
KSU 国内 JOB TRAININGとは❓

本学の建学の理想である「産学一如」の精神に基づき、実践的なコミュニケーション能力を持つ学生を育成するため、
国内での留学と国際的な業務を行う国内の企業等でインターンシップを行うものです。
キャリアイングリッシュプログラムで向上した英語の能力を、産業界で活用できる実践的英語能力に発展させ、キャリア意識を高めます。

Four SkillsⅠ,Labo TrainingⅠの単位を修得すること！

国内留学およびインターンシップ費用の半額程度を大学が補助！

KSU国内ジョブトレーニングに参加するには、第一条件として、
Four SkillsⅠとLabo TrainingⅠの単位を修得することが必要です。

国内ジョブトレーニングは全てのプログラムを国内で行うため、多額の費用
は必要ありません。大学が研修費のうち「語学実践研修奨励金」として国内
留学費用とインターンシップ先への交通費等を半額程度補助します。

研修の流れ
プレイスメントテスト及びアチーブメントテスト

いずれかの英語テストでLevel１（最上級）を達成し、Four SkillsⅠと
Labo TrainingⅠの単位を修得。

選考試験
英語試験と面接を実施後、選考結果を発表します。

事前指導で英語力を徹底的に強化！
使える英語を外国人講師が徹底的に鍛えます。

国内留学（宮崎シーガイヤリゾート）
１週間の国内留学を行います。

１日最大約１０時間の授業により、実践的英語力を養います。

国際的な業務を行う企業でインターンシップ
実績（ホテル、貿易会社、翻訳、通訳業者、商社、国際交流団体、

流通業、旅行代理店など）

インターンシップ後もさらに英語力UP!
キャリアイングリッシュプログラムの他の科目によって、

更に実践的な英語力を伸ばします！

ジョブトレでこんな
力が身につきました！ 国内JOB TRAINING参加者の体験談

私は、英語を使う企業でインターンシップができると
いうところに惹かれ、このKSU国内ジョブトレーニン
グに応募しました。3泊4日の集中英語合宿は、全て英
語で会話し外国人講師との生活で普段の生活では味わ
えない非日常を体験することができました。また、
様々なアクティビティ等を通して楽しく英語を学ぶこ
とができました。合宿後には、国内ジョブトレーニン
グの仲間たちとご飯に行くことがあり、その時にお店
で流れていたニュースが日本語で読まれていましたが、
英語に聞こえてしまいみんなで盛り上がったのは
面白い経験です。そして15回の授業が終了し、10日間
の国際的な業務を行う企業へのインターンシップが始
まりました。私は、G20サミットや医学会の運営を行
う「株式会社コングレ九州支店」でインターンシップ
をさせていただきました。期間中は、長崎市で開催さ
れた観光庁「コンベンション機能高度化事業」第3回

ワークショップ、第53回日本痛風・核酸代謝学会総会へ
の出席、ロータリーミーティングへはオブザーバーとし
て参加等、学生ではなかなか経験することができない体
験をすることができました。
また、最後日には「MICEと航空業界の深い関係」につ
いて英語でプレゼンテーションしました。データ集め考
察しグラフ化をするところや、英訳に労力を使いました。
このインターンシップでは、メンターや社員の方々に、
仕事内容を学ぶだけではなく、相談にものっていただく
など多くの話を伺うことができ収穫するものが多々あり
ました。さらに、英語力はフレーズではなく、「自分を
磨く」ことで上がると教えていただいたことで、普段か
ら人とコミュニケーションを積極的にとり、英語の
ニュースを見るなど英語に触れる機会を増やしていこう
思います。今後も、国内ジョブトレ―ニングで学んだこ
とを忘れず自分を磨いていきたいです。

私は小学校の教師になるために、もっと英語教育の
知識を深め、さらに自分の語学力を向上させたいと
思いKSU国内ジョブトレーニングに参加しました。
集中英語合宿では、プレゼンテーションやレクリ
エーションを用いて英語を学び、全ての会話は英語
で行われたため、より実践的な学習ができました。
英語で話すことは苦手でしたが、間違ってもいい、
積極的に発言しコミュニケーションをとることが上
達への近道と気づきました。短い合宿でしたが、日
本の中でも「英語耳」を身に付けることができるい
い機会となりました。そして、春休みに「キクタ
ン」や「ENGLISH JOURNAL」等で有名な株式会社
アルク福岡支店でインターンシップをさせていただ
きました。さまざまな業務の説明や実務体験、実際

に提供されているTOEIC講座を受講し多くの経験をする
ことができました。
インターンシップを通して、「付加価値」を見つけるこ
とが大切だと教えていただき、例えば、商品にしても会
社にしても、他の物とは違う価値があると選ばれると聞
きました。これは人にも言えることだと思います。他の
人とは違う経験をするということも役に立つと思うし、
将来、小学校の先生になれた際には自分なりの教授法を
見つけ提供していけるようになりたいと思いました。
このプログラムの中で、英語力を高めるだけではなく、
社会を知ることができました。将来に向けて様々なこと
に挑戦し、多くの経験を積むことで自分の付加価値を高
めていきたいと思います。

牛谷 健人さん
株式会社コングレ（コンベンション）

秋山 絵里さん
株式会社アルク（出版）

授業担当者からのメッセージ

IMMERSE YOURSELF IN
ENGLISH-IN JAPAN!-日本で英語漬け！

Samuel Taylor講師

国内留学のカリュキラム

1.Build UPビルドアップ
少しずつ単語を増やし最終的に長文が言えるようにする。
２.Pronunciation発音矯正
日本人の苦手とする発音を重点的に指導する。
３.Vocabulary語彙力
連想ゲームを主体とした授業。
４.Quick Response即答練習
英語のフルセンテンスで即答する。
５.One Minute Speech１分間スピーチ
様々なテーマについて自分で英文を作成しスピーチ。
６.Discussion対話・議論
テーマに合わせて英語で意見交換。
７.Reading Summary読解・要約
各自のレベルに応じた文章の要約。
８.Communication会話
ケーススタデイ。場面に合わせた会話練習。

令和４年度研修生募集情報
募集期間：令和４年７月初旬～９月初旬
応募要件：英語プレイスメントテスト、アチーブメント
テストLevel1（最上級）を取得し、 Four SkillsⅠとLabo
TrainingⅠの単位を修得した１年次から４年次

A Proven Way to Learn –効果的な英語習得方法とは？-
One of the best ways to lean another languages is to use it intensively. 
KSU Domestic Job Training features four days of opportunity. 
Participants study and use English through challenging but enjoyable 
activities, followed by an internship to apply what they‘ve learned,
外国語を勉強するうえで有効駅な方法として、集中的にその言語を使用す
ることが挙げられます。KSU国内ジョブトレーニングは、楽しくやりがい
のある課題を通して、集中的に英語を学ぶ１週間の国内留学と、研修で学
んだことを実践するインターンシップで構成されています。

Life Preparation-成長しよう-
This program will introduce natural English, Practical advice and 
opportunities for practice in a real-life setting. If you are looking for a 
job that requires English, or are interested in living abroad in the future, 
then consider KSU Domestic Job Training.
このプログラムでは、実際に英語空間で生活をすることでしか身に付ける
ことのできない自然な英語や将来に役立つ実践的な事柄を習得することが
できます。英語を必要とする仕事や海外に興味があるあなた、ぜひKSU国
内ジョブトレーニングに参加してみませんか。



KSU 海外 JOB TRAININGとは❓

本学の建学の理想である「産学一如」の精神に基づき、実践的なコミュニケーション能力を持つ学生を育成するため、
海外での集中英語研修と海外企業でインターンシップを行うものです。
キャリアイングリッシュプログラムの数値目標を達成した学生を対象として、グローバルに活躍する人材の育成に高い成果を挙げています。

Four SkillsⅠ,Labo TrainingⅠの単位を修得すること！

海外研修費の大半を大学が補助！

KSU海外ジョブトレーニングに参加するには、第一条件として、
Four SkillsⅠとLabo TrainingⅠの単位を修得することが必要です。

英語力を伸ばしたい！海外で視野を広げたい！このプログラムは、大学が研
修費用の大半を「語学実践研修奨励金」として補助します。
（※2019年度研修費総額約60万円のうち約40万円大学補助）

研修の流れ

プレイスメントテスト及びアチーブメントテスト
いずれかの英語テストでLevel１（最上級）を達成し、Four SkillsⅠと

Labo TrainingⅠの単位を修得。

選考試験
英語試験と面接を実施後、選考結果を発表します。

事前指導で英語力を徹底的に強化！
出発前までに使える英語を徹底的に鍛えます。

今まで海外に行ったことがない人も安心してください。

海外の大学で英語トレーニング
いきなり英語で仕事をすることはありません。現地の大学で今まで国内

で鍛えた英語力をさらに向上させ、インターンシップに備えます。

海外の企業でインターンシップ
実績（ホテル、客船乗務員、環境保護団体、語学学校、アパレル、農場、

情報通信産業、幼児教育施設、書店、旅行代理店など）

インターンシップ後もさらに英語力UP!
キャリアイングリッシュプログラムの他の科目によって、

更に実践的な英語力を伸ばします！

ジョブトレでこんな
力が身につきました！

海外JOB TRAINING参加者の体験談
私は、将来海外で働きたいという目標を持つ上で、九州産業大学
の代表としての自覚を持つことはもちろんのこと、何事にも物怖
じせず、意思疎通をはかり続ける努力し、自分自身を成長させ誰
よりも多くの経験、この研修に対して誰よりも多くの価値創造を
求めました。さらに、分からないことはきちんと理解するまで聞
くなり、調べるなりして追求し、自己解決で留めないように心が
けました。オークランド工科大学の語学研修では、私のクラスは
ベトナム人と中国人と日本人で構成されていました。クラスメイ
トには、様々な経歴を持った人がいて、故郷での生活はどのよう
なのか、どんな仕事をしているのか、何気ない会話であっても、
会話の中で更に興味深い話や、今までになかった経験をしている
人の話は聞いている私も心踊る内容でした。ここでの彼らの話が
間違いなく私にとってとても良い刺激になました。そして、会話
の中で私は、母国語によって英語の発音のイントネーションや訛
りに違いがあることに気づきました。これは私の中で新たな発見
であり、大きな収穫であったと言えます。オークランド工科大学
では素敵な経歴を持つ新たな仲間が増えました。インターンシッ
プ初日は、スーパーバイザーの英語の発音が今までに聞いたこと
のないイントネーションと訛りで、何を言っているのか分からず
とても困惑したが二日目からは、

耳が慣れて聞き取れるようになりました。主に担当していたのは
パーティーや会議等の会場運営でした。テーブルや椅子、ノートや
ペン、グラスなどを必要個数並べたり、テーブルにクロスをピン打
ちしたり、一つ一つの作業を丁寧にかつスピーディーに、そして見
た目をより美しく清潔に整えることを大切にするには、お客様を迎
える前に沢山の準備が必要であることを知りました。お客様にとっ
ては一従業員であるが、やはり私にとって海外で働くとは未だに難
しいことであり、話す速度は桁違いどころではなく、知らない単語
をいきなり言われることも多々あり、困惑することもあり、自身の
語学力の乏しさを痛感しました。しかし、更なる向上心が芽生える
良い機会になりました。研修中にThank you. この一言でどれだけ救
われたことか、ありがとうの力の偉大さを身に染みて感じました。
研修を通して、先観光業界に携わろうと考える一人として、語学能
力の乏しさはもちろん、異文化理解の難しさ、おもてなしとお節介
の違い等の考え直すきっかけとなりました。また、オークランド工
科大学では旅行会社の方と話す機会があり、また戻っておいでよと
声を掛けて頂けたり、インターンシップ先では、従業員の方の個人
事業が観光系であることから、もしまた戻ってくるなら泊めてあげ
るよと言って頂いたり、他にもたくさんの出会いと、素敵な経験が
あり、今後もこの出会いや経験を大切にしていこうと思いました。
です。

私は将来、日本語教師になりたいと考えています。海外へ行く
ことで、日本との違いを知ることができ、それが日本を理解す
ることに繋がると思います。そして、その違いを知っているか
らこそ、日本と異なる文化を尊重する姿勢を身につけることが
できると考えています。以上の理由から私は海外ジョブトレー
ニングに応募しました。研修前半は、オークランド工科大学で
の研修は有意義な経験になりました。先生方はとても明るく、
私たちの理解度を見て授業を進めており、ビデオ撮影やゲーム
など様々な工夫を凝らした授業をしてくださったので、しっか
り理解し、楽しみながら勉強することができました。私のクラ
スは日本人が多かったですが、中国人、韓国人、ベトナム人の
方もおり、皆がフレンドリーに接してくれました。授業が始ま
るのが早く、朝起きるのがキツかったですが、新しい友達とも
出会うことができたので良かったです。研修後半は、ケルマー
ナ・ガーデンズでインターンシップをさせていただきました。
主な業務は、除草と収穫でした。このガーデンは、有機栽培と
いうことで、馬の糞や雑草、腐った果物などを使った肥料が使
われていました。ガーデンで育った作物は、ショップで販売さ
れており、インターン中もお客さんがオーガニックの作物を求
めて買いにこられていました。このケルマーナ・ガーデンズで
は、私たち以外にもボランティアの方々が作業を手伝われてお
り、地域の方と協力してガーデンを経営されているようでした。

ボランティアの方やオーナーと英語で交流しながら作業をすること
ができ、野菜の英語での呼び名を知ることができ、
ガーデンでのインターンならではの知識が増えたと思います。日本
の8倍の紫外線と言われるニュージーランドで、1日6時間の作業は
非常に大変で、毎日クタクタになって帰っていましたが、最終日に
はオーナーや社員の方々からのメッセージカードをプレゼントして
いただき、とても有意義な時間を過ごすことができました。この研
修を通して、コミュニケーションを取る重要性を知ることができま
した。ホームステイ先でもインターン先でも、学校でもそうですが、
初めは新しい環境に慣れておらず自分から英語で話しかけるのを躊
躇っていました。特にホームステイ先では、日本の家と習慣がかな
り違っていて、どうしたらいいのか分からないことが多々ありまし
た。分からないから日本の通りにしておけばいいやと問題を放って
おくのは簡単ですが、それは相手の文化や習慣を尊重することとは
真逆のことなので、ホストファミリーに尋ねたり、相談したりしま
した。実際に聞いてみると、お互いの要求を共有することができ、
そこからニュージーランドでの生活スタイルを知ることができたの
で、恥ずかしがらずにコミュニケーションを取ることはとても重要
だと思いました。これらのことを今後の大学生活で、外国人講師の
方々に自分から一言かけてみるであったり、英語を使うアクティビ
ティに参加したりということに活かしていきたいと考えています。

中野 青空さん
So/Auckland（ホテル）

髙橋 優菜さん
Kelmarna Garden（植物園）

授業担当者からのメッセージ令和４年度研修生募集情報

募集期間：令和４年７月初旬～９月初旬

研修期間：令和５年２月初旬~３月初旬（約１ヶ月）

応募要件：英語プレイスメントテスト、アチーブメン
トテストLevel1（最上級）を取得し、 Four SkillsⅠと
Labo TrainingⅠの単位を修得した１年次から４年次

Learn -学ぶ-
Learn with students preparing to work and study abroad. 
Experience working and living in a new culture.
就職と留学の準備。海外の大学にける学習や異国文化体験、海
外の企業での職業体験を通してグローバルな視点を養い、キャ
リア形成を図ります。
Learn from your Experience-経験から学ぶ-
Improve your English. Learning about languages and cultures 
takes more than books and classes. When you study overseas 
you can learn from your experience and meet new people. 
Whether you already have clear goals or are still searching for 
your path in life, KSU job training is for you.
英語力の向上のみならず、異なる言語や文化を背景に持つ人々
との出会いを通じて、書物や授業より多くの事を得ることがで
きます。
KSU海外ジョブトレーニングは、将来に対し明瞭な目標がある、
または目標を探している人のためのプログラムです。

LEARN-EXPERIENCE-LEARN 
FROM YOUR EXPERIENCE

Nicholas Bovee准教授

国内

海外

国内
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