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便り 

2月8日(月)からTELCのセッション2が始まりました。英語コー

ス延長受講者は授業前にBGCAのオンラインオフィスに参加し

ています。 

 

ベネッセグローバルキャリアアカデミー 

サポート終了セミナー 

 

 

「オンラインという予想だにしない受講形態であっても、

最後まで諦めずにTAFE本科の入学資格を取得し、夢の実

現に近付けたことは素晴らしい。世界の動きを洞察するこ

とは非常に重要で、世界の変化に応じた新しい知識や技術

を身につけることができるTAFE本科に進学できるチャン

スを活かしてくれると嬉しい。また、語学（英語だけでな

く中国語）、情報通信技術（ICT）、そして金融リテラ 

シーに関する知識も習得すると良いだろう。」 

「高校生の時に周囲の友だちと違う進路を選択した皆さん

の決断力に敬意を表したい。これまで約10ヶ月間、オン

ライン環境の中でそれぞれの思いを持ちながら、学びの意

欲を落とすことなく、TAFE本科の入学資格を取得できた

ことを誇りに思って欲しい。これからも変化していく環境

に対応していく力、そして、学ぶことに貪欲な姿勢を持 

ち、選択した道を『選んで良かった』と振り返ることがで

きるように、信念を持って努力し続けることが大切。」 



 

 

＜コースについて＞ 

毎学期、受講する科目は自分で選べますが、大学が推奨し

ている受講科目順を参考に科目を選び、今学期は3科目受

講しています。ビジネス学部のイベントマネジメント学科

なので、ビジネスに関する科目も受講する必要がありま 

す。コース開始前はビジネスとイベントの関連性に気が付

きませんでしたが、イベント分野を学ぶにあたってビジネ

スの知識も重要になることが分かりました。 

＜授業の感想＞ 

Microsoft TeamsやZOOMではなく、Blackboardというプ 

ラットフォームにログインして授業に参加しています。こ

れまで使ったことが無いプラットフォームなので、機能に

慣れるまでに時間がかかりました。各科目のクラスメート

数は最大50名ほどです。オンライン講義は授業後に録画

されたものを視聴できるため、復習し易いです。 

 

 

Speaking Session 

座談会 

昨年6月から開始したベネッセGCAサ 

ポート期間中、ほぼ毎週実施してい

たベネッセGCA Speaking Sessionの 

必須枠と希望枠の参加回数が最も多

かった上位3位の学生たちを紹介し

ます。よく頑張りました！おめでと

う！ 

1位 2位 3位 

大学オンライン授業 

昨年TELCのEAPコースを修了後、2021年2月からTorrens Universityの学士レベルのイベントマネジメントコースを 

オンラインで受講開始した学生の様子をお伝えします。 

＜コース開始前にやっておくべきこと＞ 

各科目ごとに課題が出るため、息つく暇もないほど、毎日

授業の復習や課題に追われています。課題に取り組むとき

は、教授から勧められた参考資料を読むようにしています

が、資料の量が膨大なので、知らない英単語の意味を調べ

ていると時間がいくらあっても足りません。そのため、 

コース開始前に読解速度と語彙力を上げておくと良いと思

います。また、大学の入学手続きが済んでから、授業が始

まり忙しくなるまでの数週間を利用して、大学が提供して

いるサービスを調べて、使えるサービスは事前に利用を開

始しておくことをお勧めします。例えば、トレンス大学で

はSuccess Coachesと呼ばれる学生をサポートしてくださ 

る方がいます。このSuccess Coachesとのカウンセリング 

を利用したことがきっかけで、オンラインで提供されてい

る大学のワークショップなどの有益な情報を得ることがで

きました。 

↑1ヶ月間で読む資料の量 

↑2週間ごとに各科目で600

～1000字のレポート提出が

あるため、スケジュールを

書いて管理しています。 

3月12日(金)に座談会を開催しました。2021

年2月からTAFE本科や大学のコースをオンラ

インで受講開始した学生から、直接オンラ

イン受講についての体験談を聞ける貴重な

機会となりました。体験談の後は、学生た

ちのそれぞれの近況を報告し合いました。

多くの学生たちは、TELCの英語コースを追

加受講するなどして、引き続きオーストラ

リアへ渡航できるまで待機しています。こ

れからもお互いを高め合い、良い刺激を与

え合えるような関係を続けて欲しいと思い

ます。 体験談を話してくれた学生たちは、「オンラインで大変なこともあ

るけれど、自分の進路選択に後悔はしていません。」と迷うことな

く話してくれました。 



 

 

 

2月目標達成者 

3月の誕生日 
 

2021年3月現在の13期生の32名の進路状況は下記のとおりです。 

2021年2月TAFE(オンライン)入学…2名 

2021年2月大学(オンライン)入学…1名 

2021年7月以降TAFE入学予定…23名 

留学断念…6名 

【お知らせ】GCA便りは2021年4月の14期生サポート開始までの間お休みさせていただきます。 

13期生進路 

 

(TAFE NSWのウェブページより抜粋) 

Testimonial 

Study with TAFE NSW 

The teachers at TAFE English Learning Centre are fantastic. All of them are excellent at what they do. One of my favourite 
teachers always encouraged me, she would always help me overcome any challenges while continuously supporting me. She 
kept telling me how proud she was of my progress and this motivated me to work even harder. The best tip my teachers gave 
me was that I shouldn't worry about making mistakes because English is my second language, and they would be there to sup-

port me with everything I needed to improve my skills. 

The student experience 

The TAFE English Learning Centre creates a fun and lively learning environment. If you think learning English can be boring, 
you should study here. Our classes are lively and engaging all the time. Due to this, my English has improved a lot. I grew to 

love English and I enjoyed all my classes to the fullest. It has instilled a lot of confidence in me. 

An international perspective 

I was able to learn more about my friends and learn about their countries and cities where my friends live by having a daily con-
versation. Now, I have a lot of friends from various countries. Thanks to TELC, I can see them and teachers give us opportuni-
ties to speak to each other online. It gives me a good chance to learn about other countries and other languages. It made my 

school life richer and more fun. 

Be job ready 

When I started learning at the TAFE English Learning Centre, my future dream was unclear. I thought I wanted to work in the 
film industry, but I didn’t know exactly what I want to do. As I studied, I had a lot of opportunities through assignments and 

presentations, and it led me to find my future. Now, I want to work as a makeup artist and as a coordinator in the film industry. 

The TAFE English Learning Centre has given me invaluable experiences and equipped me with the skills I need for my future. 

 
第9回個人面談 

3月5日(金)から10日(水)にかけて第9回個人

面談を行い、今後の進路や渡航までの英語学

習について話しました。 

先月の目標を達成できたのは3名でした。 


