
Learn English, Have fun, and Make friends!!
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ランデブーフィジー

留学パンフレット
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留学生のサポートは主に現地ローカルスタッフが行いますの
で、常に英語を話さなければならない環境があります（日本人オ
フィススタッフ有）。また、レッスン中はもちろん、敷地内は
「Only English」のルールを掲げ、留学生同士でも英会話を自
由に出来る環境作りを心がけています。

留学生にとって、このフィジー留学が『英語を話す楽しみを発見
する機会』になることが私達の願いです。

What is Rendezvous Fiji's [English Study Program]?



フィジー
という国について

フィジー共和国とは、

世界一幸せで

世界一フレンドリー
な人々が住む

太平洋に浮かぶ

南の島

フィジー（正式名称：フィジー共和国）は、日本から約7000km南に位置する島国で、約

330もの島から成っています。面積は約1万8270㎢で、四国とほぼ同じ大きさです。人

口は約90万人という小さな島ですが、観光業やさとうきび産業等が盛んです。1874年

から1970年の間、イギリスの植民地であったため、公用語として「英語」が話されていま

す。現在では原住民であるフィジー系フィジー人に加え、イギリス植民地時代にやってき

たインド系フィジー人が人口の約半分を占めており、公用語としての「英語」は生活に欠

かせない言語となっています。

まだ手つかずの自然が残るフィジーでは観光業が盛ん。暖かい気候も相まってフィ

ジーに住む人たちはホスピタリティが溢れとてもフレンドリー。初対面でも「ブラ！（こんに

ちは）」と声をかけてくれ、人と接することやおしゃべりが大好きな人々です。物に溢れた

日本のような生活とは違い不便さを感じることもあるかもしれませんが、『人と人との繋

がり』があり、笑顔が絶えない環境があります。そんなフィジーのシンプルな生活の中

で、本当の「幸せ」の意味を顧みる時間を過ごして下さい。

日本からフィジーへのフライトは、韓国経由の大韓航空・香港経由のキャセイパシフィック航空

が主流。どちらも往路が機内泊1泊、復路はフィジー出国と同日に日本に到着することが出来ま

す。その他ニュージーランド航空、オーストラリア経由のジェットスターなども就航。お子様単身

留学に便利なアシストサービスや、経由地でのストップオーバーも可能。旅も楽しみましょう！

生活の中でテレビ・ラジオ・新聞等のメディアはほぼ英語。小学校からバイリンガル教育を受

け、第2外国語として英語を学ぶコツをよく知っているので、小さい頃から『英語と共に生きて

いる』人々なのです。フィジーの人々は英語を比較的はっきり話すため聞き取りやすく、英語初

心者の留学生でも慣れやすい環境だと言えます。

フィジーの英語

フィジーへのフライト

フレンドリーな人々
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ランデブーフィジー

が選ばれる

６つの理由

実践的な会話中心カリキュラム

海辺の大自然に溢れたホステルステイ

自分発見のスクールアクティビティ

フレンドリーなホームステイ体験

困った時のサポート体制

余暇も楽しむ

ランデブーフィジーの英語レッスンでは、主に実践的なコミュニケーション力UPを目指し

ています。とにかく英語を「話す」時間をたくさん作ることで、私達の苦手とする『会話スキ

ル』を高めます。プレゼンテーションやスピーチ、ディスカッションなどを通して、人前で英

語を話す力も強化し、英語に対するネガティブな壁を取り除きます。留学生の皆様に「英

語って楽しい！」と思って頂けるレッスンを心がけています。

2000年創業の海辺のホステル「ランデブーフィジー」でのステイが魅力的。海とさとうきび畑

に囲まれた敷地内には、屋外プールやレストラン、共同キッチンなどが揃い、至る所でハン

モックが揺れています。せっかくフィジーに来たのなら、海辺のゆったりとしたステイを楽しみ

ませんか。教室も同じ敷地内にあるため、通学時間は徒歩1分。

ランデブーフィジーは、「Fiji Hotel and Tourism Association」や「Fiji Independent 

Travellers & Backpackers Association」にも加盟しています。留学生の日々のサポートを

するのはローカルスタッフですので、常に英語に触れられる環境があるのも魅力的です。

フィジーご出発までは、ランデブーフィジー留学カウンセラーが皆様のご渡航準備をサポート

します。初めての海外、初めての一人旅のかたも安心して何でもご相談下さい。現地ではラ

ンデブーフィジースタッフが留学生のフィジー生活のサポートを致します。ランデブーは一度

門をくぐれば皆ファミリーです。不安なことがあればぜひお気軽にご相談下さい。日本人オ

フィススタッフもいるので、緊急時も留学生のお手伝いをさせて頂きます。日本⇔フィジー現

地のチームワークで精一杯皆様のサポート致します。

ランデブーでのホステルステイの他に、ホームステイアレンジも可能。現地のありのままの生

活を体験が出来ると人気のステイ方法です。フレンドリーなホストファミリーとの生活は、きっ

と忘れられない経験となることでしょう。また、日本語が全く通じない環境に身を置くことで、

自分を英語力をしっかりと試すことが出来ます。「英語で生きていく自信がついた」「フィジーに

第2の家族が出来ました」という留学生もいらっしゃいます。

ランデブーフィジー留学の魅力のひとつは、無料で開講される週に一度のスクールアクティビ

ティ。ただアクティビティを体験するのではなく、その歴史的背景を講師から学び、知識を付

けた上でアクティビティを行うため、理解度がより深まる内容になっています。フィジーの文化

に触れ、仲間との交流も深める大きなチャンス。新しい自分を発見するきっかけにもなるで

しょう。

自然に恵まれた立地を活かして、目の前の海からボートで出発するスノーケルや離島トリッ

プ、フィッシングトリップなどを開催します。中でも離島トリップは人気No.1のアクティビティ

で、フィジーの自然の美しさに圧倒されることでしょう。その他、サーフィン体験やファンダイビ

ング、ダイビングライセンス取得コースアレンジも可能です。

※�有料アクティビティは外部手配です。
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カウンセリングから

入学までの流れ

ランデブーフィジー

留学カウンセラーの

想い

あなたの人生を変える

フィジー留学への手順です。

分からないことは何でも

ランデブー留学カウンセラーにお尋ね下さい。
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私達は『カウンセリングからが留学』だと考えています。一方的にお話す
るのではなく、必ず留学生一人一人の「フィジー留学に興味を持った動
機」「フィジー留学で達成したい目標」などをお聞きしています。その中
で、それぞれにあった滞在方法や滞在期間をご提案しています。また、
しつこい勧誘電話等はせず、カウンセリングのためのご連絡のみさせて
頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。是非皆様の留学
への想いをお聞かせ下さい。きっとお力になれるはずです。
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ランデブーの自慢

英会話力を鍛える

レッスン

ランデブーフィジーの英語レッスンでは、「会話力」の向上を一番の目標としてい
ます。日本人の多くが中学高校と英語を6年間も学んでいるのに「英語が話せ
ない」のは、実は「英語を話さない」からだと私達は考えています。

ランデブーフィジーの英語レッスンは、少しでも英語を「話す」機会を多くするこ
とを目標としています。「先生の話していることを聞いているだけのレッスン」や
「ただ問題を解くだけのレッスン」では全く面白みがなくすぐに挫折してしまいま
す。そのようなレッスンでは、当然ですが全く「英語力」は身に付きません。私達
ランデブーフィジースタッフ一同は、留学生主体のレッスンを行うことで、留学生
に「英語を話す楽しさ」を知って頂くことを一番の願いとしています。

『野球のルールを知っていても、いざプレイしてみるとボールがバッドに当たらな
い』。英会話も同じで、文法や語彙力は身に付いていても、口から出さなければ
実践では使えません。ランデブーフィジーのレッスンでは、プレゼンテーションや
ディスカッション、ディベート等を通して、レッスンの中で留学生自身が英語を話
す機会を出来るだけ多く作ります。

講師からどんどん質問されます。即興でプレゼンテーションを行って頂きます。
モーニングトークでクラス全員の前でスピーチをして頂きます。宿題が出ま
す。・・・それは、あたかもバッティングセンターで何度も何度もバッティング練習
をしているようなものです。練習をすればするほどボールがバッドに当たるように
なるのと同じように、実際の試合でもヒットやホームランを打てるようになりま
す。英会話についても全く同じで、出来るだけ多く「話す」ことが英語上達の秘訣
だと考えています。

英語は『机に向かってひらすら取り組むツライもの』ではありません。頭、体、心
全体を使うコミュニケーションのツールです。今まで英語が「難しい、面白くな
い」と思っていたかたには「英語って面白いかも！もっと話したい！」と思って頂ける
ように、英語力のあるかたには更なるスキルアップを目指して頂けるように、ス
タッフ一同で考え、改良を加えながら完成度を高めてきたレッスン内容となって
います。

レッスンの中で発言する機会があれば、それをチャンスだと思って恥ずかしがら
ずに積極的にどんどん英語を話しましょう。そして学んだことを日常生活でもど
んどん使っていきましょう。英会話力向上において、『恥ずかしさ』は一番の敵で
す。それは日本に置いて来て下さい。

ランデブーフィジーは、これまで日本人生徒に英語を教えてきた経験から、第2外
国語としての英語力を上げるためにこの3つのキーポイントが大切であることを認
識し、レッスンにおいて常に意識しながら授業を進めています。

講師はまず、「各生徒の強み・弱点」を発見し、留学生の皆様がレッスンに更に積
極的に参加できるようにアシストします。フィジー人は公用語として英語を学んで
来たので、英語学習者の私達の気持ち（「英語って難しい」「恥ずかしい」などのネ
ガティブなイメージ）がとてもよくわかります。だからこそ、第2外国語として英語を
学ぶ留学生の目線に立って考え、我慢強いサポートが出来るのです。

ただ、いくら生徒主体の参加型レッスンでも、難しい文法問題ばかりや、実際に使
わないような英語レッスンの内容では意味がありません。ランデブーフィジーの英
語レッスンでは、留学生の日常生活や今までの経験に基づいた実践的なレッスン
内容を進めていきます。
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Key Point - 1

Key Point - 2

Key Point - 3

英語レッスンのコンセプト

英語上達の３つのキーポイント
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3 Key Points
to improve your English
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フィジーで出版され、フィジーの全ての公立学校で使われているテキストを使用します。バイ
リンガル教育を施すフィジーの学校が使う教材と同じものを使用することによって、留学生の
英語の上達を目標としています。テキスト購入の必要は無く、学校でレンタルできます（※卒
業式の際に返却）。町の本屋での購入も可能です。

ランデブーでは、英語講師が中心となり、週に一度無料のスクールアクティビティを行っております。コンセプトは「英語を使ってフィジーを知り、留学生
同士の交流を深めること」。留学生同士の触れ合いの中から、「実用的な英語を学ぶ楽しさ」を感じて頂くための『課外実習』です。カバ体験、即興劇、
フィジアンダンス、インディアンペインティングなど、教室の外に飛び出して、フィジー文化を通してその素晴らしさを知って頂き、そして何よりランデ
ブーの美しい自然の中で英語を学んで頂けるよう毎週アクティビティをご用意しております。ただ「遊ぶ」のではなく、物事の歴史的背景を学んでから
実践するため、理解力が深まり知識も付きます。
また、社会人のかたにも、現役の学生のかたにも、「ドキドキする課外実習の興奮」を味わって頂けるのも、このスクールアクティビティの面白い所です。

ランデブーフィジーならではのスクールアクティビティ

使用するテキスト

１日のレッスンスケジュール例

8:00 - 8:50 オープニング
（モーニングトークなどのウォーミングアップ、Homeworkのレビュー）

9:00 - 9:50 テーマ別アクティビティ（ディスカッション・ディベート・プレゼンテーション）

文法・語彙力強化（例：ゲームを通してイディオム・派生語を身に付ける）13:00 - 14:00

表現とイディオム（シチュエーション別ロールプレイング�例：レストランでオーダーする際に使
う表現、カジュアル〜フォーマルまで）

10:00 - 10:50

リーディング＆リスニング強化11:00 - 12:00

気軽に受けられるマンツーマンレッスン

放課後はオプションでマンツーマンレッスンを受講することができます。普段のレッスンで講師に指摘されたご自身の弱点、感じた自分の得意分野を強
化しましょう。『1時間とにかくフリートークを楽しみたい』『ビジネス英語を学びたい』『TOEICのリスニング対策をしたい』など、ご自身の希望に合わせた
内容をリクエストできるのもマンツーマンレッスンの魅力。



ホステルを活かした

充実の

ファシリティ
自然に溢れたランデブーフィジー。

小鳥の鳴き声で目が覚め、海を眺めながらの食事

夜は満点の星空の下で語り合う

まさに「大自然の中」での生活が楽しめます。
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さあ、新しい生活の始まりです。敷地はフェンスで囲
まれ、夜間もセキュリティを配置しているので安心。
ランデブーの中に入るとそこにはのどかな雰囲気と
豊かな自然があなたを待っています。

皆様の憩いの場であるダイニングエリアは、休憩時間や放課後な
ど留学生で賑わいます。レストランや食事が出来るテーブル、ソ
ファ、TV、DVDなどがあり、昼夜問わずTVやDVD鑑賞で英語を学
ぶ留学生の姿も見られます。外のテラスは海が一望でき、ここで食
べる朝食は世界一爽やか。夜は満点の星空の下、クラスメイトと英
語について、人生について語り合いましょう。無料Wi-Fi使用可能。

ダイニングエリアには、留学生の皆様が勉強の合間にリフレッシュで
きるよう、卓球台やビリヤード、外にはバレーボールコートがあります。
留学生同士の交流にもなり、放課後も賑やかな声が聞こえてきま
す。中でも一番人気はビリヤード。スタッフを誘ってプレイしたり、熱
中してプロ並みに上手くなる留学生も！

ダイニングのすぐ横には屋外プールがあります。大きさは約11．
5m×4．5m。ダイビングの講習が出来るように深く作られていま
すので、大人のかたでも十分楽しめます。特に暑い日は火照っ
た体をクールダウン＆エクササイズにもいいですね。

敷地内にはハンモックが設置されています。木陰でのお昼寝は最高
に気持ちいい！あなたのお気に入りハンモックを探してみて下さい。ま
さに「南国」の雰囲気が味わえますね。
宿舎は敷地の南側と北側にあります。たくさんの木々に囲まれている
ため、朝は小鳥の鳴き声で目が覚めます。ドアを開けると明るい緑と
新鮮な空気。「幸せ」を感じる瞬間でもあります。
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ランデブーフィジーから徒歩で約20分ほどの所にある丘にのぼると、
南太平洋ママヌザ諸島が見渡せる絶好のハイキングポイントです。
天気が良い日は離島がくっきり見え、夕日もきれいです。
スクールアクティビティでハイキングに行くことがありますので、ご希
望のかたはぜひリクエストしてください。

ハイビスカス、ココナッツ、ノニ、パンの
実、フレンジパニーなど、たくさんの植

物が植えられています。ココナッツは試
飲も可能。ぜひジュースとココナッツの
実を召し上がれ♪

ダイニングから海までは徒歩3秒。ここか
らボートに乗ってスノーケル、フィッシン
グ、マロロ島トリップなどに出かけます。ま
た西側に面しているので、海に沈む夕日
をくっきり見ることが出来ます。毎日違う夕
日の色、実際にご覧になって下さい。

冷蔵庫、シンク、ガスコンロ、棚、食器、調理器具があります。食材さ
えあればすぐに調理できます。調理に必要な調味料はご自身でご
用意下さい。自炊で生活費を抑えたい留学生にもピッタリ。フィジー
の新鮮な野菜や果物でたくさん栄養を摂りましょう。留学生同士で
当番制で料理したり、普段自炊をしないかたも料理をするようになっ
たり。みんなで食べる料理は格別においしいですね。

平日営業。オーダー制で便利な学食もご提供していま
す。メニューは洋食、フィジー料理、インド料理、和食など
いろいろご用意しています。BBQやフィジーの蒸し料理ロ
ボなども行います。ロボはフィジーでもお祝い事の時など
に食べられ、普段ではめったに食べられない料理。ぜひラ
ンデブーで味わってみて下さい。

「洗濯はどうすればいいの？」という疑問をここで解消しましょう。ラン
デブーにはコインランドリーがあり、洗濯機と乾燥機を使うことが出
来ます。手洗いが出来るシンクもあるので、『少量の洗濯物なら運動
も兼ねて手洗い』という留学生も多いです。洗濯物干し場は宿舎の
周りにあります。洗剤は現地フィジーでも買えます。

エントランス入って右手と、ダイニングエリア2階に
教室があります。講師と留学生の距離が近く、講師
がより留学生に近い立場で親身なレッスンが出来る
ようになっています。各教室には扇風機が設置され
ています。
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スタイルに応じて

選べる

お部屋タイプ

ゆったりとした時間が流れる

ランデブーフィジーで

あなた好みのマイペースなステイ

を楽しみませんか？

シェアルームからエアコン付きルームまで

それぞれのご希望に合わせたお部屋を

お選び下さい。
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希望にあった

お部屋選びで

快適なフィジーライフを

過ごしましょう
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現地の生活を

肌で感じる

ホームステイ

ローカルのありのままの生活を

目で見て肌で感じる
ホームステイ体験。

日本語が通じない環境で

英語で生きる力がついた
という留学生続出。

フィジーの現地ファミリーのありのままの生活に飛び込み、現地の生活を目で見て肌で感じるホームステイも人気の
滞在方法の一つ。フィジーならではのフレンドリーなホストファミリーが、あたたかく皆様を家族の一員として迎え入
れますので、すぐに緊張もとけ新しい生活に慣れるのにも時間がかからないでしょう。『とにかく現地の生活を体験し
てみたい』『日本とは違う文化に触れてみたい』あなたにはピッタリの滞在方法です。

フィジー系ファミリー、インド系ファミリーによっ
て、生活スタイルが変わるのもフィジー留学
ホームステイの面白いところ。文化も違えば食
べる物も違います。一般的にフィジー系はキリ
スト教徒が多く、インド系はヒンズー教徒が多
いと言われています。家族で教会に行ったりお
家でお祈りをすることもあるでしょう。また、どち
らも家族での時間をたくさん過ごしますので、
週末は家で家族団らんや親戚の家に遊びに
行ったりと、日本とはまた違った余暇の過ごし
方も経験することでしょう。

ホームステイ先は、実際にランデブーフィジー日本人
スタッフが足を運び、清潔度、立地、家族構成、1人
部屋の有無等を厳しくチェックされ選ばれています。
その後も留学生の受け入れ態勢が万全か確認する
ため、定期的に訪問もしています。
ホームステイをご希望の場合、お申し込みの際にお
渡しする「ホームステイアンケート」にステイ先リクエ
ストをご記入・ご提出頂いております。お受け入れ可
能数に限りがありますので、ホームステイをご希望の
場合はお早めにお知らせ下さい。
「すべてホームステイは不安」「ランデブー滞在メイン
でホームステイも体験してみたい」という場合は、ラ
ンデブー滞在との組み合わせアレンジが可能です。

ステイ先での生活 徹底のホームステイ管理

「フィジーに新しい家族が出来ました」
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フィジー現地で

楽しめる

アクティビティ

余暇はフィジーならではの

アクティビティ
を楽しもう

サーフィン・ダイビング

スノーケル・離島トリップ

乗馬・泥温泉など

フィジーは世界級のサーフポイントがあることで有名。サーフィンの大
会も毎年行われています。沖に出るとそんなサーフポイントを求めて
やってくる観光客で賑わっています。サーフレッスンが出来るビーチブ
レイクもあります。
ダイビングポイントも豊富で、たくさんのカラフルな熱帯魚や珊瑚に圧
倒されることでしょう。ダイビングライセンス取得も可能。シャークダイ
ブも人気の一つで、「フィジーのサメはフレンドリーで歯がないから大丈
夫だよ〜」というのがお決まりのフィジアンジョーク。

老若男女楽しめるスノーケルや離島トリップはフィジーで一番人気のア
クティビティとも言えるでしょう。あなたも離島へ出かけてエメラルドグ
リーンの海と白い砂浜でリラックスしてみませんか。心も体も解き放た
れる瞬間です。

その他ビーチでの乗馬、泥温泉体験、トロー
リング、滝ツアー、ビレッジツアー、リバーサ
ファリ、ディナークルーズ、スカイダイビング
など、たくさんのアクティビティが楽しめま
す。リゾートホテルのスパやタウンのマッサー
ジも女性に人気。

Discover Yourself in FIJI…
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留学生の

一日（平日）
フィジー留学の平日は

しっかりとレッスンや

英語学習に励む留学生がほとんど。

「英語力向上」
の目標を忘れず

充実した毎日を過ごしましょう
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Good Morning! 今日も小鳥
の鳴き声で目覚ましが要らな
かった〜。さて、テラスで朝
ごはんを食べて、レッスンの
用意をしよう。宿題も見直し
たし、準備万端。
今日も忙しくなりそう！

今日はモーニングトークの
順番がまわって来た！ずっと
話したかったあの話をしよ
う。今日のプレゼンテーマ
は「フィジーに来て驚いたこ
と」かあ。いっぱいあるな
あ〜（笑）やっぱり英語を話
すって楽しい！

次のレッスンもあるし、今日はレストランでランチをしようかな♪
やった！今日のメニューはインド料理のサモサ、大好物だ〜！今
度シェフに作り方を聞いてみようかな。

午後からはディベートに挑戦。英語で自分の意見を言うって、コ
ツがいるなあ。でも、だんだん慣れて来たぞ！新しいイディオム
も学んだし、今日のレッスンは100点！

今日も宿題がたっぷり出たなあ。これも先生の愛のムチか・・・
(^^;)でもやっぱり予習復習が大事だよね！空いている教室で
自習できるから、集中してたらあっという間にこんな時間。

フィジーに来てからリズム良く規則正しい生活をしている気がす
る！明日も頑張るぞ〜。Good Night…☆

週に一度のスクールアクティビ
ティ。今日はランデブー内のフィー
ルドワーク。いろんな植物がいるな
あ。へぇ〜ノニってこんな形なん
だ！知らなかったなあ。

マンツーマンレッスンも受
けたし、今日は一日充実
してたなあ。こんな日の
ディナーは格別！それにし
ても、フィジーは星がすご
くキレイ。天の川がくっき
り見えるよ！
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留学生の

一日（週末）

フィジーの週末は

自分の時間をマイペースに使って

最高の仲間達と

盛り上がろう！ WYPPdG"
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Good Morning! 今日はちょっ
と遅めの起床・・・と言いたい所
だけど、実はいつも通りに目が
覚めたんだよね。早寝早起きの
習慣がついて何だか得した気
分。今日はみんなでランデブー
からも見えているマロロ島に遊
びに行くよ！

目の前の海からボートに乗って
出発するよ〜♪暑いからしっか
り日焼け止めを塗らないとね！
皆でお出かけって、やっぱり楽
し〜〜！！

マロロ島への途中、ボートマン
がスノーケルポイントで止まっ
てくれたよ。「引き潮時に現れる
砂の島」らしい。魚もいっぱいい
るし、信じられないくらいキレ
イ！！ずっとここにいたいなあ〜。

ただいま〜マロロ島楽し
かったなあ〜！！滞在中に
2、3回行く留学生もいる
みたい。はしゃぎすぎて
ちょっと疲れたかも。休憩
しま〜す・・・zzz

目が覚めたらこんな
時間！ちょっとお昼寝し
たら元気がみなぎって
来たぞ〜。明日の予
習しちゃおう！！

QWYPPd£�¥·��®

マロロ島では外食したし、今晩は節約して自炊をしよう。この
前買っておいたダロイモを調理してみようかな。うわ〜ダロイ
モって茹でるとこんなにネバネバするの〜？？自分でやってみ
ないとわからないこと、いろいろあるんだなあ。まだまだ知らな
いことだらけだ。明日も新しい発見、いっぱいするぞー！！！

RQYPPd��

来週も充実した毎日になりますように・・・
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留学生体験談
動機・背景・年齢は様々でも

目的は同じ

「フィジーで英語を学ぶ」

ということ。

先輩がどのようにフィジーステイを楽しんだか

少し覗いてみましょう。

１：フィジー留学を選んだきっかけを聞かせて下さい！

他の国と比べて安いことが1番の理由です。あとは、フィジー留学の1年前には同じ理由でフィリピンにも行きましたが、東南アジア以外の場所
にも行ってみたかったのと、割と日本人が少ないと聞いていたので、自分をそのような環境に置いてみたいとも思い、フィジーを選びました。

２：フィジー留学を決める際に心配だったことはありますか？あった場合、どのようにして解消

しましたか？

航空券を自分でとることと、安いとは言っても、費用がどのくらいかかるか不安でした。ですが、スタッフの方がメールで丁寧に対応してくだ
さったのでとても安心して渡航できました ！

３：英語レッスンの感想を聞かせて下さい！

クラスメイトも先生もとても仲良くしてくれて、毎日笑いのたえない楽しいレッスンでした。また、モーニングトークやプレゼンテーションなど、自
ら話すことを中心に行っていたので、英語を話すことに対する抵抗感が無くなり、レッスンが終わってもスタッフや英語を使うお客さんに積極的
に英語で話しかけることが出来ました。クラスわけもされているので、自分のレベルに合ったレッスンを受けられるのもとても良かったと思いま
す。

4：フィジーで体験したおもしろ話や思い出があれば教えて下さい！

ランデブーから歩いて30分くらいの村に夕日を観にいったとき、隣の村で子供達と交流したことです。その村は、私のイメージする通りの開発
途上国の風景でした。私は将来、看護師として開発途上国の医療に貢献したいと思っていたので、実際に日本とは異なるこのような生活があ
るという現実を見ることが出来たのも大変貴重な経験でした。食べ物、衣類、交通、通信などは決して豊かとは言えませんが、フィジーには笑
顔が溢れていて、心が豊かだなぁ、と感じました。子供達の笑顔に元気をたくさんもらい、改めて世界の医療に貢献したいと強く思いました。

5：フィジー留学のよかった点は何ですか？

英語を使わなければならない状況がたくさんあったことです。ランデブーに居る時も、町へ出かけたときも、英語で話さなければ伝わらないと
いう状況が、私を成長させたのだと思います。また、スタッフや先生達、クラスメイトなど出会った方々がみんなフレンドリーだったので、人見知
りでネガティブな私の性格を根から変えてくれたのも、フィジーに留学したからだと思っています。英語を学びに渡航したフィジーという国の中
で、たくさんの人と出会い、様々な文化や価値観に触れ、感化され、また大自然の中で癒される・・・そんなことが出来るのがフィジー留学の良
い点だと思います！

6：これからフィジー留学をお考えのかたへ、メッセージをお願いします！

フィジー留学では、英語だけではなく、人との出会いや異文化との触れ合いなど、本当に様々なことを学ぶことが出来ます。
日本と比べると、生活に困ることもたくさんありますが、それも明るく楽しく乗り越えられると、自分に自信がついて、帰国してから何にでも挑戦
できるようになると思います。私は本当にポジティブでアクティブになり、夢に向かっていろんなことに挑戦できるようになりました！もちろん独
学で英語の勉強も続けています！
迷っている時間があったら、もう行ったほうがいいです！！がんばってください！
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１： レッスンについて、感想を聞かせて下さい！

2つのレベルを両方経験させて頂いたため、自身の英語力を詳細に把握することが出来ました。 とはいえ、スタッフの方に便宜をはかっていた
だいているので、本当に感謝しております。まだまだ努力する必要があるな、と思えるくらい、常に頭を使い続ける時間でした。

２：滞在先の感想を教えて下さい！　【ホームステイ】

ステイ先の家族だけでなく、親戚・友人・村の子供達にまで優しくしていただきました。言葉はしどろもどろですが、仲良く過ごせたのは一生の
思い出です。

３：英語力は伸びたと感じていますか？また、今後の英語学習についての抱負を教えて下さい！

英語⇔日本語の変換スピードは向上したし、何より ” 英語で生きる ” という度胸をつけられたのは大きな収穫でした。細かな知識、自分の会
話の引き出しは今後日本で増やしていきます。

４：フィジーで体験したおもしろ話や思い出があれば教えて下さい！

海パンを忘れて下着でシュノーケルしたのはいい思い出です（笑）

５：フィジー留学、全体の感想を教えて下さい！

気候、食事、人々、全てがアツい国でした！

フィジー留学を終えて、全体の感想を聞かせて下さい！

英語レッスン

いろいろ工夫されていて飽きさせないプログラムでした。モーニングトーク、イディオム、リーディング、単語のフォーム、synonymと
antonym・・・飽きない、魅力たっぷりのレッスンでした。Vilisi先生のややユニークな個性（発言）が楽しさを倍増させてくれました。そして彼女
の発音のきれいさ、これがまた想定外でした（嬉しい誤算？）。とても聞きやすかった。モーニングトークでSpeakingが上達したことを実感しま
した。日本語の要点メモと初めて使う新英単語メモ、これで10分、15分、20分話が出来たのは上達の証だと自分で思っています。これから
は、「コミュニケーションとしての英語（少々間違っていても意思疎通が出来る）」の次の段階、「間違いの少ない（または無い）正確な英会話」レ
ベルを目指したいです。

宿題

Homeworkは真剣に取り組みました。特にエッセイは、自分の間違いを確認する、正しい文法を理解するのに効果的でした。モーニングトーク
用のWebによる情報収集は、これがまた楽しかった！話したいことが次々と見つかり、それを分類し整理メモする。モーニングトークの順番が
来るのが楽しみでワクワク気分でした。

余暇も充実

Yasawa諸島に行った3泊4日は、最高の思い出になりました。あの綺麗な海で、浜で、レストランで・・・満足度100％でした。

Fijianの生き方、習慣

豊かでも不満をよく口にする日本人、不満を言わないFijian、かついつも明るく。 いろいろ考えさせられました。参考になります。
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フィジー留学

よくある

ご質問
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『ランデブー』とは

『出会いの場』という意味

留学生一人一人との出会いを大切に

その一つ一つの出会いに感謝

会社情報

株式会社ランデブーサウスパシフィック
Rendezvous South Pacific Ltd.
住所��〒530-0001�大阪府大阪市北区梅田1丁目�大阪駅前第4ビル11階10号
電話��06-4799-9034    /    FAX  06-4799-9011
Email��info@rendezvousfiji.co.jp    /    Web  http://rendezvousfiji.co.jp

ランデブーフィジー
Rendezvous Fiji
住所��P.O.Box2042 Uciwai Road Nadi Fiji Islands
電話��+679 773 5630    /    +679 776 7706
Email��info@eikaiwafiji.com    /    Web  http://www.eikaiwafiji.com

日本オフィス（専門代理店）

フィジー本社

卒業旅行・長期休暇英語合宿・ゼミ旅行・会社研修など、

団体様のご予約もお受け付けしております。
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Welcome to a new world……!!

By Rendezvous Fiji


