
短期プログラム オークランド大学 夏季語学研修 

はじめに 
Kia Ora！(ニュージーランドの原住民マオリ族のあいさつの言葉) 
北海道大学経済学部経営学科 3 年の高橋陽介です！ 
簡単な経歴の紹介。中学校からずっとテニスをやっていたため大学ではテニス部に所属。

2 年時、高井先生の授業を受ける。→留学に興味を持つ。→テニス部との兼ね合いをつけ

て3年時夏休みに留学！→帰国後は外国語演習を取るなど現在も英語の勉強をつづけてい

ます。 
本書の使い方 

① 全部読んでも構いませんが、自分の興味のある部分を斜め読みしましょう。 
② なるべくイメージが湧くように書きます。自分の体験をリンクさせてください。 
③ イメージが湧いたら行動に移してください！なるべく詳細に書くようにします。 

 
留学 

I. 理由～そもそもなぜニュージーランド？～ 
 ニュージーランド。この国についてパッと思い浮かべる

イメージは何ですか？僕の場合は羊でした。そう！この国

は人口と羊の数が同じとも言われているほど、のどかな国

なのです。 
 そもそもそんな所じゃ英語の勉強なんてできないんじゃない？という意見があるかも

知れませんが、それは違います。のどかな場所でこそ、集中ができるんだ！というのが僕

の持論です！とまぁ、イントロダクションはこれくらいにして詳細な話をします。 
① 費用、物価が安い 
 ちょうど円高の時期だったのもありますが、オークランドの物価は全体的に安かっ

た印象があります1。学校の費用も他の英語圏(イギリス、アメリカ)と比べると安かっ

たです。学校、生活費を含め約 10～15 万円ほど違いました。渡航費は申し込みが遅

かったので17万円ほどでした。申し込みが早ければ10万円くらいで行けるようです。 
② 治安がよい 
 基本的には犯罪も少なく、イントロダクションで説明した通りののどかな町です。

日本と同じく基本的なこと（夜は一人で出歩かない。特に女性）に気をつけていれば、

女性が暮らして行くのにも安全な街であると言えるでしょう。 
③ やっぱり英語圏！？ 

 非英語圏で勉強するのも様々な経験を得ることができてすごくいいと思います・・

でもでもでもやっぱり生の英語を聞いてみた―い、という人、英語圏といってもいき

なりアメリカ、イギリスはちょっと・・・という人。是非ニュージーランドに行きま

しょう。人が温かいのですぐに溶け込めますよ。ニュージーランドの訛りはあります

                                                  
1 1 ドル＝65 円（2011/8 月） 
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≪一週間のスケジュール≫ 
 月 火 水 木 金 土 日 
AM 授業 1.2 
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or 観光 
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≪留学前後のスケジュール≫ 
 留学前 

留

学

中

留学後 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
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７月ごろ 
あわてて留学準備開始。飛行機、学

校の手配を 7 月中に終える。 
英語の勉強も開始！ 
8 月 13 日渡航。 

留学後も継続して英語を勉強しようと

決意。 
国際交流科目を現在 2 科目履修中。 
TOEIC 受験。 

•費用 ≫80万円程度（学校、ホームステイ代、食費旅行代など全部込みこ
み、2ヶ月間）

•レート≫1ドル＝65円ほど（物価はそれほど大差ありませんでした。）

お
金

経済学部 3年 高橋陽介 

留学先 
ニュージーランド 
オークランド大学付属語学学校 

期間 
2011 8 月 13 日 10 月 8 日 

動機 1.費用が他の英語圏と比べて安かったため。 
2.環境がすばらしく、旅行ができる。 
3.英語 学ぶならやっぱり 語圏 しょ
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III. 授業～真面目 100％～ 
 時間割は上記の通りです。基本的には午前中に授業 1（文法クラス）授業 2（自分の興

味関心に基づくクラス）と月、水の午後にワークショップがあります。基本的に出席率 100
パーセントでした。授業はちゃんと行かないとね！週によってクラスが激変します。日本

人が私ひとりになることもあれば、半分が日本人ということもありえました。クラス分け

テストは 5 週間に 1 回で私は Intermediate のクラスにいました。授業については、文法、

リスニング、ライティング、スピーキングとありましたが、主にスピーキングに力を入れ

ている印象でした。とりあえず、喋れるようになれることが目的だったので積極的に違う

国の人に喋りかけていました。 
 

IV. 勉強～とにかく慣れろ～ 
 最初の 1 ヶ月間はとにかく無我夢中で慣れることに必死でした。ルームメイトのダニエ

ル君に聞いた所”I could improve my English skill by watching movies!!”という答えが返

ってきたので授業と映画で勉強をしました。単純ですね笑 各長所、欠点を挙げておきま

す。 
授業：外国の授業は積極性重視。自分から発言していくことでスピーキングの力を養う。

対話形式もあり。日本と違い、文法、単語の訓練はあまりしない。  
映画：下にサブタイトルをつけて学習する。かなりリスニング能力がつくが最初は本当

に慣れない。毎日見ていれば速さについていけるようになる。わからなければ繰り返し

見よう！ 
 
一ヶ月後・・・俺、あんまり友達いないんじゃないか？？  
と自己嫌悪に陥る。というわけで、友達作りの企画へ出発！ 
 

V. Mission Impossible～友達を作れ～ 
指令① 誘われるパーティには全部参加せよ 
 友達を作りたいならパーティには参加必須です。む

しろ知らない人とも友達になれるので、パーティを通

じて友達の輪がどんどん広がって行きます。 
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が、住めば都！すぐに慣れます。 
 こんな感じの理由でざっくりと決めました。今思えばよい選択をしたな、と満足してい

ます！さて、ここまでで興味を持った人、早速ニュージーランドについて調べてみましょ

う！考えるよりも行動した方が早いですよ！ 
 

II. 絶望への挑戦～私の英語力～ 
１、 準備について 
 持ち物については皆さん書いてくれていると思うのでここでは割愛します。ですが、

特に持って行ってよかったな―と思うものを紹介します。 
・圧縮袋（掃除機で吸って圧縮します！かなり重宝します） 
・ジップロック（圧縮袋の中に小分けにしておくとさらにスムーズです） 
・シャンプー・リンス（日本の物が買えず、肌に合わないものもあるので持っていった

方がいいです） 
・簡易日本食（やっぱりあるとほっとします。ミニカップラーメンなど） 
・日記帳（毎日英語で日記を書いていました） 
・本（日本の本 1 冊、外国書 3 冊。暇な時に読みましょう） 
とまぁこんな感じです。航空券、パスポート、辞書だけは絶対に忘れないでくださいね！

それから荷物は 22 キロを超えると追加料金 5000 円を取られます。注意してください。 
２、渡航 
 8 月 13 日、私は日本を旅立ちました。とっても緊張したのを今でも覚えています。

正直やっていけるのか？の一点につきます。飛行機は JAL とニュージーランド航空の

共同運航便で日本の添乗員さんがいたのですが、外国の添乗員さんの英語の早いこと！

何を行っているかまるでわかりませんでした。北大に入るため英語は勉強しましたがい

ざ使ってみようとすると中学生の単語も出てこない・・・困った。というわけで、簡単

なホームステイ英会話2を読んでいました。中学生の内容でしたが、とても興味深く飛

行機を降りるころには読み終えていました。総飛行時間は約 13 時間ほどでした。 
３、ホームステイ先 
 ホームステイ先はオークランドの郊外にある Blockhouse Bay という所でした。海が

近くにあり、とてもきれいな所でした。窓からその景色が望めます。ホストマザーと対

面を果たすのですが、これがまたすごいスピードで喋りまくる。ルームメイトは中国人

で僕のよき理解者でした。とにかく絶望。初日はとても疲れました。私はこの国でやっ

ていけるのか？大きな不安を残したまま最初の 1 週間を黙々と過ごしました。 
 
 

                                                  
2 桑原功次、『ホームステイの英会話』、ナツメ社、2009 年。  
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結果 
 こうした努力の結果、後半の 1 カ月でずいぶん

多くの人に知ってもらえました。英語の実践も兼

ねることができとても満足しています。やっぱり

怖がらずなんでも挑戦して英語を使うようにする

のが上達の早道だと思います。 
 
 

総括 英語はコミュニケーションツールの一種だ、と再認識。 
 1 カ月を勉強。1 カ月をコミュニケーションに充てたわけですが、やっぱり感想として

英語はツールであって勉強の目的そのものではありません。勉強はもちろん重要だけれど

も、それはコミュニケーション能力を高めるため、と認識することが大切だと思います。 
 

追記 
 ここまで読んで頂き本当にありがとうございます。私の留学体験記が少しでも役に立っ

て頂けたら幸いです。私にしか書けないことを書こうと思い、かなりの事を省いています。

基本的なことはガイドや他の人が書いてくれていると思うのでそちらを参考にして、準備

万端に行ってください！行動することが大切ですよ。頑張ってください！！ 
 
《留学アンケート》 
① おすすめ（ガイドブックにないスポット、観光地、店、お気に入りの場所、食事 etc.） 
 オキシデンタル・カフェ（カキが有名なお店です） 
 マウント・イーデン（オークランドで初めて連れていってもらった場所でした。） 
 バイア・ダクトハーバー（ヨットが所一面に敷き詰められています） 
② マナーやタブー 

様々な人種が共存している町です。宗教などでタブーはあるものの、基本的にはありま

せん。 
③ 持っていってよかったもの（重宝したモノ、喜ばれた日本のモノ、ウケた特技 etc.） 
 折り紙 
 シャンプー、リンスは持っていくと重宝します。 
④ 留学前の必見本 or ウェブサイト 
 地球の歩き方（観光はこの 1 冊で OK！） 
 基礎的な単語帳などを勉強しておくと苦労が少し減ると思います。 

短期プログラム オークランド大学 夏季語学研修 

指令② 旅行をせよ 
 ニュージーランドに行くならぜひ旅行の計画を立てましょう！冒頭でも記述しました

が、ニュージーランドは美しい自然でいっぱいです。 
1. ランギトト島 
 オークランド近郊にある自然がいっぱいの島です。フ

ェリーで 30 分くらいでした。上り下り 2 時間くらいのハ

イキングコースとして最適の場所です。 
 
2. ロトルア（3 days trip） 
 ロトルアはニュージーラ

ンドを訪れたら絶対に観光

しておきたい場所です。カヤ

ック、バンジージャンプ、ジ

ェットボートなど様々なア

クティビティの他マオリ村、

硫黄地帯など観光スポット

が多々あります。必見です！ 
 
指令③ ラグビーのワールドカップを観戦せよ 
 ラグビー王国ニュージーランド。そしてご存

じだろうか？日本にラグビーのナショナルチー

ムが存在するということを。2011 年 9 月にラグ

ビーのワールドカップがここニュージーランド

で開幕した。想像を絶する盛り上がりぶりでニ

ュージーランドが悲願の優勝。大盛況のうちに

幕を閉じました。ちなみに私は日本対フランス

を観戦。（21－42 で敗北。でもナイスゲームで

した！） 
 
指令④ テニスを通じてコミュニケーションの輪を拡大せよ 
 大学で部活をやっていたのでこれを活かさない手は

ないと思い、ニュージーランドでもテニスをすることに

しました。人がとても温かく、英語の喋れない僕を温か

く迎えてくれました。火曜日の夜、日曜日の朝 2 時間テ

ニスをやっていました。沢山の人が僕を知ってくれてと

てもうれしかったです。 
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