことでしょう。私も同じように、
挑戦し続けたいと思います。これからグローバル
での活躍を目指す人も、周りが何と言おうとやっ
てみることです。お互い、あきらめずに挑み続け
ましょう！
桂かい枝「RAKUGO in English」ホームページ

http://eigo-rakugo.com/
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「私を変えた身近な異文化体験」をテーマに英語で想いを伝える
第 10 回

IIBC エッセイコンテスト表彰式

高校生を対象に、2009年にTOEIC 30周年の記念事業として
始まった
「IIBCエッセイコンテスト」。記念すべき第10回を迎えた
2018年度は「私を変えた身近な異文化体験」をテーマにした英語
のエッセイを募集し、本選・奨励賞合わせて1700名を超える皆さ
んから応募をいただきました。
2018年11月10日（土）、第10回 IIBCエッセイコンテスト表彰式
をホテルニューオータニで開催しました。表彰式には受賞者のほ
か、審査員、過去の受賞者、ご指導いただいた先生、保護者の皆
様など、約50名の方々にお越しいただきました。

181作品の応募があった中、見事、本選の最優秀賞に輝いたの
は攻玉社高等学校1年の正岡優一さんでした。正岡さんは受賞
のスピーチで
「今まで私を支えてきてくれた家族、国内外でお世話
になった先生方をはじめとする皆様、そして大会運営の各関係者
の方々に、心より御礼申し上げます。本当にどうもありがとうござ
いました」
と、周囲への感謝を述べました。
表彰式後に行われた親睦会では、生徒さん同士あるいは先生
を交えての交流が行われ、エッセイのこと、海外生活のこと、将来
のことなどについて、皆様笑顔で楽しそうにお話しされていました。

受賞者
最優秀賞
優秀賞
特別賞

日米協会会長賞
奨励賞

正岡 優一 さん（攻玉社高等学校 1年）
星見 友香 さん（東京都立小石川中等教育学校 4年）

近 由梨子 さん（頌栄女子学院高等学校 1年）

シーマンズ ひまり さん（獨協埼玉中学高等学校 2年）

酒井 道武 さん（早稲田大学系属早稲田渋谷シンガポール校 2年）

屋比久 凜 さん（ラ・サール高等学校 1年）

田中 裕大さん（津田学園高等学校六年制コース 2年）
シーマンズ ひまり さん
（獨協埼玉中学高等学校 2年）

特別賞とダブル受賞

平林 志康 さん（聖光学院高等学校 2年）

田中 裕大さん
特別賞とダブル受賞
（津田学園高等学校六年制コース 2年）

呉 悠 さん（東京都立小石川中等教育学校 4年）

25校、1508名

本選受賞作品、および奨励賞に参加された学校はIIBC公式サイト
（https://www.iibc-global.org/iibc/activity/essay/2018.html ）
にてご確認いただけます。
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受賞者インタビュー

読み手の心をぐっとつかめるよう、冒頭には特に気を配りました
エッセイは、しばらくの間、頭の中で構成を練ってから、2〜 3時

間ほどで一気に書き上げました。その後、2 〜 3日寝かせてから

最優秀賞

優秀賞

特別賞

推敲を行いました。毎年、応募者多数だと聞いていましたので、
で

きるだけ審査員の方に目に留めていただけるよう意識したことは、

「Introduction「
」Body「
」Conclusion」
という、従来の形式にとらわ

れ過ぎないようにすることでした。中でも特に気を付けたところは、

冒頭の部分です。国語の授業で、出だしの文章でいかに読み手の

心を掴むかが重要だと教わったことを思い出しながら、工夫を凝ら

攻玉社高等学校1年

してライティングにあたりました。また、冒頭で使用した
「silence」

正岡 優 一 さん

などの言葉を文末でも使用することで、印象的な読後感になるよう

高校に入ってから英語ディベート部に所属した私は、英語で表現

しまとめる力がどれくらいあるのか腕試しをしたいと思っていまし
た。インターネットでいろいろ探したところ、IIBCのエッセイコンテ

にも配慮しました。

帰国してから今年の夏で間もなく7年が経ちますが、英語力維

持のため、英語スクールに毎週 2時間通いつつ、日頃から英文の

ニュースを読むなど、英語に触れる機会をできるだけ工夫して作っ

ストを発見。エッセイのテーマが
「私を変えた身近な異文化体験」

てきました。実際に、英語のエッセイもあまり気負わずに取り組

ないかと、応募することに決めました。

の、実際に最優秀賞と連絡を受けた時には
「本当に？」
と疑いました。

現地のオランダ語の幼稚園で過ごしました。最初は言葉も通じず、

いたことを大変ありがたく、そして、誇りに思いますし、今後の英語

であったため、幼少期にベルギーで過ごした経験が生かせるのでは
父親の仕事の都合で 6歳の時にベルギーに渡り、最初の半年間を

向こうの子どもたちと仲良くなるのに戸惑いましたが、サッカーをし

ている仲間たちの輪に思い切って入ったところ、言葉がうまく通じ

むことができました。正直に言うと、ある程度の自信はあったもの

予想外の優れた結果に驚きましたが、自分の表現を認めていただ
学習において大きな励みにもなることと思います。

また、副賞としてAFSの短期留学という大変貴重な機会をいただ

なくても、スポーツを通じて一気に距離が縮まるということを経験

くこととなり、8つある留学先の中からイギリスを選ばせていただき

小学校でも、同様に生かされることとなり、スポーツは言語を超え

とで、また新たな一歩を踏み出せることと思っています。将来は、語

中に残っていたため、今回のエッセイのベースにしようと考えました。

少しでも社会に貢献できるよう、日々努力してまいりたいと思います。

しました。そして、この経験は、その後に 3年間通ったイギリス式の

たコミュニケーションである、という実感が非常に印象深く自分の

正岡 優 一 さん 受賞作

ました。イギリス式の学校という幼い頃に学んだ原点に立ち返るこ
学力を生かしつつ、経験を重ねながらさまざまなスキルも身につけて、

“The Little Ball Moves the Big Ball”

The eastern sun broke the silence of darkness and announced the
beginning of another winter day to the little town of Leuven, Belgium.
It wasnʼt always a pleasant experience, to make my way, through the
freezing dawn, to a Kindergarten where I had no one to talk to.
It was when I was 6 years old that my family moved to Belgium, where
I had no choice but to go to a local kindergarten where everyone spoke
Dutch, a language that I did not understand at all. Of course, I wasnʼt
completely helpless, for I knew the two words: “toilet!” and “help!”, both
of which are, needless to say, English.
So it was, that I was on my way to another day at the Dutch
kindergarten, not expecting to find out that I had a universal means of
communication: football. As soon as I saw a crowd gathering around a
football in the playground, I made my mind up to join them, and I scored!
Occupied by excitement and joy, me and the Belgian boys rushed to each
other and embraced one another. This is how my friendship started on
that alien planet, and after ten years, it still remains in my mind as an
unforgettable moment.
It is more than evident that this experience had taught me a universal
and timeless law: sports are a universal language. Communication can
be about conveying and sharing emotions without the use of language:
which include, playing sports, dancing to music and sharing pieces of art.
They are a universal means of communication that allows anyone to get
closer to anyone from anywhere of the globe; and that is where I find the
solution to overcoming cultural and language barriers, especially in an
entangled world as todayʼs.
As I moved onto primary school and joined a British school in Brussels,
there no longer was a barrier for me, for I knew what to do. I was
especially fortunate, because it was on my first year at the new British
school that the 2010 Football World Cup was held. Every morning we
would find ourselves highfiving each other to share the excitements

of last nightʼs game, and every breaktime we would be laughing at
our original goal performances. It has been a truly glorious time to be
connected interculturally with one little ball.
To further expand on this, let us look into a historical example of a
sport connecting, not just individuals, but also nations. In 1971, at the
World Table Tennis Championships in Nagoya, a 19-year old American
player hopped on to the bus of the Chinese national team. All the
Chinese players on board directed an eye of suspicion at the unexpected
guest, but the silence was soon broken when one of the Chinese players
started talking to the American through an interpreter, which resulted in
the exchanging of pictures and T-shirts, despite the Chinese governmentʼs
prohibition on having contact with the players of the U.S. After this
incident was reported worldwide, Chairman Mao Zedong perceived this
as a chance, and invited the Americans to a Ping Pong competition in
China, only 3 days after the event. With the Cold War at its height, this
tiny connection through sport united political enemies, broke 22 years of
diplomatic silence, and even lead to the visiting of China by U.S. president
Nixon on the following year.
It must not go without saying that Japan is lucky to have the
opportunity to play the same role it played in the ping pong diplomacy
in the next two years: 2019 Rugby World Cup, and the 2020 Olympic
Games. Now, I strongly feel that it is my job to make use of my experience
and my linguistic abilities to be of some help in globally connecting our
world in Japan again, like how I built friendship in Belgium and how PingPong once formed international relationships.
Let me conclude with Mao Zedong ʼ s comment on Ping Pong
diplomacy: “The little ball moves the big ball.”
I firmly believe that the same goes with football, and every other sport,
and that sports are always there for you to break and overcome any
intercultural silence. [694words]
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IIBC ENGLISH CAFÉ in 金沢

IIBC × 金沢青年会議所

〜 英語で話そう！

Chat, Challenge, Change 〜
2018年

10 3 水

7

日

HARMONIE ハルモニー金沢／
Kanazawa Music Bar テラス

北陸新幹線開通後、
外国人観光客も増加し、
英語をはじめとする
外国語に触れる機会が増えた金沢。北陸初のIIBC ENGLISH CAFÉ
はその金沢で開催しました。
金沢で英語に対する意識や活用状況を調査したところ、英語の
必要性を感じつつも、なかなか一歩を踏み出せない英語初心者が
多いことがわかりました。そこで、金沢では、英語で話すことの楽し
さを感じていただけるコンテンツを用意しました。

イベント紹介
初日と2日目は
「挨拶から学ぶおもてなし英語講座」
と
「外国人が

気になる金沢のあれこれ。どう答える？」の講座を開催しました。
金沢を訪れた外国人を
「おもてなし」
するための英会話フレーズや
道案内、金沢のおすすめスポットの紹介の仕方を学びました。後半

は、ペアになり、習った表現を実際に話す実践練習をしました。

5日は日本人と外国人がリラックスしながら会話を楽しめる「北陸
English Party」。英語でドリンクを注文すると一杯が無料になる
イングリッシュチャレンジは大好評で150名以上の方々が参加。外
国人と英語で話すのはもちろん、日本人同士でも英語で交流を深

め、金曜の夜を楽しみました。

週末はスペシャルゲストトークと少人

数でネイティブスピーカーとの会話を楽

しむフリートーキングテーブルを開催。

6日のゲストは“Facebook社で唯一英語

が話せなかった”森岡康一氏に、入社後

にどのように英語を習得していったのか、

具体的な方法をご講演いただきました。

最終日は、NHK
「おもてなしの基礎英語」
の講師としてもご活躍の

井上逸兵氏に、日本と英米のおもてなしの原理、考え方の違いから
説明していただきました。参加者の皆さんは、
「もっと英語を勉強し

て話せるようになりたい」
と刺激を受けていました。

協力会社よりコメント

思っていた以上に
「英語で会話を楽しみたい」人が
金沢に多いことを実感しました
当社はインバウンドをキーワードに、ホテルをはじめとする飲食
店などを竪町商店街に展開しています。今回、IIBCから金沢青年
会議所を介して、IIBC ENGLISH CAFÉのオファーをいただいたと
きには、
「待ってました！」
という感じでした。金沢青年会議所も当
社の取り組みにマッチしていると白羽の矢を立ててくださったのだ
と思います。
近年、金沢も海外からの観光客が増えていますが、実際に接客
を行う一部のサービス業の方を除くと、ハードルの高さからか、な
かなか英語で交流されている方はいらっしゃらないようです。
今回は5日間の開催でしたが、ほとんど英語が話せないという
方から、TOEIC L&Rスコアが900点クラスの方まで多くの人にご
来場いただき、毎日参加してくださる方も少なくありませんでした。
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株式会社 SLACKTIDE
ディレクター

安田 奈央

氏

（金）
の夜に開催した
「北陸English Party」
は告知
特に、10月5日
期間が短かったにもかかわらず、80名程度を予想していたのです
が、
その倍近い人数の方が参加してくださり、大盛況でした。パー
ティーでは日本人同士も英語で話されているシーンも多く見ら
れ、この街に住む方々の英語への渇望感は想像以上に強いと感
じました。
当社の運営する飲食店でもランゲージエクスチェンジのイベン
トを開催することがあるのですが、今回のIIBC ENGLISH CAFÉ
を開催して、よりハードルを下げて気軽に英語を使える場を作るこ
とが大切だと気づかされました。IIBCとのコラボも私たちだけで
は思いつかない発想などのインプットが多く、また機会があればぜ
ひご一緒させていただきたいと思っています。

IIBCが提供する期間限定のカフェです。“Enjoy
Communication”をコンセプトに、カフェとい

IIBC ENGLISH CAFÉ in 熊本県益城町

IIBC × 益城町未来トーーク

うリラックスした雰囲気の中で、楽しく英語で話
す場を提供しています。地方での英語ニーズに
お応えするため、2018年は、金沢、そして熊本県
益城町で開催しました。

2018年

12 1 土

2

日

〜英語に触れよう！
英語で繋がろう！〜

益城ファーマーズビレッジファム

2016年の熊本地震で甚大な被害を受けた益城町。九州初の
IIBC ENGLISH CAFÉは、復興に向けてさまざまな活動を行ってい
る益城町未来トーークの皆さんとともに開催しました。
熊本地震の際には、町内の外国人に避難誘導や被害をうまく伝
えることができず苦労したという経験や、2019年に熊本で開催さ
れるラグビーワールドカップやハンドボール女子世界選手権大会
を控えて訪日外国人を迎えるためのコンテンツを企画しました。

イベント紹介
「災害時に使える英語を学ぼう！」
では、災害時の避難方法や避

難所での過ごし方など、慣れない土地で被災した外国人が少しで

も安心できるようにと、英語による声かけなどを学びました。町の
近隣にある会場で試合が行われるラグビーワールドカップ2019な

どに備えて、訪日外国人を迎える
ための挨拶などを学ぶ
「挨拶か

らはじめる初級英語講座」
は、参
加者同士がペアになって、挨拶

や自己紹介などを実際に行いな
がら学んでいきました。

また、地元の大学生、社会人

が震災から 2年たった今を英語

でプレゼンした
「震災から今伝

えたいこと〜英語でプレゼン〜」
や、男子プロバスケットボール

「B.LEAGUE
（ Bリーグ）
」に所属

する益城町にゆかりの深い熊本

ヴォルターズのチリジ・ネパウエ選手によるトークショー、そして

「英語でクッキング〜ハンバーガーをつくろう〜」
などのコンテンツ
に、日ごろなかなか英語に触れる機会の少ない益城町や近隣に住
む皆さんは楽しまれていました。

共催団体よりコメント

外国人への防災・減災意識を高め、
国際化・インバウンドへの対応の起爆剤にも
益城町未来トーークは、益城町の未来を担う高校生から30歳
前後の若者が集まって、益城町の復興、そして未来を語り合い、
創っていこうという集まりです。実は私は熊本県から益城町に復
興計画を立てるために派遣されてきた県職員なのですが、復興の
ための住民からのヒアリングの場に若者がいないことが問題と考
え、2016年10月にこの益城町未来トーークを立ち上げました。
最初は未来を語り合う場であったのが、実際に行動していこうとい
う動きになり、さまざまなイベントを行ってきました。今回のIIBC
ENGLISH CAFÉもその一環です。
「英語のイベ
最初、IIBCから共催のお話をいただいたときには、
ント」
を益城町でやって成功するのだろうかという不安が先に立ち
ました。しかし、検討していくうちに、さまざまな刺激を受け、
「参

益城町未来トーーク

戸上 雄太郎

氏

加した方が英語を楽しんだという体験をしてもらえれば成功だ」
と
いう意識に変わっていきました。ふたを開けてみると、キャンセル
待ちも出るほどの盛況ぶりにとても驚きました。申し込みのメール
に
「地元で英語のイベントが開催されることがとてもうれしい」
とい
う声を寄せてくださる方もいて、この人口3万人余りの小さな町で
も英語熱を持つ人が少なからずいることを強く感じました。
2019年のラグビーワールドカップが行われる熊本県民総合運
動公園陸上競技場は益城町の目と鼻の先にありますし、町内には
熊本空港もあるので、多くの外国人の方が近くまでやってくる千載
一遇のチャンスです。このチャンスを生かすためにも、今回のIIBC
ENGLISH CAFÉを起爆剤に、復興そして国際化の取り組みを加
速させていければという思いを強くしています。
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公開テストスケジュール
TOEIC®
Listening & Reading Test

回数

試験日

結果発送予定日

第238 回

2019 年

3月 10日（日）

2018 年 12月 14日（金）〜 2019 年 1月 29日（火）

2019 年 4月 9日（火）

第239 回

2019 年

4月 14日（日）

2019 年 2月 1日（金）〜 2019 年 2月 26日（火）

2019 年 5月 14日（火）

第240 回

2019 年

5月 26日（日）

2019 年 3月 1日（金）〜 2019 年 4月 2日（火）

2019 年 6月 25日（火）

第241 回

2019 年

6月 23日（日）

2019 年 4月 5日（金）〜 2019 年 5月 14日（火）

2019 年 7月 23日（火）

第242 回

2019 年

7月 28日（日）

2019 年 5月 17日（金）〜 2019 年 6月 18日（火）

2019 年 8月 27日（火）

第243 回

2019 年

9月 29日（日）

2019 年 6月 21日（金）〜 2019 年 8 月 6日（火）

2019 年 10月 29日（火）

第244 回

2019 年 10月 27日（日）

2019 年 8月 9日（金）〜 2019 年 9月 10日（火）

2019 年 11月 26日（火）

第245 回

2019 年 11月 24日（日）

2019 年 9月 13日（金）〜 2019 年 10月 8日（火）

2019 年 12月 24日（火）

第246 回

2019 年 12月 15日（日）

2019 年 10月 11日（金）〜 2019 年 10月 29日（火）

2020年 1月 14日（火）

試験日

申込期間※2

結果発送予定日

TOEIC®
Speaking & Writing Tests
TOEIC® Speaking Test

TOEIC Bridge®
Listening & Reading Tests

申込期間※1

2019 年

3月 17日（日）

2019 年 2月 1日（金）〜 2019 年 3月 1日（金）

2019 年 4月 12日（金）

2019 年

4月 7日（日）

2019 年 2月 22日（金）〜 2019 年 3月 22日（金）

2019 年 5月 7日（火）

2019 年

5月 19日（日）

2019 年 3月 22日（金）〜 2019 年 5月 2日（木）

2019 年 6月 18日（火）

2019 年

6月 9日（日）

2019 年 4月 26日（金）〜 2019 年 5月 24日（金）

2019 年 7月 9日（火）

2019 年

7月 7日（日）

2019 年 5月 24日（金）〜 2019 年 6月 21日（金）

2019 年 8月 6日（火）

2019 年

8月 4日（日）

2019 年 6月 21日（金）〜 2019 年 7月 19日（金）

2019 年 9月 3日（火）

2019 年

9月 1日（日）

2019 年 7月 19日（金）〜 2019 年 8月 16日（金）

2019 年 10月 1日（火）

2019 年 10月 6日（日）

2019 年 8月 16日（金）〜 2019 年 9月 20日（金）

2019 年 11月 5日（火）

2019 年 11月 3日（日）

2019 年 9月 20日（金）〜 2019 年 10月 18日（金）

2019 年 12月 3日（火）

2019 年 12月

2019 年 10月 18日（金）〜 2019 年 11月 15日（金）

2019 年 12月 31日（火）

申込期間※2

結果発送予定日

回数

1日（日）

試験日

第71回

2019 年

6月

9日（日）

2019年 3月

第72回

2019 年

9月

1日（日）

2019年

4日（月）〜 2019 年 5月 9日（木）

2019 年 7月 12日（金）

5月 13日（月）〜 2019 年 7月 25日（木）

2019 年 10月 4日（金）

第73回

2019 年 11月 17日（日）

2019年 7月 29日（月）〜 2019 年 10月 10日（木）

2019 年 12月 20日（金）

第74回

2020年

2019年 11月

2020年 4月 17日（金）

3月 15日（日）

5日（月）〜 2020年 1月 30日（木）

2019年6月スタート!
TOEIC Bridge®
Speaking & Writing Tests

試験日

申込期間※2

追加申込期間

結果発送予定日

2019 年 6月30日（日） 2019 年 5月 17日（金）〜 2019 年 6月14日（金） 6月17日（月）〜 6月 21日（金） 2019 年 8月 2日（金）
2019 年 9月 8日（日） 2019 年 7月 26日（金）〜 2019 年 8月23日（金） 8月26日（月）〜 8月 30日（金） 2019 年 10月 11日（金）
2019 年 11月24日（日） 2019 年 10月 11日（金）〜 2019 年 11月 8日（金） 11月11日（月）〜 11月15日（金） 2019 年 12月 27日（金）
2020年 3月 1日（日） 2020年 1月 17日（金）〜 2020年 2月14日（金） 2月17日（月）〜 2月 21日（金） 2020年 4月 3日（金）

＊上記は個人でお申し込みいただく際の申込期間です。団体一括試験申込期間（TOEIC Speaking Testを除く）
は公式サイトでご確認ください。
また、公開テストスケジュールは変更されることがございますので、最新の情報は公式サイトでご確認ください。
インターネットでの申込期間です。申込開始および締切時間、コンビニ端末申込については公式サイトでご確認ください。
（※1）
インターネットでの申込期間です。申込開始および締切時間は公式サイトでご確認ください。
（※2）

