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社会資産をつくる事業を
通じて社会へ貢献
Vol.１2 鹿島建設株式会社
1840 年の創業以来、鹿島建設は建設業界のリーディング
カンパニーとして、日本を代表する建造物を作り続けてき
た。そんな鹿島のモノづくりにはすべて、そこを訪れる人、
住まう人への思いが込められている。

日本の超高層ビルの先駆けとして知られる
霞が関ビルをはじめ、池袋のサンシャイン 60
や汐留地区の超高層ビル群など、日本を代
表する高層建築物を作り続けてきた鹿島。一
方で、日本各地のダム、道路、空港、マンショ

に及び、その事業範囲はもはや建設分野だけ
にとどまらない。
こうした状況について、人事部人事一課の
長谷川拓哉さんは次のように話す。
「時代の要請に伴い、われわれの事業分野は

ン、生産施設、さらにはスタジアム、学校まで、

変化してきましたが、それでも鹿島『建設』

われわれの生活に欠かせない大規模建築物

の名のとおり、当社の主力事業は建設事業で

の建設や社会インフラ建設も数多く手がけて

す。ひとくちに建設といっても、学生の皆さん

いる。

がイメージしやすい高層ビルやマンション、庁

また、東京駅八重洲口や秋葉原の大規模
開発プロジェクトなどを代表とするような、土

舎や学校といった公共施設をつくる『建築』
事業と、人々の暮らしを根幹から支える道路

地の入手段階から大きく関わり、付加価値を

や鉄道、ダム、トンネルといった公共のインフ

創造する不動産開発事業にも以前から力を

ラ整備を手がける『土木』事業に分かれてい

入れている。その他、先進的な建設物を造り

て、このふたつが鹿島の両輪を担っていると

上げていくための研究開発分野では、制震・

言っていいでしょう」

免震などの構造技術から環境・省エネ技術、
さらには最新のバイオテクノロジーなど多岐

しかし、昨今は公共投資の見直しが進めら
れ、国内の土木事業は縮小傾向。少子化に

東京・赤坂にある鹿島建設の本社ビル

よる国内需要の低迷なども重なり、建設業界

フとコミュニケーションできる語学力はもちろ

全体の市場規模は頭打ち状態だ。そこで海

んのこと、現地の商習慣に精通した社員の存

外市場に活路を見出そうと、鹿島をはじめ、

在が欠かせません」

国内のゼネコン各社は海外事業の強化に舵
を切り始めている。

求めるのは情熱と求心力を持った人材

「当社の海外事業は、決して今に始まったも

通常、工事現場には施工管理、いわゆる

のではなく、その歴史は、100 年以上も前に

現場監督・所長と呼ばれる技術系スタッフが

さかのぼります。近年は、シンガポールやイ

いて、専門工事会社への指示や、採算・技

ンドネシアといった東南アジアを中心とした建

術面含めて全体的な調整を行っている。他に

築事業、都市開発事業が当社でも存在感を

も、
経理や総務、
労務管理、
渉外などを担当し、

強めています。さらには、新興国の大規模イ

現地法人や工事現場のマネジメントを行う事

ンフラ建設など、その市場を中近東諸国やア
フリカにも拡大中です」

務系のスタッフも活躍している。
「われわれ人事としては、国内のみならず海外

同社の海外売上高比率はここ数年 15％程

でも活躍ができる技術系スタッフ、事務系ス

度だが、大手ゼネコンの中では頭一つ抜けて

タッフの育成強化が急務と考えています。現

いる。そんな一見、順調とも見てとれる同社

在は、海外勤務予定者向けに、国内で２週

のグローバル展開だが、課題も少なくないと

間、異文化や語学、海外での契約や保険の

いう。
「建設業界は国内を中心とした産業として発

人事部人事一課の
長谷川拓哉さん

Sadamu Saito Photo

知識を体系的に教育し、さらに実際に海外で
OJT を行う国際要員向けの研修を実施。ま

展してきた経緯があるので、海外で即戦力と

た、3 年前に新設した国際要員研修・米国

なるようなグローバル人材がまだまだ少ない

コースでは、海外の現地法人をマネジメント

のです。海外のプロジェクトでは、現地スタッ

できる人材の育成を目的に、2 年間アメリカ
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の現地法人に赴任し、OJT により人材面、

官公庁の方からさまざまな技能を持った職人

情熱を持って取り組める方に来ていただきた

経理面などのマネジメント能力を磨いてもらっ

さんたちまで非常に多様です。そういった人

い。私たちのつくる道路や橋、オフィスや住

ています」

たちをまとめあげていく力というのは、頭がい

宅は人々の暮らしをより豊かにしてきました。

海外では、現地のローカルスタッフが現場

いだけ、技術力があるだけでは、絶対にうま

それはいつの時代も変わりません。多くの人

監督を担当し、鹿島の社員が全体的なマネジ

くいきません。現場の人たちを動かせる求心

に利用され、感謝される、やりがいある仕事

メントを行うことも多い。マネジメント能力や

力、つまりはコミュニケーション能力のある人

なのです。そして、土木や建築専攻の方以外

コミュニケーション能力の高い人材は、あら

が前提となります。それは国内も同じ。

でも、機械・電気や情報系、さらには文系

ゆる業界からひっぱりだこだろうが、建設業
界ではひときわ求められている。
「当社の社員が担当する工事の関係者には、

語学力に関しては、ある程度は後からつい

の方や女性まで、当社には誰もが活躍できる

てくると考えており、採用の必須要件とはして

フィールドが必ずあります。興味があるようで

いません。それよりも建設の仕事が好きで、

したら、門を叩いていただけるとうれしいです」
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試行錯誤を繰り返しながら
契約にこぎつけるやりがいのある仕事

押尾 郁恵 さん

鹿島建設株式会社
海外土木支店 管理部 企画・総務グループ

鹿島建設株式会社

1840 年創業。1880 年、初めて鹿島組の商号で鉄道工
事に着手して以来、主に土木工事を施工。昭和に入って
からは建築部門も拡充強化し、日本初の超高層ビル「霞
が関ビル」
を建設した。不動産開発事業にも強みを発揮し、
大規模・複合プロジェクトを戦略的に展開している。本社
を東京に置き、12 の国内支店と 1,800 カ所余りに及ぶ
事業所で約 8,000 人の社員が活動。アジアやアフリカ、
米国など 20 カ国以上の国々でも、さまざまな建築、土木、
開発プロジェクトを手掛け、グループ全体で 1 兆 3,000
億円前後の売上規模を持つ世界的な総合建設会社。
http://www.kajima.co.jp/

も素人で、何もかもが初めてでした。法令一
つにしろ、全てを覚えるのは難しいので、ま
ずは現場で重要なポイントを吸収しながら、
自分なりに調べたり、上司に聞いたりと、い
わゆるオンジョブで習得していきました。
Q 語学は得意だったのですか？
A 帰国子女でもないですし、どこかに留学
していたということもないのですが、大学生
の時、学生 NPO で、企業でのインターンを
希望する外国人留学生の受け入れ支援を行
なっていました。そこでの学生さんとのコミュ
ニケーションや外資系企業とのやりとりは全

会社経営に近い仕事といえるかもしれません。

て英語だったので、多少は話せていたのだと

もちろん海外工事と直接関わる仕事には、今

思いますが、思い返すと、よく当時の語学力

後も携わっていきたいのですが、将来のキャ

でやっていたなと思いますね。

リアプランを考えた時、契約分野の経験だけ

Q 英語を使う状況での苦労は？

では不十分だとも感じています。上に立つよ
うな人たちは、さまざまな経験をして、その

A 異動してすぐに、上司から薄めの契約書

経験に基づいて多角的に判断を下します。将

を渡されました。部内で使用している契約書

来的には決断できる立場に立ちたいと思って

のチェックポイントが記されたシートと照らし

いるので、違った観点や知識を身に付ける機

あわせて読んで、どういった内容が書かれて

会にしたいです。

いるかをまとめるように指示されたんですね。
ひと通り終えて上司に見せると、待っていたの

Q 学生へのアドバイスをお願いします。

は、
「この部分は何て書いてある？」
「ここは？」

A 就職活動であれば、ぜひとも自分が納得

という千本ノックのような質問の嵐。この訓

するまで取り組んでほしいと思います。という

練は非常に苦労しましたが、繰り返し行って

のも、内定ほしさに興味のない会社に応募し

いただいたことでかなり鍛えられました。契約

たり、面接で自分を飾ってしまうということが

の文書はほとんどの言い回しが定型で、章立

よくあると思います。しかし、最終的には自分

てもほぼ固まっているので、徐々に契約書を

が辛くなりますし、会社にとっても不利益に

読むコツがつかめるようになっていきました。
Q 心に残っているエピソードは？
A 羽田空港内の現場に勤務している頃、飛

なってしまします。逆に納得したのであれば、
たとえ第一志望じゃないとしても、今度は覚
悟を持つべきです。配属に不満があったり、
他にやりたいことが見つかったと入社直後に

行機エンジンの洗浄工場を建設しました。通

退職することは非常に無責任です。決して妥

常弊社は建物を建てるだけで、機械は他の

協せず、
責任と覚悟を胸に、
就職活動を頑張っ

専門業者が請け負うというのが一般的なので

てください。

すが、その時は機械も含めて請け負ったまれ
な工事でした。しかも、機械が日本に代理店
をもっていないフィンランドのメーカーのもの
2006 年入社。入社後 3 年間は、東京国際空港内事務所での現場事務を担当。2009 年より海外土木支店契約リス
ク管理部で、海外土木案件の契約管理を担当。2012 年 5 月より現部署

Q お仕事内容を教えてください。
A

できる限りのリスク回避策や、どう金額に落
とし込むかなどの検討を入札チームと共に行

現在は入社 7 年目で、入社からの 3 年

うのが主な業務でした。例えば、自然災害な

間は羽田空港内の現場で現場事務を担当し

どの突発的な事態が起きた際も、工期を先

ていました。工事現場での経理や総務、社

延ばしできない契約になっているのであれば、

外人材の契約、支店への報告など現場の管

そのリスクを見込んだスケジュールや金額を

理全般を行うのが、現場事務の業務となりま

設定しておく必要があるのです。

す。その後、4 年目の 5 月に海外土木支店
契約リスク管理部に異動となりました。海外
工事案件においては、厳格なリスク管理・契

Q 契約のリスク管理について、学生時代に

学んでいたのでしょうか？

約管理が必要となります。この部署では入札

A 大学は経済学部でしたので、契約の知識

図書に書かれた権利・義務の関係を把握し、

はおろか、経理も法律も、土木建築に関して

だったので、現地と直接やり取りをする必要
がありました。私たちもクライアントも初めて

押尾さんの
お仕事アイテム

の経験で、試行錯誤しながら海外メーカーと
やりとりする毎日。本当に大変でしたが、双
方の主張をまとめて、契約にこぎつけるまで
の作業が、私にとってはすごく面白く感じまし
た。お客さまからも感謝され、契約管理に強
く興味を持つきっかけとなった仕事でした。
Q 今後の目標を教えてください。
A この 5 月からは、同じ海外土木支店の管
理部企画・総務グループに再び異動となりま
した。新たな部署の仕事では、海外土木の
全体的な業績や予算の取りまとめを行うとい
うことで、その規模の大きさからも、純粋な

「英語の読み書きが多かったのでビジ

ネス法務用の和英辞典や契約文書の
書き方などはよく使いました」
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Journalist’s Eye
英字新聞記者の視点

日本のニュースを英語で発信しよう！
英字新聞 The Japan Times 記者が語る
日本の「今」を世界に伝えるための心得
——— Vol. 12 by Mizuho Aoki
日本で起こっていることを外国人に伝えるには、物事の背景を理解し、
分かりやすく説明するスキルが求められる。このコーナーでは、記事を
より深く理解し、自ら説明できるようになるためのコツを英字新聞 The
Japan Times の記者に教えてもらう。今回は、高い技術や安い治療費を
目的に海外で医療を受ける「医療ツーリズム」と、オープンしたばかり
の東京スカイツリーについて、青木瑞穂記者に伺った。
医師とのコミュニケーションには「医療通訳者」の存在が欠かせない

■外国人患者を誘致する医療ツーリズム

Millions of people worldwide travel abroad seeking high quality or
cheaper medical treatment. So-called medical tourism is a growing
market worldwide and high-tech Japan hopes to get a piece of the
action.
世界中で何百万という人々が、質の高い、もしくは安い医療を求めて海外を旅し
ている。いわゆる医療ツーリズムは、世界的に成長している市場であり、高度な技
術を持つ日本もそれに乗じようとしている。

海外で医療行為を受けようとする「医

る医療技術を医療ツーリズムに生かすこ

療ツーリズム」は、現在、世界的に盛ん

とができないかと、観光庁や経済産業省

になりつつあり、2012 年には全世界で

が推進に乗り出しています。観光庁が考

1,000 億ドル（約 8 兆円）の市場になる

えているのは主に、外国人に人間ドックな

という経済予測があるほどです。アジア

ど健康診断を目的として来日してもらい、

では特にタイやシンガポール、インドなど

ついでに日本の観光も楽しんでもらうと

で医療目的の入国者が増えています。

いった主旨のものです。一方、経産省は、

政府が「医療滞在ビザ」を発行
日本では、世界的に見て高い水準にあ

自国の病院では治療を断念せざるを得な
かった外国人患者に、日本の高い医療技
術を提供し、それによって日本の病院や

■東京スカイツリーで対テロ対策訓練

Some 1,900 people took part in a terrorism-response drill at
Tokyo Sky Tree, held about three weeks before the towerʼs May
22 opening.
東京スカイツリーの、5 月 22 日のオープンに 3 週間先がけて行われた対テロ対策
訓練に、約 1,900 人が参加した。

KYODO PHOTO

医療機器メーカーの産業振興を目指して

いる機関「メディカルエクセレンスジャパ

いるようです。

ン」によると、昨年はやはりがん患者の受

2011 年の 1 月に、日本は病院で治療

け入れ数が多かったそうです。また、チー

を受けるために滞在したい人向けに「医療

ム医療が得意であることも、日本の医療

滞在ビザ」を発行するようになりました。

現場の特徴です。

2011 年の 1 年間に、約 70 件のビ ザ が

患者と医師とのコミュニケーションにあ

発行されましたが、観光ビザやビジネス

たっては、
「医療通訳者」が活躍します。

ビザで入国して健康診断や治療を受ける

医療現場での通訳を専門に行う存在で、

ケースもあり、実際にはより多くの「医療

まだ国家資格はありませんが、経産省の

ツーリズム」経験者がいるようです。観

支援で東京外国語大学が一般の人向けに

光庁の統計によると、2011 年の日本への

特別講座を設けるなど、国中での取り組

外国人観光客 1 万 2,066 人にアンケート

みが始まっています。

を行ったところ、約 2 パーセントに当た

厚生労働省は、外国人患者向けの相談

る 261 人が、何らかの医療行為を受けた

窓口を設けるなど、医療ツーリズムの受

と回答しているとのことです。中でも多い

け入れ体制が整っている病院を認証する

のは、中国やロシアからの観光客でした。
日本はがん治療が得意
日本では特に粒子線や内視鏡といった
高度ながん治療の技術が進んでいて、医

制度を設ける準備を進めています。人口
が減少している日本にあって、外国人患
者を受け入れることで症例数が増え、医
療技術の発達に役立つといった利点も見
逃せないようです。

療ツーリズムの受け入れを専門に行って

＊ 参 考 記 事 http://www.japantimes.
co.jp/text/nn20120605i1.html

全員の参加者が展望台に上がれるわけ

の中だけで数百というお店とプラネタリウ

ではなかったので、中には不平をもらす

ム、水族館があり、この中だけで娯楽が

人もいましたが、これだけの大きな施設

完結してしまうことから、周辺の商店へ

でテロ対策訓練を行うというのは、珍しい

の波及効果は薄いのではないかという懸

試みだったようです。
地元への経済効果は？
このスカイツリー一帯は多数の商業施
設が集まった「東京スカイツリータウン」

念があります。また、周辺の住宅街では、
スカイツリーができたことで、観光客が
残すごみ、夜間の騒音といった苦情が寄
せられるようになりました。
浅草が近いことから、スカイツリーは大

となっています。スカイツリー入場者は

勢の外国人観光客の訪問も見込まれてい

東京の墨田区にオープンした東京スカ

さにある第一展望台でサリンのような有

オープン直後の 5 日間で 100 万人を突破、

ます。今後、地元にも効果が実感できる

イツリーは、高さ 634 メートル。世界で

毒ガスがまかれたら、という想定のもとに

地元の墨田区への経済効果は区内だけで

ような環境整備が進められていくのかも

最も高い電波塔であると同時に、
「世界一

行われました。墨田区の住民と東武鉄道

約 880 億円とも言われています。

しれません。

高いタワー」として、ギネスブックに登録

の社員らあわせて約 1,900 人が参加した

されています。建物としても、アラブ首長

大規模なものです。休業日が予定されて

国連邦ドバイの高層ビル「ブルジュ・ハ

いないスカイツリーでは「開業後の訓練

リーファ」に次ぐ世界第 2 位の高さです。

は不可能」ということから、オープン前に

東京に高層建築が増え、従来の電波塔

東京スカイツリーの来訪者は 1 日約 20

エリアも生じるようになったことから、よ

万人と想定されていて、第一展望デッキ

り高層で高機能な電波塔として建設されま

には一度に 2,000 人入ることができます。

した。そんなスカイツリーで、オープンに

テロ行為があった際、迅速に避難するこ

先立って対テロ対策の訓練が行われまし

とができるようにと、1,900 人中約 100

た。その様子をご紹介したいと思います。

人の参加者が、2,000 段もの階段を約 30

この訓練は、地上約 350 メートルの高

＊ 参 考 記 事 http://www.japantimes.
co.jp/text/nn20120501a3.html

大々的に訓練が行われたようです。

であった東京タワーでは電波が届きにくい

展望台から 2000 段の階段を下りる

しかし、実際には、スカイツリータウン

●今月の記者●
青木 瑞穂 さん
MIZUHO AOKI

分かけて下りました。さらに、有毒ガスに
より 10 人が倒れ、その 10 人を救助隊が
地上へ運ぶという訓練も行われました。

地上約 350 メートルの展望デッキで行われた対テロ訓練

KYODO PHOTO

2005 年ジャパンタイムズ入社。
社会担当として国土交通省、経
済産業省などの取材を行う。震
災後関連記事も継続して手掛け
ている。
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Studying Abroad in the U.S.A.
私の米国留学

Studying Abroad in the U.S.A.

アメリカの大学や大学院では、これまで多くの日本人学生が学んできました。そして現

私の米国留学
アメリカ留学も

在もまた、夢を抱いた学生たちが留学しています。彼らはどんな留学生活を送り、留学
で何を感じたのでしょうか。このコーナーでは、留学経験者や現在留学中の学生に、留
学の様子やメリット、英語学習、アメリカの魅力などについて伺います。

の時代へ

本コラムは以下の 2 団体の協力により連載をしております。
■ JTSAU
（米国大学院学生会）
http://gakuiryugaku.net/ ■ USCANJ
（アメリカ学部卒業生ネットワーク）
http://www.uscanj.net/

〜 IELTS はアメリカの約 3,000 の大学・プログラムで認定されています〜

やりがいを感じて研究に取り組む

コロラド大学大学院ボルダー校 高橋 雄宇さん

宇宙を夢みて留学

柔軟で対応力のある教育制度

会社員（コロンビア大学卒） 大出 歩美さん

国際的な視野も広がる

小学生の頃から漠然とアメリカに留

通っていた高校の「国際交流」行

学したいと思っており、高校 3 年生の

事で、アメリカ・シアトル郊外の高校

時、NASA の火星探査機が火星に着

生の家にホームステイしました。これら

陸した出来事に感動。NASA のジェッ

の体験などを通して、
「もっと世界を知

ト推進研究所（JPL）で働くことを目

りたい」と思い、アメリカ留学を決意。

標に、エンブリー・リドル航空大学（プ

旅行で訪れて気に入っていたサンフラ

レスコット校）に学部入学しました。

ンシスコで、まず 2 年制のサンマテオ

コロラド大学大学院に進んだのは、

カレッジで勉強しました。
その後、
ニュー

一緒に研究をしたかった教授がいた

ヨークのコロンビア大学バーナード校

からです。博士課程最初の 3 年間は

に編入。サンフランシスコでは何度も

JPL から研究資金をもらい、小惑星

引っ越しをしたりと、苦労も多かった

の研究をしていました。4 年目の現在

のですが、編入後は寮生活で日常生

は、2016 年打ち上げ予定の「オサ

活も勉強も安定。経済学（政治経済）

イリス・レックス」という小惑星探査
計画から研究資金をもらい、小惑星
の重力場の研究をしています。研究成
果が将来、形になるのでやりがいを感
じています。ここまで来られたことに
満足しています。

休日もハイキングやサッカーを楽しむなど充
実した日々を送る高橋さん

コロンビア大学は世界中から多くの

難しかったです。
私は海外旅行では、同じ国の中で
最低 2 カ所の町を訪ねるようにしてい
ます。同じ国の中でも町によって文化
の違いがあるからです。これは母国で

アメリカの教育は結果主義
日本ではアメリカの大学は卒業が難
しいと言われますが、それは勘違いで
す。卒業できるノルマが決まっていて、
それをこなせば誰でも卒業でき、こな
せなければ卒業できないだけのことで

ある日本についても同じで、アメリカに
も日本にもまだまだ自分の知らない魅
力がたくさんあると思います。

英語でのコミュニケーションについて
いえば、教科書を前もって読んでおけ
ば、授業で使う英語には困りませんで
したが、文化的な側面で会話英語が

1986 年生まれ。幼
少 期の 8 年をシン
ガポールで過ごす。
2004 年、アリゾナ
に学部留学。2008
年にコロラド大学大
学院に進学。
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読んでほしいこの３冊
世界で活躍するには、語学力のみならず、人間の奥深さも大切。
読書を通じて、見聞を広めよう。このコラムでは毎回、ジャパンタ
イムズのスタッフが大学生に向けてお薦めする本をご紹介します。
●今月の推選人●

クロスメディア局広告営業部
オススメ
1

的な学校でした。アメリカ人でも、3
カ国語を話す学生や、7 カ国に住んだ
ことがある学生なども多くいました。そ
のような学生や著名な教授と触れ合う
ことで、本当に視野が広がったと思い

未来をひらく歴史

日本・中国・韓国の 3 国が合同で編集、執筆した東アジア近現

代歴史本。開港以前の日中韓と欧米列強、太平洋戦争時代の

日本軍の侵略と支配、戦後の新たな出発など、日中韓それぞれ

の立場から述べられています。
「グローバル人材」が叫ばれてい

る時代、国際舞台では、語学力以上に「知的体力」が試されま

す。この本は、世界の荒波を乗り切る大きな助けとなるでしょう。
日中韓 3 国共通歴史教材委員会（高文研）

原 右子（はら

は、エッセイやペーパーで成績をつけ
る授業が多いので重要です。大学には、
生徒がエッセイなどを持ち込むと添削
してくれるライティングセンターがあり、
私はかなり活用していました。
アメリカの魅力は、教育制度の柔軟
性とその時代に対する対応力だと思い
ます。大学間の編入制度が確立して
おり、多くの学生が編入をしています。
その高い流動性のおかげで、個々人の
興味や好みを追及できる環境がありま
す。個々の興味を伸ばす教育、また、
時代の流れに沿っている教育、それが
アメリカの魅力ではないでしょうか。

ます。

英語力については、帰国子女でもあ

大出 歩美 さん プロフィール
1986 年 生 ま れ。
2005 年、サンフラ
ンシスコの 2 年 制
大学に入学。2007
年、コロンビア大学
バーナード校に編
入。2009 年に卒業。

りませんでしたから、留学前は必死に
参考書を読んで勉強し、留学中も、独
学で勉強していました。大学の授業で
一番必要なスキルは、リーディングと
ライティングです。とくにライティング

オススメ
２

3

する
がオススメ
J Tスタッフ
3

学生が集まっているため、本当に国際

ライティングスキルが重要

高橋 雄宇 さん プロフィール

す。

を中心に学び、音楽が好きだったので、
ジャズや雅楽のクラスもとりました。

コロンビア大学の卒業式にて

海峡を渡るバイオリン

全世界でわずか数人の「無監査マスターメーカー製作家」のう

ちの一人で、日本のバイオリン製作の第一人者である陳昌鉉の
半生。戦後来日し、運転手などさまざまな仕事をしながら、空

いた時間に独学でバイオリン製作を始める。戦後の混沌とした

時代に翻弄されながらも、圧倒的な情熱でひたむきに努力する
彼の「孤高な道」は、読みごたえ重量級です。

陳昌鉉、鬼塚忠、岡山徹（河出文庫）

ゆうこ）

オススメ
３

池上彰の宗教がわかれば世界が見える

仏教、キリスト教、イスラム教の 3 大宗教から、神道、ユダヤ
教まで、賢人と池上氏のインタビューから読み解く入門書。「宗

教」の基本的な入門書ではありますが、世界で起きているニュー

スを把握する上で、目を通しておくと、理解に深みを与えてくれ

るでしょう。

池上彰（文春新書）

by STEP×
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News in English
英文記事を読んでみよう

This month’s selections from The Japan Times

Toy sector sales rise
despite slow economy
Kazuaki Nagata
STAFF WRITER

The domestic toy market logged
¥692.1 billion in sales in fiscal 2011,
up 3.4 percent from the previous
year, for the second straight annual
rise despite the sluggish economy,
the Japan Toy Association said
June 12.
“This shows steady demand for
toys,” said Takeo Takasu, chairman of the association.
“We think this is mainly due to the
strong love parents feel for their
children, thus spending on them
would be the last thing they would
want to cut,” Takasu said.
Trading cards were especially
popular, posting a 25.2 percent sales
increase from a year earlier, while
board games and mini-electronic
games, both of which fall into the

game category, saw a growth of
11.9 percent.
The association also announced
the annual Japan toy awards under
the categories of universal, educational, boys’, girls’, charactertheme, innovative, adult, special
and hit sales.
Winners included Bandai Co.’s
Smart Pet, which won in the innovative toy category, reflecting how toy
makers have jumped on the smartphone bandwagon.
The Smart Pet has the body of a
robot dog with an iPhone for a face.
Users download a free application
for the toy and can choose a face
pattern they like.
Once the iPhone is attached, the
face can change its expression depending on the dog’s mood.
“Smartphones have really spread
widely now and the trend is coming

Zaccheroni confident in team’s form
Andrew McKirdy
STAFF WRITER
Saitama

National team manager Alberto
Zaccheroni believes Japan can live
with any team in the world after
scoring nine goals without reply in
its opening two games of the final
round of qualifiers for the 2014
World Cup.
The Asian champions followed up
a 3-0 win over Oman with a 6-0 demolition of Jordan on June 8, taking
a 4-0 lead before halftime at Saitama Stadium and playing some of
the most fluent, incisive soccer the

national team has ever seen.
“If we keep on playing like we
have over the past two games, with
such a high rhythm and precision,
we have shown that we can play
anyone.
“We have played the kind of football we have been aiming for and
we have been getting results. I
think we are bringing the best out of
the players and the shape of the
team is there.”
Keisuke Honda scored a hat trick
in the rout of Jordan — his first in
national team colors — with Ryoichi Maeda, Yuzo Kurihara and new
Manchester United forward Shinji

Phone fun: Bandai Co.’s Smart Pet, which has the body of a robot dog and an iPhone for
a face that can be patterned as users like, is displayed at a Japan Toy Association news
conference in Tokyo on June 12.
KAZUAKI NAGATA

to toys as well,” said Fumiaki
Ibuki, a member of the toy association in charge of organizing the annual International Tokyo Toy Show
trade fair.
Toys that link with smartphones
are expected to increase and will be
must-see items at the show, according to the association.
Other toys winning awards in-

cluded Jokki Hour, a mug that can
generate smooth bubbles in beer before drinking, which won in the
adult category. The fiscal 2011 hit
sales award went to Kamen Rider
Fourze Change Belt DX Fourze
Driver, a belt chock full of plastic
attachments that boys can wear
when they imitate the hero of the
Kamen Rider Fourze TV show.

Kagawa also getting on the scoresheet with one goal each. Honda has
made a big impact after missing
the entire third qualifying round
through injury, but already his
manager is cracking the whip.
“Honda missed about 10 months,
so I want him to make up for missing all those games,” said Zaccheroni. “I don’t want him to be satisfied with scoring three goals tonight. I want him to want to score
more.
“We did very well to go two goals
ahead so early,” said Zaccheroni.
“A lot of teams would have slowed
down in that situation, but we kept
going, looking for more goals. That
was very satisfying.”

Banner night: Keisuke Honda scores a
53rd-minute penalty against Jordan on
June 8 in a 2014 World Cup qualifier at
Saitama Stadium. Honda had three goals
in Japan's 6-0 victory.
KYODO
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University’s Challenge
国際交流に取り組む大学

外国人と共に学ぶ環境で
世界 Only One を目指す
一橋大学
商学部・経済学部・法学部・社会学部の 4 学部から成り、ビジネス・
経済の名門として知られる一橋大学。1875 年の設立以来、国際的に
通用するビジネスリーダーを数多く輩出してきた。
「スマートで強靭、
かつグローバル」を提唱する山内進学長に、国際化の現状と今後の目
標について伺った。

英語・日本語で同時に学ぶ

生と外国人学生が、ともにフラットな環境
の中で学ぶことが可能になるという利点

「スマートで強靭、かつグローバルな大

もあります。しかし、日本のビジネスや経

学を目指す」—— 創立 135 年にあたる

済に興味があるのであれば、英語の授業

2010 年に就任した山内進学長が打ち立て

だけで終わらせてしまうのは、あまりにも

た構想だ。
「スマートとはすなわち、
『賢明

もったいない。ぜひ日本語での授業も受

で洗練された』ということです。本学はそ

け、日本的な物事の考え方が理解できる

もそも、明治維新の世の中にあって、
『商

ようになってほしいと思っています」

売には知性や世界を見渡す目が必要であ
る』という考えの下に開かれました。つ

外国人学生との競争にさらされる

まり、設立当初から、世界的な視野を持

一橋大学では現在、学部・大学院合わ

つ学生を育てることを目的としていたので

せ 677 人の外国人学生が学んでいる。学

す。また、国際社会で戦っていくには、独

部・大学院の全学生数は 6,431 人とあっ

自のスタイルと生命力を兼ね備えた強靭

て、実に 10 人に 1 人以上が外国人学生

さも必要です。さらに、本学の研究水準

ということになる。
「677 人というのは過

は、すでに世界レベルのものとなっていま

去最高の数字ですが、すぐに 700 人くら

すが、学生たちがより多く国際交流の機会

いまでは伸びると思っています。中国人が

を持つことで、
『アジア No.1、世界 Only

233 人、韓国人が 195 人と、アジアから

One』という目標に、さらに近づきたいと

の学生が多いのが特徴ですが、中でも際

考えています」

立っているのが、韓国人の学部生が 117

社会科学系の名門総合大学とあって、入

人という高い割合であること。入学当初か

学当初から高い英語力を備えている学生

ら日本語が堪能で、日本人学生と同じよう

も多い。世界経済や国内ビジネス事情など

に学び、卒業したいという韓国人学生が

について英語で授業を行う「Hitotsubashi

増えているのです。いずれ日本人学生は、

University Global Education Program 」
（HGP）を実施しているほか、学部ごとに
独自に、英語だけで履修できる科目を大
幅に増やす準備を進めているそうだ。

入学時に外国人学生との競争にさらされ
ることになるかもしれません」
韓国人学生の中には、日本での就職を
視野に入れている人が多いそうだ。グロー

ただし、山内学長は留学生について、
「英

バル化の進む昨今、日本企業も採用に関

語だけで学部を卒業することを目指すの

して柔軟になり、韓国人や中国人の新卒

ではなく、英語と日本語両方の環境で学

者を採用することも少なくない。
「アジア

べるようになることを目標としてほしい」

からの学生は、本学で英語と日本語の授

と語る。

業を受けて卒業すれば、自国の言語、英

「英語で履修できる科目が多ければ、確か

語、日本語と 3 カ国語でコミュニケーショ

に海外からの留学生が学びやすくなりま

ンが取れるようになる。これは、これから

す。世界のトップクラスの大学の中で競争

の国際ビジネスの世界では、大変な強み

力をつけるには、やはり英語の授業は必要

となります。就職という点ではすでに、多

です。英語を共通語とすれば、日本人学

くの日本人学生が、アジアの留学生との競
争に直面しているのです」
しかし一方で、外国人学生と共に学ぶこ
とは、日本人学生にとっても大きなメリッ
トとなる。例えば、同大学に留学した後、
自国や第三国で活躍している外国人学生
も多く、一橋大学で共に学ぶことは、卒業
後の国際的なネットワークづくりに役立つ
のである。
在学中に強いネットワークをつくること
ができる理由の一つに、一橋大学独特の、
少人数制のゼミがある。外国人と日本人
が一緒に学ぶゼミは、外国人学生にとっ
て、日本語の会話を習得し、日本的な思考、

法制史、西洋中世法史、法文化史を専門とする山内進
一橋大学長。『北の十字軍』（講談社）など著書多数

習慣などを理解するための貴重な機会と
なっているようだ。

1927 年に創建された大学の象徴的建造物、兼松講堂

払うことで、こういった大学で 1 年間学

英米の名門大学に毎年派遣

ぶことが可能になるのです」

日本人学生が留学する機会については、

これらに加え、夏休みなどを利用した海

世界の 45 の大学・教育機関との間で結ん

外語学研修制度があり、学生はアメリカ

でいる「国際交流協定」が中心となってい

のスタンフォード大学、カリフォルニア大

る。協定が結ばれている大学には、毎年 1

学デイヴィス校などで英語を学ぶことで、

大学につき 2 人まで在学中に 1 年間留学

語学の単位を修得することができる。
また、

し、卒業単位とすることができるのである。

春休みには国際理解や異文化体験を目的

協定大学の中には中国の北京大学、カリ

とする短期海外研修制度も実施されてお

フォルニア大学バークレー校など名門校

り、北京大学などの留学先で貴重な経験

も多い。
「現在、1 年に最大 90 人の学生

をする機会もあるそうだ。さらに同窓会

がこの制度を利用して留学することができ

組織が奨学金を補助する留学制度もあり、

ますが、
これからさらに協定大学を増やし、

学生たちは 4 年間の学部在学中に、さま

より多くの学生に機会を提供したいと考え

ざまな形で海外留学を実現させるチャン

ています。ヨーロッパの国はほぼ網羅して

スが得られるのである。

いますが、アメリカ、中国などは、これか
らまだ増やせる可能性があります」

このように、在学中の留学や外国人学生
の受け入れが盛んになる中、日本の大学

また、特に留学要件の厳しい 3 つの名

でも入学時期を秋にしたほうがよいので

門大学については、
「グローバルリーダー

はないかという議論があり、東京大学など

育成海外留学制度」として、別途選考が

一部の大学では実施の方向で検討を進め

行われている。対象はイギリスのオックス

ているが、一橋大学でも、秋入学に向け

フォード大学（セント・ピーターズ・カレッ

た構想があるという。
「全大学が一斉に秋

ジ）
、ロンドン大学（LSE）
、アメリカのハー

入学へ移行することが難しいような場合

バード大学の 3 校。これらの大学に留学

には、入学はこれまでどおり 4 月、ただ

すれば、世界各国の将来のビジネスリー

し授業は秋に始めることとし、それまでの

ダーたちと共に学ぶ機会が得られるのだ。

期間を『導入期』と位置付けることも可能

「最近、ハーバード大学で学ぶ日本人が

だと考えています。この期間に徹底的に語

減ってきたという話がありますが、もとも

学を鍛え短期留学をしたり、理系の高度

とハーバードに留学する日本人は、企業派

な基礎教育や思想・歴史を深く集中的に

遣が多かったのです。終身雇用が当たり

学ぶなど、この時期にしかできない経験を

前のことでなくなってしまった現在、年間

してもらうことも魅力があると考えます」

数百万円という授業料を払って
社員を留学させるのは、企業に
とってそれほど意味のあること
ではなくなってしまいました。
一方で、個人としては留学した
という気持ちを持っている日本
人の数は、決して少なくはない
はずです。本学の留学制度を利
用すれば、本学への授業料を支

グローバル化の進展で、国際色豊かな教育が行われている

一橋大学
1875 年、政治家・森有礼により商法講習所として開設。社会科学系の総合大
学であり、ゼミナールを中心とする少数精鋭教育を特徴とする。建学以来、キャ
プテンズ・オブ・インダストリーという表現の下、国際的に活躍する多くの有
為の人材を各界に排出する。東京都の国立と小平にキャンパスを持つ。
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The University Times  7

IELTS

テストのコツ

IELTS テストのコツ
3

ブリティッシュ・
カウンシル
に聞く

33

by Luke Lawrence

本コラムでは、IELTS テストでよく出題される問題とそのコツをご紹

まず、メインタイトルとサブヘッド *1、絵や

からです。また、Q10 は、過去の行いに言

図表などを確認し、テキストの概要をつかみ

及しているという意味では Amy Wilkinson

ます。次に、問題の種類と最初に取り掛か

と Yoko Kawai のどちらにも可 能 性 があ

るべき問題を見極めましょう。また、この段

ります。しかし、段 落 F で 使 われている

する必要が

aware が realise に、waste が error に言

あるかも判断します。スキミングにより文章

い換えられていると分かれば、答えは Amy

全体の「案内図」を得ることができるので、

Wilkinson と導き出せるでしょう。

階でテキスト全体をスキミング

*2

情報を探す際に役に立ちますが、スキミング

介します。今回はリーディングテストです。

自体に時間がかかることが難点といえます。
しっかりとした戦略に基づいて取り組めば、

Smart Thinking
Lawrence Joseph investigates the future of electricity use
A: Grabbing a few minutes in her tea break, estate agent Amy Wilkinson glances down at her smartphone, pushes a few
buttons and tells me that she has just texted her daughter to turn on the heating earlier to take advantage of the current
low price. “I’ve used 12% less electricity than last month”, she declares triumphantly looking at her laptop screen back
in her semi-detached home in Brighton. “It doesn’t sound like a lot, but it makes a big difference to us”, says the costconscious mother of two.
B: Amy is just one of the growing number of householders across the UK who are making the switch to smart meters
and the demand is increasing month by month. Smart meters are the latest innovation in a stale and outdated electricity
system that has remained unchanged for over half a century. In practice they do nothing more than keep track of energy
consumption and relay the data in real time to individual consumers and electricity companies. But the results, both
financial and ecological can be profound and not a little surprising.
C: “Initial trials in Yorkshire and the North East have shown consumption can be reduced by up to 69%”, says
Department of Energy and Climate Change spokesperson Alan Carter. Indeed the results have been impressive enough
for the government to commit to the rollout of 53 million gas and electricity meters across the UK from 2014. This change
will “play an important role in Britain’s transition to a low-carbon economy and help us meet some of the long term
challenges we face in ensuring an affordable, secure and sustainable energy supply” says Carter.
D: Safety and security have been the watchwords for governments around the world since the 2011 earthquake and
subsequent tsunami and nuclear power fallout in Japan served as a wake-up call to developed countries that constant
supplies of electricity cannot always be guaranteed. The Japanese government and famously resilient people reacted
in typically pragmatic fashion by changing consumption behaviour, “we are all working together to save power, change
usage patterns and alter our mindsets about the electricity we use” says Japanese energy spokesperson Yoko Kawai.
E: It seems that changing when and how we use our electricity is the key to a cheaper and more efficient lifestyle. “The
thing that most people don’t realise” says energy watchdog chairperson Jane Griffiths, “is that electricity unit costs
change from minute to minute throughout the day according to demand. There are entire power stations just to cater
for demand at the early evening peak time”. Smart meters will allow us to take advantage of the cheapest possible unit
price, for example by programming our washing machines to come on only when the unit price drops below a specified
amount. This not only provides a great deal for the consumer, the power companies’ benefit too as it reduces the need
for them to crank up entire power stations just to meet peak-time demand.
F: So, it seems that the future is well and truly smart. As well as plans for smart meter rollouts, governments around
the world are now considering the long-term implications of implementing the new technology on a grander scale by
overhauling entire national grids. Back in Brighton, Amy Wilkinson closes the screen of her laptop, making sure to unplug
it from the mains, “It has just made me so much more aware of how much power I was wasting before” she says, as she
scuttles off to load the washing machine ready for the cheapest unit time tomorrow morning.
Questions 1-16
You should spend 20 minutes on Questions 1-16 which are based on Reading Passage above.
Questions 1-6. Reading Passage has six paragraphs A-F. Choose the correct heading for each paragraph from the list of
headings below.
i
ii
iii
iv

UK government plans
Electricity unit costs
The future’s bright
Lessons from the Far East

List of Headings
v
What is a smart meter?
vi Laundry time
vii Real time updates anytime, anywhere
viii Encouraging changes in behaviour

1
2
3
4
5
6

Paragragh
Paragragh
Paragragh
Paragragh
Paragragh
Paragragh

A
B
C
D
E
F

Questions 7-11
Look at the statements (Questions 7-11) and the list of people below (A – D). Match each statement to the person it
applies to.
7
8
9
10
11

works for a company that monitors utility companies
sells houses
is interested in reducing pollution
realises the error of their previous behaviour
highlights the importance of community co-operation

A
B
C
D

List of People
Yoko Kawai
Alan Carter
Amy Wilkinson
Jane Griffiths

Questions 12-16
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?
TRUE
FALSE
NOT GIVEN
12
13
14
15
16

if the statement agrees with the information
if the statement contradicts the information
if there is no information on this

Jane Griffiths believes that the majority of people are unaware of the system
The writer is not surprised by the large reductions in power use
Amy Wilkinson has a low salary
The Japanese people could not change their behaviour
Customers in the North East use less electricity than in other areas

Answer Key:
1 –vii, 2-v, 3-i, 4-iv, 5-viii, 6-iii, 7-D, 8-C, 9-B, 10-C, 11-A,12-True, 13-False, 14-Not Given, 15-False, 16- Not Given

True/False/Not Given
正誤問題は、人物マッチングより解答に

通常、この段階でスキミングは必要ありませ

時間がかかる問題です。解答のコツは、特

ん。いずれにせよ、
テキスト全体をじっくり
「読

定の情報を素早いスキャニングで探し出し、

む」ことは禁物です。必要な情報を素早く見

その周辺をじっくり読むこと。そして、出題

つけることが目的だということを忘れないよう

文中に明確な記述があるか、ほのめかされ

にしましょう。

ているだけかを見極めることです。特に Not
Given の判断は難しいですが、該当箇所を

問題の種類

よく読み、明確に合致する記述もしくは明ら

左の例題では、3 種類の問題が出題され
ています。Q1-6 は、各段落の見出しを選ぶ
問題です。スキミングで各段落のメインポイ

かに矛盾する記述がない場合に Not Given
を選びます。
Q13 では、surprised という単 語 を手

ントを押さえる必要があります。Q7-11 は、

掛かりにします。スキャニングで似た表現を

問題文の内容と人物をマッチングさせる問

探しましょう。段落 B の最後に not a little

題です。スキャニング

*3

で答えを探します。

surprising とあるのが見つかりましたか？

Q12-16 は、問題文の正誤を問う問題で、

これは very surprising と同じ意味ですの

ここでもスキャニングが必要となります。

で、Q13 の答えは False となります。

この 3 種類の中では、Q7-11 の問題が、

Q14 は、Amy Wilkinson の給料が低い

出題文から情報を特定しやすく、比較的解

と言及しています。確かに段落 A で Amy

答しやすい問題と言えます。続いて Q12-16

の節約意識の高さが述べられており、低収

でしょうか？ まずは解説を読まずに問題に

入であることをほのめかしているとも読めま

チャレンジしてみてください。

すが、Amy の収入に対する明確な記述はあ

人物マッチング

りませんので、
答えは Not Given となります。
Q16 に関連する情報は段落 C にあります。

Q7-11 で挙げられている名前は、全て出

しかし、North East における調査結果につ

題文に登場しています。人名は大文字で始

いて述べているだけで、他のエリアとの比較

まるので比較的探しやすい情報でしょう。出

はありませんので、この答えも Not Given

題文中に人名を見つけたら、その周辺を読

です。

んで、問題文と一致するか確認します。ま

いかがでしょうか。リーディングテストの

た、問題文は 5 つですが、人名は 4 つしか

コツはつかめましたか？ Q1-6 は解答によ

ないことに注目します。この中で C の Amy

り時間のかかる問題です。しかし、Q7-16

Wilkinson は、出題文中で 2 回登場します

を先に解くことで、出題文に対する理解が

ので、5 つある問題文のうち 2 つに該当する

深まっているはずですので、ぜひ挑戦してみ

可能性が高そうです（断定はできません）
。

てください。皆さんのご健闘をお祈りしてい

同意語や同意句にも注意しましょう。例

ます！

え ば、Q7 の 答 え は Jane Griffiths で す
が、こ れ は 問 題 文 の a company that
monitors utility companies が、出題 文
中の watch dog を言い換えた表現と言える

*1 テキストのメインタイトルの下にある全体の要旨を示す副題
（Subheading）
。通常、太字や斜字で示されている。
*2 テキスト全体に素早く目を通し、要旨やポイントをつかむこと。
*3 テキストの中から特定の情報を見つけること。

8

The University Times

by STEP×

Look Around the World
世界の名所を知ろう

恵まれた生活環境の中で
学ぶことが楽しくなる街
オーストラリア

パース

日本人の留学先として根強い人気を誇るオーストラリア。日本との
時差が少なく、温暖な気候や人のおおらかさ、治安の良さなどがそ
の理由として挙げられる。中でも西海岸に位置する第 4 の都市・パー
スは、本当のオーストラリアらしさを感じることができる魅力あふ
れる場所である。

Perth（パース）

パースは、スワン川と近代的な街並が印象的な国際都市だ

2

州：西オーストラリア州 面積：5,365km
人口：約216万人

日本との時差：-1時間
（サマータイムの実施なし）

★ Perth

気候：地中海性気候

西オーストラリア州の州都パースは、イ

「 そ の 時 間 感 覚 の ゆ る さ こ そ が、
『No

ンド洋に注ぐスワン川のほとりにひらけた

worries』とか『Easy Going』という言

街。自然の美しさと近代的なビルとが調

葉で表わされるオーストラリア人らしさと

和の取れた景観を作り出しており、人と自

もいえます。東海岸の都市が他の国の大

然とが共存している街でもある。こうした

都市と変わらなくなってきているのに比べ

環境の良さから人気の留学先の一つにも

て、パースはこのオーストラリアらしさを

なっており、留学生が夢を実現するために

今も残している数少ない都会といえるで

必要な全てがそろっている都市といえる

しょう。それを象徴するのがお店の営業

だろう。

時間。多くの店が平日は 17 時まで、週末

恵まれたライフスタイル

もほとんどの店が閉店となります。この営
業時間について不便と感じる人も多いか

パースは世界で最も住みやすい都市の

もしれませんが、週末は家族や友人とゆっ

一つでありながら、授業料、生活費ともに、

くり過ごしたいというのが地域住民の思い

アメリカやイギリスなど他の英語圏の都

なのです」

市よりも安い。さらに留学生は西オースト

現在、パースには 200 を超える国や地

ラリア州全域の公共交通機関を 4 割引で

域から来た人が住み、学び、働いている。

利用できる上、パース中心街のバスはす

その 3 割が海外出身者であることから、

べて無料で利用できるという。

食や芸術面などで多文化を楽しめる機会

「日本のように運行ダイヤが正確ではあり

も多い。当然ながら言語についても、ネ

ませんが、多様な交通手段が発達してい

イティブではないさまざまな英語が飛び

るので市内の移動に不便を感じることは

交っている。
「日本ではアメリカ英語がスタンダードと

ありません」
そう話すのは、自身もパースでの留学

いうイメージがあると思いますが、国に

経験があるという西オーストラリア州政

よって英語のアクセントが違うというのが

府駐日代表部の遠山桃子さんだ。

現実だと思います。英語をビジネスの場

で使うにあたり、そうしたアクセントを判

語力アップはもちろんのこと、大学の講義

断する力というのが求められる中で、オー

スタイルで授業を受けるための技術と知

ストラリア、特にパースは、実際に使える

識を得るためのカリキュラムが組まれて

英語を習得することのできる、非常によい

おり、この 9 カ月間は決してムダにはな

環境といえるのではないでしょうか。オー

りません。大学が独自に設けているコース

ストラリア東部に比べて日本人留学生が

の場合、大学のキャンパス内の施設を使

少ないというのも、語学を学ぶという目的

うケースが多く、大学に通う感覚に慣れ

においては大きな魅力です」

るための準備期間ともいえるでしょう」
とはいえ、誰もがファウンデーションプ

国際水準の教育環境

ログラムを受講できるわけではない。入学

パースには 4 つの公立大学、そして 1

には一定の英語力が求められるため、基

つの私立大学があり、年間 1 万 5,000 人

準となる IELTS のスコア取得に向けて勉

以上の留学生が学んでいる。それぞれが

強したり、まずは現地の語学学校に入学

世界中の主要研究・学術機関とパートナー

するということが必要となる。

シップを共有しながら、国際貿易、資源・

「入学時に求められる英語力が高すぎるの

インフラ工学、IT、医療、教育などさまざ

では？ とよく聞かれるのですが、皆さん

まな研究分野においてめざましい成果を

が学ぶのに困ることのない最低レベルで

あげている。2005 年には西オーストラリ

基準を定めています。途中でついていけ

ア大学のバリー・マーシャル教授が、ピロ

なくてドロップアウトしてしまう留学生を

リ菌発見の功績によってノーベル医学賞

なくすためともいえます。お金も時間も投

を受賞。西オーストラリア州の教育水準の

資する中でどこを留学先に選ぶかは重要

高さを世界に示す事例となった。

なポイントだと思いますが、さまざまな国

このように国際的評価の高いパースの
大学だが、日本とは教育制度が少し異な

の人と出会うことのできるパースは、国際
力を養う上でも非常にオススメです」

る。日本の大学で学ぶような一般教養課
程はなく、入学直後から専門的な勉強が
始まるのだ。そして一部の学部を除いて
通常は 3 年間で学士号を取得する。
「オーストラリアの大学へ進学を希望する
日本の高校生は、必ず『ファウンデーショ
ンプログラム』と呼ばれる進学準備コー
スで 9 カ月間、専門分野を学ぶために必
要な基礎科目を履修する必要があります。
修了後、志望する大学が求める規定の成
績と入学条件を満たせば、晴れて入学と
なります。一見遠回りにも見えますが、英

教育環境はもちろん、生活環境も快適なので多くの国
の留学生が学んでいる

州政府駐日代表部・遠山桃子さんのオススメ☝
パースの魅力はなんといってもゆとりあるライ
フスタイル。一年中温暖で日照時間も長いた
めか、朝夕、通勤通学前後の時間を利用して、

パースの西
側
グスパーク に位置するキン

ビーチで泳いだり散歩したりといった生活が、
パースの人々の日常生活にはとけこんでいるのです。巨大公園・キングスパー
クでは、花の季節に色鮮やかなワイルドフラワーが咲き誇り、市民や世界中
から訪れる観光客の目を楽しませてくれます。
パースは公共交通機関が発達しているのも魅力だ
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