BestA is a small‒group business English program

I

originally conceived by York St. John University

am delighted that Kansai University and York St John University are

of the UK exclusively for Kansai University's

now in their third year of partnership, and working towards another

Faculty of Commerce. The completion of BestA

Business English summer programme to be held at our beautiful campus

grants 4 credits required for graduation.

here in the historic city of York. There can be no better place than York
to spend your summer. The city centre, in which our campus is situated,
attracts some 4 million tourists each year to its historic sites, museums,
shopping streets and night-life.
Last year’s Business English Programme, carefully designed by
professors from both universities, was a great success and achieved a
balance of enjoyable classroom activities to help students extend their
business English, and relevant activities in the community, all of which
our students from Kansai found stimulating and thought-provoking. Our
International Centre offers a truly international environment: you will
find there are many opportunities to mix with other nationalities and
share the Japanese culture with other young people from all over the
world and, we hope, make lasting friendships across continents.
I do hope you will consider joining our summer programme and we look
（ヨーク・セント・ジョン大学学長 ダイアン・ウィルコックス）

forward to welcoming you to York St John.
Professor Dianne Willcocks
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2010年度 関西大学 商学部 海外ビジネス英語プログラム
平成20〜22年度

文部科学省 「教育GP」採択プログラム

実施時期：2010年8月22日〜9月19日（予定）
応募や参加費用等について、詳しくは実施要項をご覧ください。4 月〜5 月にかけて説明会を実施する予定です。
開催日時はインフォメーションシステムでお知らせします。

［ お問い合わせ先 ］

関西大学

教務センター

〒564-8680 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号
TEL. 06-6368-1121
Mail：k-keshosha@jm.kansai-u.ac.jp
http://www.kansai-u.ac.jp/Fc_com/index.html
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BestA 2010

充実したカリキュラムで 英語力がアップ！

イギリスの古都ヨークで、実践的にビジネス英語を学ぶ。

夏休み1ヶ月留学プログラム

商学部 4 年次生

BestA（ベスタ）は、イギリスのヨーク・セント・ジョン大学が関西大
学商学部のためだけに独自に用意した少人数制のビジネス英語プログ
ラムです。イギリスの家庭で 1 ヶ月間ホームステイをしながら大学の

北 岡 晋 さん

以前から海外留学するのが夢でしたので、大学生活

ヨーロッパを満喫してきました。単なる観光旅行で

の最後のイベントとして思い切って参加しました。

はなく、充実したカリキュラムの中で、自分の学ぶ

ヨーク・セント・ジョン大学での英語のプレゼンテー

べき事を見つけられるプログラムだと思います。ホ

ションでは、話す内容を丸暗記したり、プレゼンテー

ストファミリーとは今でもマイミクですよ。BestAに

ションボードを用意したりと大変でしたが、休日は地

参加して目標のTOEIC800点が見えてきたかな。

元チームのサッカーの試合を見に行ったり、歴史あ
イギリス

授業を受け、国際感覚とビジネス英語を学びます。さらに、企業や公

ヨーク（York）

共施設で従業員として働く1 日インターンシップ、流通事情の調査研
究、旅行ツアー企画プロジェクト、現地企業の訪問などのさまざまなプ

イングランド北部
ノース・ヨークシャー州の都市
人口は約186,700人（2005年推定）

ロジェクトを英語で行います。海外のビジネスに触れながら、学生自ら

イングランドの中でも、独特な魅力を持つ都市。中心部

ドイツ

る城壁に囲まれた町並みを散策したり、思いっきり

ルクセンブルグ

企画するイベント・英語でのプレゼンテーションなどにより、プロジェク

フランス

スイス
イタリア

生きたビジネス英語を学べるプログラムです！

は中世の古い街並みや城壁が残っており、2,000年以
上の激動の歴史を持つ美しい景観を誇ります。息を呑

ト実践力と英語力を同時に強化します。卒業所要単位 4 単位を取得で

むような美しい建築物の数々、ショッピング街に博物館、

き、商学部の学生に最適なプログラムです。

美術館が共存する街です。

商学部 2 年次生

海外ビジネスに触れ、吸収を楽しみ、学びを遊ぶ。

矢ヶ崎 千恵 さん

2年次生になって何か新しいことをしたいと思い、以

ポイントの操作も自然と身につきました。BestAは大

前からずっと興味があったこのプログラムに参加し

変なプログラムですが、その分やりがいがあり充実し

ました。BestAは単に英語を勉強するというもので

た毎日を過ごせます。何かに一所懸命打ち込みたいと

はなくビジネス英語を学ぶプログラムです。毎週末

思っている人にぴったりなプログラムです。留学先の

にプレゼンテーションがあり、情報収集、分析、資料

ヨーク市は絵本に出てくるような素敵な町並みなの

作成などを自分たちで行います。毎週あるので英語

で、その景色も楽しんでもらいたいですね。

力だけでなく、プレゼンテーションの段取りやパワー

商学部オリジナルの海外留学プログラム。
商学部教授

杉本 貴志

グローバルな視野を身につけ、世界基準の自分になる！

関西大学を初め、他大学にも短期海外留学プログラムはあり、それ自体に目新しさはありません。
商学部 4 年次生

しかし私たちがめざしたのは、海外旅行気分のものとはひと味違う、本気でビジネス英語を学ぶ

清 恵理子さん

プログラムです。美しいヨークの街で過ごす1ヶ月の間、毎日が真剣勝負になります。
たとえばマ

世界で通用するグローバルな視野を持ち、世界基

にしようと必死でした。今思えばどれも日本では経験で

ンチェスター・ユナイテッドのサッカースタジアムを訪問したら、
ビジネスとしてのスポーツ産

準で物事を考えられる人間になりたい、日本の素晴

きなかったことばかりです。留学前に比べ、ものの考え方

らしさも伝えたいと思い参加しました。留学中は、土

も変わりましたし、視野も広がりました。BestAは単なる

日を問わず大学でプレゼンテーションの準備に追わ

語学留学ではありません。自分から進んで何かをやりた

れる日々。自分の知識の浅さと語学力のなさを痛感

い、一所懸命学びたい、学校生活に刺激がほしいという

し、家に戻ってから復習をしたり単語や日常会話の

強い意欲を持たれた方には是非、お勧めします。

業を考える。それがこのプログラムなのです。英国生活は驚きの連続でしょう。吸収を楽し
み、学びを遊び、
これから社会で生き抜くためのヒントを掴んで貰いたい。
これまでは定員
を遙かに超える申し込みをいただきました。今年度はさらに充実したプログラムを計画し
ています。BestAを通じて、学生達が大きく成長してくれることを、
プログラムに関わる日

フレーズを覚えたりして何とか後れをとらないよう
覚え

英双方のスタッフ一同、
切に願っています。
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