
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 年度国際関係学部オープンキャンパス Zoom ウェビナー説明会・交流会 Q&A 集 

- 1 - 

目次 

1 静岡県立大学について、学生生活について ····································· 2 

2 国際関係学部について、学科の違いについて ·································· 6 

3 国際関係学部のカリキュラムについて、専門の授業について ················· 10 

4 英語の授業について、地域言語の授業について ······························· 14 

5 教職課程について、教員免許取得について ···································· 17 

6 留学について、滞在先での生活について ······································ 19 

7 学内での国際交流について ···················································· 23 

8 課外活動について、クラブ・サークル活動について ··························· 24 

9 就職について、将来の進路について ·········································· 25 

10 入学試験について、受験勉強について ········································ 27 

11 外国人留学生のみなさんへ To international students ·············· 32 

Q&A 集について ··································································· 33 

  



2021 年度国際関係学部オープンキャンパス Zoom ウェビナー説明会・交流会 Q&A 集 

- 2 - 

1 静岡県立大学について、学生生活について 

オープンキャンパス担当教員より 
 静岡県立大学について知りたい方は、本学ホームページをぜひご覧ください。キャン

パス紹介や学生生活情報も公開しています。学生の地域貢献活動の成果について紹

介することもあります。バーチャルオープンキャンパスのページもぜひご覧ください。 

 

静岡県立大学ホームページ 
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/ 

 

静岡県立大学 バーチャルオープンキャンパス 2021 

https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/admissions/opencampus/oc2021/ 

 

 

1-1 キャンパスの雰囲気を教えてください。 

 静岡県立大学は大規模な大学ではないですが、明るく落ち着いた雰囲気のキャンパ

スだと感じます。オープンキャンパスの特設サイトにキャンパスツアーの動画がありま

すので、ぜひご覧ください。 

 

国際関係学部キャンパスツアー 
https://youtu.be/n2UQgDuTZ_E 

 

 

 

1-2 学生の男女比を教えてください。 

1-3 地元と地方出身の学生のおおまかな割合を教えてください。 

 大学全体では女子学生の方が多いです。国際関係学部でも、女子学生の方が多い

です。また、静岡県内出身の学生が圧倒的に多いです。大学のホームページには、学

部ごとの学生数が掲載されており、男女比も見ることができます。出身都道府県の状

況も公開しています。ぜひご覧ください。 

 

学生数・教員数 
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/guide/outline/number/ 
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1-4 一人暮らしの学生は多いですか。 

1-5 一人暮らしの学生はサークルやアルバイトをしていますか。 

 県大生の約半数が一人暮らしをしています。一人暮らしをしている学生のほとんど

がサークルやアルバイトをしています。 

 

 

 

1-6 学生の皆さんはどうやって通学しているのですか。 

 徒歩や電車、自転車やバイク（原付）などの通行手段で通学しています。 

 

 

 

1-7 入学後に知ったこと、驚いたこと、早めに知っておくべきだと思うことは

ありますか。 

 私は入学当初徒歩通学でしたが、大学までの道のりにある坂道を上るのが意外と大

変だと気付き、自転車通学に変更しました。 

 

 

 

1-8 県外から入学した人が驚いた静岡のことについて教えてください。 

 静岡市では燃えるゴミと燃えないゴミを一緒に捨てていいという点に驚いたという学

生や、図書館など、学内の至る場所から富士山が見える点に驚いたという学生がいま

した。 

 

 

 

1-9 アルバイトと勉強の両立は可能ですか。 

 時間の使い方次第では可能だと思います。試験期間はアルバイトのシフトを減らす

など、工夫をしながらアルバイトをしている学生が多いです。 
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1-10 一日の自主学習の時間はどれくらいですか。 

 個人差はありますが、私は週末に一週間の授業内容の復習・振り返りをしています。

試験が近くなると、一日に３～４時間程度勉強する日もあります。 

 

 

 

1-11 授業の空き時間はどのように過ごしていますか。 

 図書館に行って本を読んだり、課題をしたりしています。試験前はテスト勉強の時間

に充てることが多いです。他にも、食堂でジュースを飲みながら一休みする学生もい

ます！ 

 

 

1-12 現在、図書館は使えますか。 

 はい、利用できます。図書館のウェブサイトに開館時間や施設利用についての案内

がありますので、ぜひご覧ください。 

 

図書館 
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/library/ 

 

 

1-13 入学後、楽しいと思ったことは何ですか。 

 友人と一緒に学食で昼食をとることです。新型コロナウイルス感染症対策のため食

事中は喋りませんが、次の授業までの時間を友人と過ごすのは楽しい時間です。また、

授業の難しい課題を友人と相談しながら協力して完成させたり、テスト勉強を一緒にし

たりすることも楽しい時間のひとつです。 

 

 

1-14 入学後、一番苦労したことは何ですか。 

 はじめは、オンライン課題の進め方が分からなかったり、パソコンの操作に不慣れで

あったりし、オンライン授業の習慣に慣れることに特に苦労しました。また、対面授業と

オンライン授業の両方が１日のスケジュールの中に混在しているので、移動に苦労した

時期もありました。 
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1-15 コロナ禍でも友達と交流することは可能ですか。 

 対面授業やサークル活動などで交流することが可能です。特に、サークル活動を通

じて友達が増えたという学生が多いです。また、必修英語の授業はクラスが固定され

ており、クラスメイトとコミュニケーションを取る機会も多いので友達ができるチャンス

かもしれません！ 

 

1-16 大学生活についてのカウンセリングを受けられますか。 

1-17 障害を持った学生は配慮や支援を受けられますか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 本学は一般相談や健康相談を受け付ける学生生活サポート体制を整えています。健

康支援センターでは学生の健康の保持増進と障害学生の修学支援についてさまざま

な活動をしています。 
 

学生相談 
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/campuslife/support/consultation/ 

 

健康支援センター 
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/facilities/health-center/ 

 

 本学への進学相談、入学試験に関する配慮や支援については、入試室にお問い合わ

せください。入試情報ウェブサイトもご覧ください。 
 

入試情報 
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/admissions/ 
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2 国際関係学部について、学科の違いについて 

オープンキャンパス担当教員より 
 国際関係学部を知りたい方は、学部紹介ページをご覧ください。シラバス（授業内容）

も検索できます。学部特設ウェブサイトではより詳しい情報を紹介しています。 
 

大学案内 国際関係学部 
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/faculties/international-relations/ 

 

国際関係学部特設ウェブサイト 
https://ir.u-shizuoka-ken.ac.jp/ 

 

 2021 年度のバーチャルオープンキャンパスではたくさんの動画を制作しました。学

生からのメッセージも公開しています。ぜひご覧ください。 

 

国際関係学部バーチャルオープンキャンパス 2021 

https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/admissions/opencampus/oc2021/kokusaikankeigakubu-2021/ 

 

 

2-1 国際関係学科と国際言語文化学科の違いは何ですか。 

2-2 どんな基準で学科を決めればよいでしょうか。 

 パンフレットやウェブサイトをぜひ参考にしてください。それでも不安な場合や違いが

曖昧な場合は、高校の進路指導の先生に直接問い合わせてみるのも良いと思います。 

 国際関係学科と国際言語文化学科では、授業内容が大きく異なります。それぞれの

学科について詳しく説明している動画をぜひご覧ください。 

 

国際関係学科 
https://youtu.be/I7r9oeIwBco 

 

国際言語文化学科 
https://youtu.be/D33DnYm03Mg 
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2-3 静岡県立大学の国際関係学部と他大学の同学部で違うところや、この大学

ならではの魅力はありますか。 

2-4 この学部にしかない特徴を教えてください。 

 多くの授業は少人数制で、学生同士で協力しながら課題を進めたり、分からないこと

があればすぐに先生に質問することができます。先生と学生との距離が近く、積極的に

学ぶことのできる環境が魅力だと思います。 

 国際関係学部でしか学べないこと、この学部にしかない魅力はほかにもたくさんあり

ます。国際関係学部について詳しく説明している動画をぜひご覧ください。 

 

学部長あいさつ 
https://youtu.be/_csHpKaJ3wQ 

 

 

2-5 在学生から見た国際言語文化学科の魅力は何ですか。 

 どの授業もとても面白いところだと思います。扱うテーマが幅広く、自分が学びたい

授業が見つけやすいと感じます。国際関係学部は必修科目が少なく、ほとんどの授業

を自分で選択することができるので、1 年生のうちから自分の興味のあるテーマに沿

って授業を選択できるところが魅力だと思います。また、教育学部ではないのに高校

の国語・英語の教員免許を取得することができる点も魅力の 1 つだと思います。 

 

 

2-6 国際関係学を学ぼうとしたきっかけは何ですか。 

 私は、日本語教師に興味があり、国際関係学を学びたいと思うようになりました。県

立大学では日本語教師の免許を取得することが可能であり、また、他国の文化や言語

を学ぶこともできます。そのため、そのような知識を身につけることは、将来日本語を

教える際に役に立つのではないかと思い、静岡県立大学の国際関係学部で学びたい

と考えるようになりました。 
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2-7 高校で日本史を学んでいますが、この学部に入るには世界史の方がよい

のでしょうか。 

2-8 高校で世界史を選択していなくても授業についていくことはできますか。 

 どんなことを学ぶかにもよりますが、必ずしも世界史の方が良いとは限りません。日

本を主体として外交を学んだりもできますし、言語学なども専攻できます。また、ヨー

ロッパなどについて勉強してみたいと考えていたとしても、基礎から学ぶことができる

ので十分についていけると思います。実際に世界史選択ではなく、日本史選択や地理

選択だった学生も多くいます。ただ、大学で学びたいことと高校で学んだことが関連し

ていれば、より深く内容を理解できるかもしれません。 

 

 

2-9 国際関係について学べる大学は他にもありますが、なぜ静岡県立大学を

志望したのですか。 

 地元である静岡県の大学に通いたかったことに加え、教員免許を取得できる点に魅

力を感じたからです。また、本当に幅広く授業が展開しているので、自分が興味を示

すものをここなら見つけられるのでは、と期待しました。 

 

 

2-10 国際関係学部ではどのような資格が取得できますか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 所定の単位を修得することで、以下の 3 つの資格を取得することができます。卒業

生全員に自動的に資格が与えられるわけではありません。 

1. 高等学校教諭一種免許状（英語または国語） 

2. 日本語教員養成課程・単位修得証明書 

3. 社会調査士（一般社団法人社会調査協会認定資格） 
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2-11 外国のことを学ぶにあたって、話す力をつける機会はありますか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 主にヨーロッパの地域言語についてお話します。フランス語、ドイツ語、スペイン語の

場合は、必修科目を修めた学生向けに、アウトプット（作文力、会話力など）を鍛えるた

めの「会話」「表現研究」の授業があります。また、読む力をつけることでインプットを強

化することもアウトプットには不可欠ですが、各言語に「テクスト研究」「テクスト・リーデ

ィング」等の講読の授業があります。さらに、言語によっては、一定の条件を満たせば

私費の語学留学が卒業単位として認定されます。学内の審査を経て国際交流定校へ

留学し、より高度な語学力を磨くこともできます。 

 加えて、各言語の担当教員は授業を通して語学学習の方法についても指導していま

す。例えば、スペイン語ではクィック・レスポンス、シャドーイング、サイト・トランスレーシ

ョンなどの通訳訓練に用いられる学習法を解説・実践し、自学習をサポートしています。 

 

 

2-12 国際関係学部で心理学や哲学など学ぶことには、どんなメリットがありま

すか。 

2-13 国際関係学部では国際教養を学ぶことができますか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 私たちが暮らす社会は、言語・政治・経済・文化など、さまざまな側面で多様化・複雑

化しています。私たちは国境や文化の壁を越えてお互いが結びつき、協力して課題解

決に取り組まなければなりません。お互いの文化や価値観、背負っている歴史、単なる

道具ではないはずの言語、属している社会、置かれている環境、それらを自らの力で

理解してから、相手に話しかけなければなりません。この時に必要となるのが、多面的

な思考力と深い洞察力、そして、幅広い教養です。 

 現代社会で求められる教養は、単にものごとをたくさん知ることで身に付けられるも

のではありません。あるひとつの分野を深く知ることで身に付けられるものでもありま

せん。本学の全学共通科目と国際関係学部の学部基礎科目には、さまざまな学問分野

についての授業があります。これらの授業を通じて心理学や哲学、倫理学、人類学、社

会思想などの分野に触れることはとても重要です。多くの学問分野に触れてより多く

のものごとを知るようになると、高校までの学習内容を見つめ直すことができるように

なります。私たちが暮らす静岡県や日本を新しい視点から学び直すこともできるよう

になります。そして、マスメディアを通じて見聞きする国際社会の情勢や地域社会の動

向を、多元的かつ複合的に理解できるようになります。これを出発点として、大学生活

を通じて幅広い教養を身に付けていきます。このことが国際関係学部での学びの特色

のひとつです。  
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3 国際関係学部のカリキュラムについて、専門の授業について 

オープンキャンパス担当教員より 
 国際関係学部は、カリキュラムや授業の情報を掲載した特設ウェブサイトを開設して

います。専門プログラムやゼミで学ぶ在学生の声も紹介しています。ぜひご覧ください。 
 

国際関係学部特設ウェブサイト 
https://ir.u-shizuoka-ken.ac.jp/ 

 

 

3-1 アカデミック・リテラシーとは何ですか。 

3-2 アカデミック・リテラシーと学部基礎力の違いは何ですか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 大学での勉強の方法を広く「アカデミック・リテラシー」と言います。アカデミック・リテ

ラシーを身に付けながら、さまざまな分野や領域の専門分野を少しずつ学んでいき、

学部基礎力を身に付けていきます。 

 アカデミック・リテラシーを身に付けるための授業の例として、学部パンフレット・ウェ

ブサイトでは「ベーシック・スタディ」を紹介しています。 

 

国際関係学部 カリキュラム 学部基礎 
https://ir.u-shizuoka-ken.ac.jp/dep/basic/ 
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3-3 大学の授業は全て英語で行うのですか。 

 英語だけで行う授業もありますが、日本語で行うものが多いです。 

 

オープンキャンパス担当教員より 
 国際関係学部には課題探究型の英語授業「PBL English」があります。この授業で

は、教員や受講生との間のディスカッション、成果報告やレポート作成をすべて英語で

行います。この授業は、実際の社会問題に関連するプロジェクトに取り組む授業です。

単に会話や作文を学ぶ授業ではありません。授業では、他者と意見や経験を共有し、

協調作業を進めていくための実践的な英語力を身に付けていきます。多くの 1年生が

この授業を履修しています。 

 授業担当教員からのメッセージと受講生の声を学部パンフレット・ウェブサイトで紹介

しています。 

 

国際関係学部 カリキュラム 学部基礎 
https://ir.u-shizuoka-ken.ac.jp/dep/basic/ 

 
 

3-4 「ビジネスの視点でみる静岡」ではどのようなことを学ぶのですか。 

 年度により内容は変わるかもしれませんが、静岡県の若年層の人口流出や女性の就

業に関して、また、静岡の企業の競争戦略、静岡発のブランド、ソーシャルビジネスなど

に関して詳しく学ぶことができます。 

 

 

3-5 国際経済はどちらの学科で学ぶことができますか。 

 どちらの学科でも学ぶことはできますが、専門にするのであれば国際関係学科が良

いと思います。国際公共政策プログラムでは、国際経済の仕組みや経済格差の原因に

関する知識を得ることができます。 
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3-6 環境問題など、SDGs に関する授業はありますか。 

3-7 世界の貧困問題や難民について深く学ぶことができますか。 

 国際関係学部には SDGs に関連するテーマを扱った授業がたくさんあります。貧困

問題やジェンダーをゼミで研究することもできます。国際関係学科の国際開発プログ

ラムでは、国際開発・国際協力に関心がある学生や途上国の貧困、人道支援に関心が

ある学生が学んでいます。 

 静岡県立大学は「静岡県立大学 SDGs 宣言」を行い、全学的に SDGs への取り組

みを始めています。2020年の 10月には「コロナ後の SDGs 的世界」をテーマとした

オンラインでの連続講義を行いました。現在も大学のホームページに公開されていま

すので、参考にしてください。 

 

オンライン連続講義企画＜コロナ後のSDGs的世界＞ 

https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/guide/sdgs/online/ 

 

 

3-8 国際言語文化学科では、高校での世界史のように専門にする国の歴史な

ども学べますか。 

3-9 ヨーロッパの歴史について学べますか。 

 はい、学べます。ヨーロッパ研究プログラムでは、ギリシア・ローマの時代から現代の

EU まで、共同性と同時に多様性を持つ地域であるヨーロッパを様々な角度から研究

することができます。 

 

 

3-10 面白い、楽しいと感じるのはどのような授業ですか。おすすめの授業はあ

りますか。 

 「日本とアジア」という授業がおすすめです。この授業は、オムニバス形式で授業ごと

に担当の先生が変わり、講義のテーマが変わります。中国、東南アジア、韓国、イスラ

ーム、南アジア、朝鮮半島の他、日本についても学ぶことができ、自分がどの地域に特

に興味があるのかを決めるきっかけにもなると思うので、アジアに興味がある人はぜ

ひ受講してみてください。 

 「ことばと心理」という授業もおすすめです。実験や観察の映像を視聴したり、実際に

先生がその場で実験のようなことをしたりして、「ことば」に心理学の観点からアプロー

チをする授業です。言語に興味がある人には特におすすめの授業です！ 
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3-11 オンライン授業と対面授業の比率はどのくらいですか？ 

 感染拡大状況に大きく左右されます。9割以上がオンラインの時期もありました。ワク

チン接種率が上がるにつれて徐々に緩和されていく見通しです。 

 

 

3-12 民謡が好きで、10年間ならっています。日本の邦楽、民謡について学べる

講義やゼミはありますか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 日本研究プログラムでは、日本の芸能や文学などを学ぶことができる授業が開講さ

れています。また、芸能や文学を理解するために必要な思想や哲学などを学ぶことも

できます。 
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4 英語の授業について、地域言語の授業について 

オープンキャンパス担当教員より 
 多くの高校生が大学での英語の授業に興味を持っています。授業は難しいのか、授

業をどのように進めるのか、授業についていくことができるのか…みなさんの疑問に

学生が答えます。また、7 つの地域言語（第二外国語）の授業が充実しているのが国際

関係学部の特徴です。地域言語を学ぶことを通じて地域実践力を身に付けるのが国

際関係学部の目標です。 

 

 

4-1 国際関係学部では英語は必修ですか。 

 2年生までは必修です。3年生からは必修ではなくなりますが、英語の授業は多くあ

るので、学び続けることももちろん可能です。 

 

 

4-2 英語や地域言語の授業はどのような形式で進めるのですか。 

 授業により異なるため、さまざまな形式があります。発音（読み方）の勉強から始め、

その後テキストに沿って簡単な単語や文法を勉強し、問題を解いていく授業もあれば、

出題された課題を授業内で発表する授業や、その言語特有のアルファベットの読み方

から勉強する授業もあります。現在は、新型コロナウイルスの影響で、一部の授業はオ

ンラインで行われていますが、ほとんどの授業は対面で行われています。授業にきち

んと出席し、日頃から復習や音読を繰り返していれば、学期末にあるテストも乗り越え

ることができます。 

 

 

4-3 大学の英語の授業はどのようなものですか。高校の授業とはどのように

違いますか。 

 英語の授業では、英語でプレゼンテーションを行ったり、学生同士で英語でディスカ

ッションをしたりします。その他にも、英語で書かれたテキストを読みながら勉強する

授業や、英作文を書く授業、また、TOEIC 対策を受けることのできる授業などもあり

ます。高校での英語の授業とは違い、英語を“話す”機会が多く、一人で英語に集中す

るよりは、学生と先生全員で一緒に授業を作っていく印象があります。 
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4-4 英語の具体的な勉強方法を教えてください。 

 まずは授業の課題をしっかりとこなすことです。また、予習復習もできるだけするよう

にしています。その他にも、洋画を観たり洋楽を聴いたりしながら英語を勉強するとい

う学生もいます。 

 

 

4-5 大学に入学した時点で英語を話すことができる人はいますか。 

 英語がとても得意な学生や、好きな学生もいれば、苦手な学生もいる印象がありま

す。そのため、全ての学生が流暢に英語を話すことができるわけではありませんが、

留学経験のある学生や帰国子女の学生は英語を話すことができる人が多いです。 

 

 

4-6 国際関係学部で勉強すれば英語を話せるようになりますか。 

 もちろん、その人の努力次第だとは思います。県大には洋画を観ることができる教室

（SALL）があります。図書館には英字新聞が置かれています。学習環境が整っている

ため、様々な形で英語を勉強することができると思います。 

 

 

4-7 英語が苦手な人はいますか？ 

 たくさんいます！大学で勉強する英語は難しいイメージがあるかもしれませんが、必

修英語ではレベルごとにクラス分けが行われており、自分のレベルに適した授業を受

けることができます。 

 

 

4-8 国際関係学部での勉強を通して、外国語でのコミュニケーション能力がど

のくらい身に付きますか。 

 その人の努力次第だと思いますが、県大の先生は学びたいと思う学生を後押しして

くれる存在だと思います。また、周りの友人も外国語に前向きに取り組んでいるため、

努力が苦にならない学習環境だと思います。 
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4-9 韓国語や韓国の文化を専門的に学ぶことは可能ですか？ 

 可能です。1・2 年生では地域言語として韓国語を学ぶこともできますし、3 年生から

はより専門的な「韓国語表現法」という授業を履修することもできます。また、韓国の文

化を学べる授業もあります。ゼミも、韓国を専門とするものは 2 つあるので、自分が学

びたいことに合ったゼミを選ぶことができます。 

 

 

4-10 英語検定以外の検定の対策講座はありますか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 本学のすべての 1・2 年生は言語コミュニケーション研究センター所属教員による英

語授業を受講します。この授業では TOEIC スコアの向上を目指して英語を集中的に

学びます。全学共通科目にはより難易度の高い TOEIC・TOEFL 対策授業が開講さ

れています。希望者はこれらの授業を受講することができます。 

 

 

4-11 ロシア語だけでなく他のスラブ語を学ぶことはできますか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 スラブ諸語の中で、本学で履修できる言語はロシア語だけです。ただし、スラブ諸語

は文法や語彙が互いにかなり似通っていますので、まずはその中で最もメジャーな言

語であるロシア語を学んで、そのあとにそれ以外のスラブ語を学ぶことをお勧めしま

す。 
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5 教職課程について、教員免許取得について 

オープンキャンパス担当教員より 
 国際関係学部では高等学校教諭一種免許状（英語または国語）を取得することがで

きます。教員免許取得を目指す学生は多くの授業を履修しなければなりませんが、と

てもやりがいがあります。教育に関して興味がある人は授業が楽しく感じると思いま

す。以下、進路選択の参考にしてください。 

 

 

5-1 教職課程を履修している人は何人いますか。 

 2021年度の 3 年生は、英語が 10名、国語が 3名、計 13名が教職科目を受講し

ています。その年により異なりますが、教職課程を履修する学生のほとんどが国際言

語文化学科に所属しています。ですが、もちろん、国際関係学科に所属していても教

員免許を取得することは可能です。 

 

 

5-2 英語教員を目指す場合、どのような授業を受講しますか。 

 例えば、「英米文学概論」「英米文化論」「英米文学史」「英語学概論」「英語表現法」「英

語音声学」「英文法」などが英語教職課程の必修科目となっています。これらの授業で

は、英語圏の文化や英語のアクセント、英文法などについて勉強します。ほかにも、英

語圏の有名な文学作品（詩、物語、伝記など）を用いて勉強したり、様々なテーマにつ

いて実際に英語で作文を書いたりするなどし、色々な角度から英語にアプローチしま

す。 

 教職課程では「体育」（身体運動科学）も必修となっています。大学の体育というと、

少し厳しいイメージがあるかもしれませんが、実際はそんなことはありません。授業に

参加していく中で友達も増え、とても楽しく運動ができるのでスポーツが苦手な人で

も大丈夫です！ 
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5-3 英語の教員免許取得のための勉強を進めながらアジアについて深く学ぶ

ことは可能ですか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 「アジア研究プログラム」の授業やゼミを通じて、アジアについてより深く学ぶことが

できます。一方で、英語の教員免許を取得するためには、それ以外の授業をたくさん

履修しなければなりません。4年生では教育実習を行わなければなりません。もちろん、

自分自身の関心や興味についての勉強・研究を深めながら、英語の教員免許取得を

目指すことは可能です。とてもやりがいがある大きな挑戦だと思います。 

 

 

5-4 教職課程は 1年生から始まるのですか。途中でやめることは可能ですか。 

 教職科目は 1 年生から受講します。また、途中で進路を変更することも可能です。し

かし、3 年生の春には次の年に行う教育実習の予約をするので、3 年生に進級する時

に教職課程の履修を続けるかどうかを決めることになります。 

 

 

5-5 １週間にどのくらい教職科目を履修するのですか。 

 学年によって異なりますが、基本的に 1 年生では前期に 2 コマと後期に 2 コマ、2

年生では前期に 0 コマと後期に 2 コマ、そして 3 年生では前期に 4 コマと後期に 3

コマあり、それに加え集中講義が 1科目あります。これらに加えて、英語の教員を目指

す人は英語科の教職科目を、国語の教員を目指す人は国語科の教職科目を、それぞ

れ履修する必要があります。 

 

 

5-6 教職課程を履修しながらアルバイトやサークル活動をするのは大変ですか。 

 人によっては大変だと感じるかもしれませんが、両立は可能です。実際に、教職課程

を受講している学生の多くが、アルバイトやサークル活動を行っています。 

 

 

5-7 教員採用試験の受験者へのサポートはありますか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 教職科目担当教員が個別に筆記試験や面接試験のアドバイスをしています。教職科

目に限りませんが、国際関係学部では少人数の授業が多く、教員と学生の距離が非常

に近いことが特徴です。 
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6 留学について、滞在先での生活について 

オープンキャンパス担当教員より 
 コロナ禍の影響で全世界的に出国・入国制限が行われていたため、国際交流が大き

く停滞していました。静岡県立大学も例外ではありません。今後は、ワクチン接種がい

っそう進み、コロナ禍が収束に向かえば、国際交流が活発に行われるようになるでしょ

う。そして、より安全に留学や海外渡航をすることができるようになるでしょう。本学の

国際交流・留学情報は以下をご覧ください。 
 

国際交流・留学 
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/exchange/ 

 

 

6-1 国際交流提携校には誰でも留学できるのですか。 

6-2 交換留学の費用・期間はどれくらいですか。金銭面や現地でのサポートは

ありますか。 

6-3 交換留学生の現地での過ごし方は、ホームステイ以外にもありますか。 

6-4 交換留学をしても 4年で卒業することはできますか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 交換留学（国際交流協定校への学生派遣）には条件・審査があります。授業料納付の

有無は留学先によって異なります。留学先への渡航費、留学先での生活費はすべて自

己負担となります。留学先では健康相談や修学支援などを無料で受けることができま

す。留学先によっては、学生寮に入居して、現地の学生や他国からの留学生と共同生

活を送ることができる場合があります。交換留学生には、授業への出席だけではなく、

各種の国際交流イベントへの参加が求められます。交換留学の場合、単位認定制度を

利用して、4年で卒業ができる場合があります。 

 

 

6-5 交換留学ではなく、自分の行きたい国に留学したりホームステイをするこ

とは可能ですか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 交換留学以外にも、毎年多くの学生が私費で留学したり、ワーキングホリデー制度を

利用して異文化体験をしています。 
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6-6 留学先ではホストファミリーとどのように上手く関係を築いていったので

すか。 

 正直、ホストファミリーとはあまりたくさんは話すことができなかったので、関係を上

手く築けていたかは分かりませんが、ホストファミリーの子ども達とはたくさん遊んで

仲良くなれたように思います。子ども達の話す英語はそこまでスピード感があるわけ

ではないので聞き取ることができますし、難しい単語を使うわけではないので言って

いることも理解しやすかったです。留学先でホストファミリーと仲良くなるコツは、子ど

も達ととことん遊んで、ファミリーとなるべくたくさん話すことだと思います！ 

 

 

6-7 留学でホストファミリーと仲良くなるのは難しくないですか。英語が完璧

に話せなくてもやっていけますか。 

 私はホストファミリーと仲良くなるのが難しかったです。私のホストファミリーは子ど

もが 2 人いたので、ホストマザーもファザーも子供のお世話と家事でいっぱいいっぱ

いで、中々ゆっくり話すことは出来ませんでした。しかし、ホストファミリーの子ども達

とは夜に映画を観たり、ダンスショーをやったりと、たくさん遊びました。また、ホストフ

ァミリーが作ってくれた料理はいつも美味しく、カナダ料理だけではなくメキシカン料

理なども作ってくれたので、世界の色々な味を知ることができたことが思い出に残って

います。そのため、ディナータイムでホストファミリーと話すきっかけを見つけても良い

かもしれません。ホストファミリーは過去にたくさんの留学生を受け入れてきているの

で、完璧に英語を話せなくてもこちらの伝えたいことを理解してくれますし、子ども達

の話す英語は聞き取りやすいので、コミュニケーションを取りやすいと思います。 

 

 

6-8 留学して得た一番大きなものは何ですか。 

 留学して得たものは、自分は英語が好きだということが再確認出来たことです。たっ

た 2 週間の語学留学では、正直英語力の伸びを実感することはできません。しかし、

現地で生活していくことで英語で話す環境にいることが好きということは実感できまし

た。 
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6-9 留学先ではどんなことを学んだのですか。言語の壁で悩んだことはありま

したか。 

 私は語学留学をしたので、基本的に英語の4技能（ライティング・リーディング・リスニ

ング・スピーキング）を学習しました。24時間英語でスピーキングする環境は日本には

中々ないので、授業でのスピーキングは新鮮でした。また、完璧な文章で話すことは出

来なくても、単語やフレーズを伝えるだけでも理解してくれるので、そこまで言語の壁

で悩むことはありませんでした。 

 

 

6-10 語学留学以外の目的で海外に行く人はいますか。 

 私の周りでは Co-op 留学やワーキングホリデーを目的として留学をしている人が

います。Co-op 留学は海外でビジネスなどの専門知識を学び、インターンをします。

ワーキングホリデーは語学学校に通いながら、海外でアルバイトをします。英語を学ぶ

だけでなく海外で働くということを目的にしている友達が多いです。 

 留学の様子が詳しく掲載されているページがあります。ぜひご覧ください。 

 

交換留学・短期語学研修体験記 
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/exchange/experience/ 

 

言語コミュニケーション研究センター 海外語学プログラム 
https://langcom.u-shizuoka-ken.ac.jp/program/canada_2020.html 

 

 

6-11 現在でも、アジア人差別を受けたという体験談を耳にしますが、そのよう

な経験はありますか？ 

 そういった経験のある学生も多くいると思います。しかし、もちろん外国の方全員が

そういった差別的扱いをしてくるわけではないですし、私たちも知らない間に外国の

方に対して差別的行為をしてしまっている可能性もあると思うので、どちらもなくして

いかなければいけないと考えています。 
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6-12 コロナ禍の中でも留学はできるのですか。 

6-13 新型コロナウイルスの影響で海外渡航が難しいなかで、本来行う予定だっ

た活動の代わりにどんな活動をしていましたか。それらを通してどのよう

な学びを得ることができましたか。 

 例えば、オンライン留学を行う学生もいます。また、渡航が可能になるまでは大学で

留学先の言語や知識を深めるために学習に努める学生もいると思います。どの方法を

選んで、どのような学びを得ることができるのかは自分自身の目標や努力によると思

っています。 

 

 

6-14 静岡県立大学には留学の代替策はありますか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 本学では、「COIL（コイル）型教育」を推進しています。コロナ禍の影響で国際交流や

留学の機会が激減していますが、本学ではアメリカ等の大学と連携して、オンラインコ

ミュニケーションツールを利用した共同授業を実施しています。国際関係学部でもアメ

リカ，フランス，韓国，日本国内など，いくつかの授業を COIL として実施しています。

詳しくは US-COILウェブサイトをご覧ください。 

 

US-COIL 

https://www.us-coil.jp/ 
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7 学内での国際交流について 

オープンキャンパス担当教員より 
 静岡県立大学には 11 カ国 58名の学部留学生が在籍しています。国際関係学部で

は留学生といっしょに授業を履修することが珍しくありません。本学に入学して、留学

生との交流を深めてください。 

 

 

7-1 留学生とたくさん交流することはできますか。 

 IFC(国際学友会)というサークルでは、定期的に開催されるイベントで留学生と交流

することができます。留学生と同じ授業を受けることもあるので、交流できる機会は多

いと思います。 

 

 

7-2 留学生と話す機会はどれくらいありますか。 

 必修英語の授業は外国人の先生が担当するので、その授業でコミュニケーションを

とることは可能です。また、授業中にも、同じ授業を受けている留学生とグループディ

スカッションを通して話すことができる機会もあるかもしれません。 

 

オープンキャンパス担当教員より 
 本学では「カンバセーションパートナー」制度を設けています。留学生と日本人学生と

が顔を合わせ、日常会話を通じて留学生の日本語能力を高めるとともに、県大生との

友情を深めることを目的としています。国際関係学部の多くの学生がこの制度を通じ

て留学生との交流を深めています。 
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8 課外活動について、クラブ・サークル活動について 

オープンキャンパス担当教員より 
 本学ではさまざまなクラブ・サークルが活動しています。運動部や文化部だけでなく、

ボランティアなど社会貢献活動をしている団体もあります。ホームページや SNSで情

報発信しているクラブ・サークルもあります。クラブ・サークル一覧は以下で公開してい

ます。 

 

クラブ・サークル一覧 
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/campuslife/support/club/ 

 

 

8-1 文化祭は開催していますか。 

 本学では毎年 10 月末に「剣祭」（つるぎさい）を開催しています。剣祭では、たくさん

のサークルが屋台を出したり、歌やダンスを披露したりします。活動成果の展示するク

ラブ・サークルもあります。 

 

オープンキャンパス担当教員より 
 コロナ禍の影響で、2021 年度の剣祭はオンライン配信の形式で開催することになり

ました。開催は 12月の予定です。後日、プログラムを本学ウェブサイトに掲載します。 

 

 

8-2 クラブ・サークル活動は強制ですか。 

8-3 サークルやボランティアに参加している学生の全体の割合はどのくらいで

すか。 

 クラブ・サークル活動への参加は強制ではありませんが、県大生の８割以上がサーク

ルに所属しています。県立大学にはボランティア活動を中心に行うサークルもあるの

で、ボランティア経験のある学生もたくさんいます。 

 

 

8-4 動物愛護のサークルとはどのような団体ですか。 

 「静岡県立大学 動物愛護サークル Wau-Wau(ばうばう)」という団体です。「すべ

ての命の尊厳が守られる社会へ」を活動理念に、動物保護施設 NPO 法人フェアリー

ハウスで犬や猫のお世話をはじめ里親探しやイベントなどを行っています。  
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9 就職について、将来の進路について 

オープンキャンパス担当教員より 
 本学には就職支援を行う「キャリア支援センター」があります。就職ガイダンスや就活

対策イベントもたくさん開催しています。本学ウェブサイトの「キャリア支援・就職」ペー

ジをご覧ください。就職実績も紹介しています。 
 

キャリア支援・就職 
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/career/ 

 

 

9-1 私は今現在、英語や国際言語文化を学びたいと思っています。しかし、こ

の職業になりたい！と強く思うものがなく、不安が多いです。みなさんの

中で、入学時に具体的な夢が決まっていなかった方はいるでしょうか。そ

して、そんな自分でも大丈夫でしょうか。 

 大丈夫です。もちろん明確な夢を持って入学する学生もいますが、そうではない学

生も多いです。私もそうでした。大学での勉強を通して、ゆっくり将来やりたいことを

考えればいいと思います。 

 

 

9-2 卒業後にどのような職業に就きたいか、どんな分野・業界に就職したいか

を教えてください。 

 具体的には決めていませんが、教育に関わる職業に就きたいと考えています。静岡

県立大学では、日本語教師の資格や、高校の英語・国語の教員免許を取得することが

できるので、教員志望の学生も多くいます。国際関係学部のホームページに、国際関

係学部生の過去の就職先が学科別に掲載されています。ぜひ参考にしてください。 

 

国際関係学部 進路・就職 
https://ir.u-shizuoka-ken.ac.jp/career/ 

 

 

  



2021 年度国際関係学部オープンキャンパス Zoom ウェビナー説明会・交流会 Q&A 集 

- 26 - 

9-3 海外就職をする学生はいますか。 

9-4 国際協力関係の職に就いた人はいますか。国際関係学部では充分な知識

を身に付けることができますか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 国際関係学部生の就職活動の傾向として、多くの学生が国際ビジネス・海外業務を

行っている国内企業への就職を目指しています。卒業生の中には、就職後に海外赴任

を経験する方がいらっしゃいます。転職して国際ボランティア活動に従事する方もいら

っしゃいます。国際関係学部の教員の中には、国際ビジネスの経験者や国際協力の実

務経験者もいます。授業を通じて国際ビジネス・協力の実際を学ぶことができるのも

国際関係学部の魅力の一つです。 
 

 

9-5 国際関係学部からキャビンアテンダントとして就職した方はいますか。 

オープンキャンパス担当教員より 
 過去 3 カ年には、航空・空港業界（客室乗務員採用）に複数名の就職実績があります。 
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10 入学試験について、受験勉強について 

オープンキャンパス担当教員より 
 国際関係学部は国際社会で活躍できる人材の育成を目指しています。具体的には、

地球規模の視点と地域規模の視点を兼ね備え、さまざまな課題に対して適切に判断を

下して行動できる、21 世紀型地球市民としての優れた人材の育成を目指します。国際

関係学部が求める学生像「入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）」をご覧くだ

さい。 
 

国際関係学部 教育方針 
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/faculties/international-relations/int-policy/ 

 

 高校生の一番の関心は入学試験・受験勉強についてです。多くの高校生が同じ悩み

や不安を抱えています。具体的な個別相談に応じることはできませんが、学生の経験

談やアドバイスをぜひ読んでください。バーチャルオープンキャンパスのページにも、

みなさんへの応援メッセージを公開しています。 
 

国際関係学部バーチャルオープンキャンパス 2021 

https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/admissions/opencampus/oc2021/kokusaikankeigakubu-2021/ 

 

 

10-1 夏秋にやっていた英語の勉強は何ですか。 

 私の場合ですが、単語の勉強はずっとしていました。高校3年生の夏は、当時センタ

ー試験(今は共通テストですが)の問題にとにかく慣れるようにたくさん解きました。秋

は、文法をいちから見直して冬からまたセンター試験の過去問や予想問題を解いてい

ました。 

 

 

10-2 高校生の時、1週間に何単語覚えていましたか。 

 私は、1 日に 15 単語完璧に覚えるようにしていました。1 週間で言うと 105 単語で

す。単語帳を一周したら今度は自分でテストをして、忘れているものや思い出しづらか

ったものをピックアップして、また覚え続けました。 
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10-3 国際関係学部に合格するには高校3年生の時点でどの程度の英語力が必

要ですか。 

 共通テストの配点も高いので英語力だけでははかれないというのが正直なところで

す。3 科目で苦手な科目があると他の受験生と差が付きやすいので、バランスよく得

点をとれるようにした方がいいと思います。 

 

 

10-4 受験勉強はやはり英語をたくさん勉強しましたか。 

 私の場合は、英語5割、社会科目4割、国語 1割くらいで受験勉強をしていました。

各々得意科目が違うので、自分が優先すべき科目は何か考えるといいと思います。 

 

 

10-5 二次試験の英語のために何かやっておいたほうがいい勉強のやり方はあ

りますか。 

 記述が必要になるので、英単語のアウトプットはある程度できていた方がいいと思い

ます。英語の長文は、静岡県立大学の過去問やほかの大学の過去問を解いて慣れて

おくといいと思います。 

 

 

10-6 大学入試で TOEICテストは必要ですか。 

 必須ではありません。入学してから初めて受ける人も多いと思います。 

 

 

10-7 英検などは必ず受けるのですか。 

 必ずではありません。TOEICの IPテストは英語の必修科目で受ける必要がありま

す。 

 

 

10-8 受験の際、英検は何級以上あったほうがいいですか。 

 共通テストや二次試験に対応できる英語力を身につければ受験の段階では資格は

そこまで重要ではないと思います(一般選抜の場合)。 
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10-9 受験する時に英検は何級を取りましたか。 

 英検２級を持っていましたが、必要なわけではないです。共通テストや二次試験に対

応できる英語力を身につければ受験の段階では資格はそこまで重要ではないと思い

ます。 

 

 

10-10 現在英検準２級を持っていて、２級も受けるつもりですがその他に受けた

ほうがいい検定などはありますか。 

 一般選抜の場合、共通テストや二次試験に対応できる英語力を身につければ、受験

の段階では資格はそこまで重要ではないと思います。 

 

 

10-11 高校では理系のクラスですが、受験は可能ですか。 

 可能です。国語・外国語は必須ですが選択科目では数学もあるので、得意な科目を

選べばいいと思います。 

 

 

10-12 高校２年生のうちからやっておくべきことはありますか。 

 世界史や日本史などで受験しようと考えているのならば、リアルタイムで学習したと

ころをよく理解して、ある程度覚えておけると他の科目に時間を割くことができます。 

 

 

10-13 高校２年生の夏休みは受験勉強のために大事な時期だと思いますか。 

 その時点での学力にもよると思いますが、私は、受験勉強というよりは部活や普段の

学校の勉強、それまでの学習の復習に力を入れていました。 
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10-14 受験までにどういう勉強をしましたか。 

 私は塾等に通わず受験勉強をしていました。高校の英語は不得意ではなく、授業で

習った日に文法などは覚えるようにしていたので受験勉強といえば単語の暗記をひた

すら行っていました。当時はセンター試験でしたが、センター試験の後も、英語は単語

を引き続き覚え、過去問を解くことを中心に勉強していました。国語は一番の得意科目

だったので、さほど勉強に時間をかけませんでしたが、古典単語は毎日覚えるようにし

ていました。また、私は、世界史と政経で点数のよい方を受験で使おうと思っていたの

で両科目勉強していましたが、センター試験の過去問や模試でも政経の方が断然点

数が良かったので、途中から政経のみ勉強することにシフトしました。政経を使う人は

少数派だと思うのであまり参考にならないかもしれませんが、参考書を買い、その1冊

を完全に暗記してセンター試験に応用した記憶があります。 

 

 

10-15 受験準備で一番重要なことは何ですか。 

 基礎固めと発展した問題のメリハリをつけるといいと思います。どちらか片方だけで

は足りないと思います。 

 

 

10-16 受験勉強について、二次対策について教えてください。 

 県大の過去問だけでなく、二次試験に英語がある大学の過去問をたくさん解いて、

二次試験の英語の問題に慣れるといいと思います。共通テストが終わっても、単語の

勉強は気を抜かない方がいいです。 

 

 

10-17 公立大学は 3 科目で受けることができると思うのですが、使わない科目

と使う科目はどのくらいの比率で勉強していましたか。 

 もっと科目が必要な大学を受験する予定があるかどうかにもよります。例えば、世界

史を選択科目にしようと考えていても、当日上手くいかないこともあると思います。数

学で受ける気がなくても、ある程度やっておくと助けになる可能性もあります。 

 

 

10-18 第一志望を県立大学に決めた時期はいつですか。 

 私は高校 3 年生の 4 月でした。センター試験の結果が出てから、という人もいます

し高校 1年生からという学生も多くいます。 
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10-19 国際関係学部の共通テストを免除する学校推薦型選抜の小論文のための

勉強はどのように行いましたか。コツ、工夫、アドバイスを教えてください。 

 文章を書くことが得意な人もいれば、苦手な人もいると思います。そのため、苦手だ

という人はとにかく「文を書く」練習をし、先生や友人に添削してもらったりすることが

重要だと思います。静岡県立大学だけでなく、他の大学の小論文試験の過去問にも挑

戦するなどして、なるべくたくさんのテーマについて文章を書いてみるのが良いと思い

ます。また、小論文においては語彙力も重要となるので日頃から本をたくさん読むこと

も小論文試験の対策になると思います。 
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11 外国人留学生のみなさんへ To international students 

本学への留学・出願についての最新情報は、以下のウェブサイトで公開しています。 
 
For the most accurate, up-to-date information on admission to the University of Shizuoka, 
please refer to the following pages.  
 

Admissions 
https://eng.u-shizuoka-ken.ac.jp/admissions/ 

 
Future students 

https://eng.u-shizuoka-ken.ac.jp/future-students/ 
 
 
留学・出願についての問い合わせは、電子メールで受け付けています。 
 
Inquiries regarding admissions should be addressed to the Office of Admissions.  
 

Office of Admissions 
nyus@u-shizuoka-ken.ac.jp 
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Q&A 集について 

オープンキャンパス担当教員より 
 国際関係学部では、8月 11日（水）13：00～15：00 に、Zoom のウェビナーを利用

した「国際関係学部 2021 オープンキャンパス～県大の先生と学生がなんでも答えま

す！Zoomウェビナー説明会・交流会～」を開催しました（定員は500名）。たくさんの

方にご参加いただき、ありがとうございました。 

 

 Zoom ウェビナー説明会・交流会の企画・立案は国際関係学部学生オープンキャン

パス委員会SOCが担当しました。Q&A集の回答はすべて、オープンキャンパス委員

会教員の監修のもと、Zoomウェビナー担当学生と交流会登壇学生が作成しました。 

 

国際関係学部学生オープンキャンパス委員会SOC 

代表 影山里咲 

Zoomウェビナー担当 千装美紗希、寺田真凜、岡田望乃茄、海藤真央 

 

Zoomウェビナー 第2 部交流会 

登壇者 中村美月、三浦早貴、山本怜 

 

 この Q&A集がみなさんの進路決定に少しでもお役に立てればうれしく思います。 

 

2021年 11月 12日 

国際関係学部オープンキャンパス委員会 



 

Q&A 集 編集スタッフ 

 

千装美紗希  青山知靖   海藤真央 
（国際関係学部・助教） 

寺田真凜   岡田望乃茄 

  



 

 


