
玉川大学 観光学部
社会と連携して時代のニーズに応えた実践的な学びを

ビジネス、地域社会そして世界で活躍できる力を
ツーリズムの学びをとおして多様な分野で活躍できる人材育成を目指しています

1年間の必須留学を含めて
4年間で卒業できる！
留学中には1か月の長期インターンシップも実施

英語ブラッシュアッププログラム

観光の専門科目学習事例

実践的な学び

学生のコメント

■『College Reading ＆ WritingⅠ・Ⅱ』や 『Hospitality Management』による
　専門科目の授業で英語の「読む・書く・聞く・話す」力をバランスよく養う。
＊4年次1月末までに TOEIC® Listening & Readingテストで700点以上のスコア獲得が卒業の条件

●航空事業論 　●宿泊事業論　●旅行事業論　
●サービス・マーケティング　●異文化交流論　など
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＊観光庁の資料を参考に玉川大学が作成

産官学連携
沖縄県久米島町との連携事業沖縄県久米島町との連携事業

山形市や久米島町との産学連携による
フィールド・ワーク

学外コンテスト

ブランドUSA・アメリカツアープランニング
コンテスト2018　グランプリ受賞

ブランドUSA・アメリカツアープランニング
コンテスト2018　グランプリ受賞

学外で開催されている、企画コンテストや
大会への参加

吉本 航貴
4年生
宇都宮短期大学附属
高等学校　出身

留学プログラムで学んだことは、「語学力」と「グ
ローバルな視野」です。留学先大学での学びだ
けでなく、海外で 1ヵ月に及ぶインターンシップ
の経験は、社会で使える「生きた英語」を身に
つける場でもありました。また、多文化都市のメ
ルボルンでの生活は世界観を広げ、海外からの
視点で日本のことを客観的に見ることができるよ
うになりました。この 1 年間の留学で学んだこと
は、一生の武器になると確信しております。

Information

観光学部HP 観光学部Instagram

玉川大学
入試広報部
〒194‐8612 東京都町田市玉川学園 6‐1‐1

●資料・願書請求
　大学案内メールセンター　
　　  0120-558509

●入試に関するお問い合わせ
　入試広報課
　☎ 042-739-8155

留学後 3年秋学期～4年秋学期

20
21年

度募集人員

120名へ
拡大！
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留学中に1か月の海外インターンシップ

亀子 ひなた  3年生
神奈川県立秦野高等学校 出身

柳  未来  3年生
岩手県立不来方高等学校 出身

10日間にわたる日本航空シドニー支店のインターンシップに参加し
ました。グランドスタッフ業務を通じて、客室乗務員、整備、航務、
貨物、営業の業務の連携の大切さを学びました。私が一番印象
に残っているのは、スタッフの方々が飛び立つ飛行機に手を振る
シーンです。海外でのインターシップを体験したことにより、国
籍や文化の違いがあっても、一緒に働く仲間やお客様を思いやり、
お互いに尊敬する事が大切だということを実感しました。今回の
貴重な経験は将来の夢を叶えるための大きな自信となり参加でき
て本当に幸せでした。

客室乗務員になりたいという夢の実現に向けインターンシップに
参加しました。空港では、客室乗務員、グランドスタッフ、整備士、
フライトオペレーション、貨物の業務を担当される方々、シドニー
市内支店では、マーケティングを担当されている方のお話を伺うこ
とができました。そして、飛行機を安全に飛ばすためにチーム一
丸となって努力されている日本航空スタッフの方々のプロフェッ
ショナルな姿に感銘を受けました。
今回の経験により、スタッフの想いを受け止めお客様をおもてな
しする客室乗務員の方々への憧れが一層強くなりました。

学生のコメント

観光の基礎科目学習例

留学前の 1 年半は観光の基礎科目の学習と併行して多くの時間を英語
の勉強に割くことになります。入学してすぐ英語シャワープログラムが
実施され、毎日英語の授業を受けることになります。プレゼンテーショ
ンの授業では、英語で伝える力を培うことができ、留学時にはとても
役立ちました。また、3ヶ月で1万ワード以上の英文を読む課題が課せ
られ、英文読解力もつけていきます。
更に TOEIC に対応した授業やレポート提出により文法力も鍛えられま
す。困ったときにはネイティブのチューターの先生に相談しながらモチ
ベーションを高め英語の勉強を続けることができました。

河内 徹
4年生
関東学院高等学校 出身

イベント業・企業でのインターンシップ（必修）をそれぞれ体験
主な研修先（2019年出発学生の実績）
企業
・Japan Airlines　・Melbourne Marriot Hotel 
・JTB Melbourne  ・Melbourne Star Observation Wheel
イベント業
・Melbourne Japanese Summer Festival 2019
・Snow Travel Expo2019

■月～金まで外国人教師による毎日1時間以上の
　英語の必修授業
　・ELF（English as a Lingua Franca）
　・College English
　・Intensive English Training
■チューターやティーチング・アシスタントの
　制度を活用し予習・復習
＊1年次1月末日までにTOEIC® Listening & Reading テストで500点以上のスコア獲得が留学の条件

留学費用としては、本学に納める学費の他に留学ビザ取得費、
渡航費用、海外旅行保険費用、現地での宿泊費（ホームス
テイ・学生寮にかかる費用）、生活費など、約200万円＊かかり
ます。
＊物価・為替レートにより、変動することがあります。

英語以外にも専門科目を学習します
・観光概論
・観光経営学
・観光地理学  など

留学前 留学中1年～2年春学期 2年秋学期～3年春学期

JASSO海外留学支援金制度（給付型）
［令和元年度受給事例］

奨学金
渡航支度金

月額7万円
16万円 72名が受給

英国サリー大学Owen Grainger氏による特別公演
（2018年実施）

世界から留学生が集まるメルボルンとゴールドコーストで学ぶ世界から留学生が集まるメルボルンとゴールドコーストで学ぶ

TOEIC® Listening & Reading
テスト平均スコア推移

英語シャワープログラム

学生のコメント

＊海外留学プログラムは、感染症の拡大等の影響によりプログラムの中止や運営方法が変更となる場合がございます。

留学費用について

（点数）

（学期）
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