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▶事前学習 

出発前になると、ディズニーから仕事や寮での暮らしに関する資料がたくさ

ん送られてきます。それだけではなく、大学生協からも毎週課題が出されるの

で、それらの課題を通して、プログラム前から英語に触れることが重要です。 

  また、ゲストやマネージャーとの会話に使えそうな、英語の丁寧表現をまと

めておくと便利です。 

 

▶薬について 

  薬は、できる限り持っていくことをおすすめします。アメリカの薬では、効

き目が低かったり、飲んだ後の眠気がひどかったりすることがあるようです。 

  風邪薬、胃腸薬、アレルギーの薬など、使い慣れた薬をもっていくといいと

思います。目薬や塗り薬も同様です。 

 

 

▶Uber や Lyft を登録しておく 

  ディズニー以外の施設に行くためには基本的に、Uber や Lyft などをタク

シー代わりに利用します。これは、アプリにクレジットカードを登録しておか

なければならないので、日本で登録を済ませておくことをおすすめします。 

 

 

▶クレジットカードを作っておく 

  アメリカでは、クレジットカードを使う場面が多くあります。基本的には、

ディズニーから支給されるペイロールカードを使いますが、Uber などには対

応していない場合があるので、予備の一枚を持っておくと便利です。 

 

 

事前準備 
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プログラムに参加中は、ディズニーとヴァレンシアカレッジからそれぞれ 3

か月ずつ授業が提供されます。どちらも週に一回、ディズニーの寮内で開講され

ます。どちらも、課題の締め切りにはシビアなので要注意です。一方で、ヴァレ

ンシアの授業は、交渉すれば、旅行の都合等でテストの日に出席できない場合な

どは、特別措置を取ってもらえる場合があるなど柔軟な部分もあります。 

 

▶ヴァレンシア大学による授業 

    

ビジネスマネジメントの      

基礎を学びます。授業は、 

コロンビアからプログラム 

に参加している生徒たちと 

受けます。アットホームな 

雰囲気で、リラックスして 

受けることが出来ました。 

 また、月に一度、フィー   

ルドワークが設けられてお  

り、ユニバーサルスタジオに         

行ったり、NBA を観戦したり 

します。 

 

【課題】 

毎週、ウェブ課題が出されます。お題はその週の授業に基づいたもので、 

自文化とアメリカ文化を比較し、自分の考えを述べるものが主です。コロン

ビアの生徒たちの投稿を通して、コロンビアの文化を知ることが出来、大変

面白かったです。また、2 回ほど少し長めのエッセイの課題が出ます。それ

に加えて、ケーススタディとプレゼンテーションの課題が出されます。 

 

 

アメリカでの学習について 
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▶ディズニーによる授業 

  ディズニーによる授業は、時期によって変動しますが以下の 6 つの中から

開講されます。この 6 つの中から、自分の学びたいことに合わせて一つ選択

することができます。 

   ・Advanced Studies in hospitality 

   ・Corporate Analysis 

   ・Corporate Communications 

   ・Creativity and Innovation 

   ・Human Resource Management 

   ・Organizational Leadership 

   

履修登録の時期になると、ディズニーから、そのセメスターに開講される授

業のシラバスが送られてきますが、仕事やヴァレンシアの授業の合間を縫って、

シラバスを熟読するのは難しいので、出発前に大学生協から配布されるシラバ

スに目を通しておくことを強くお勧めします。 

  また、これらの授業の履修の注意点として、ヴァレンシア大学の授業と日時

がかぶっているものは履修できません。チームプレゼンテーションなど、チー

ムごとに課される課題では、連帯責任となるため、一人でも怠慢な人がいると

チーム全員の成績が下がってしまうということを念頭に置いて、自分のパー

トに責任をもってこなすことが重要です。 

  

 

【Organizational Leadership について】 

  私は、Organizational Leadership を受講しました。この授業では、ウ

ォルトディズニをはじめとする、ディズニーを牽引してきた人達のリーダー

シップのスタイルについて学びます。また、ディズニー以外の企業のリーダ

ーについても取り上げるのですが、その中で、TOYOTA が取り上げられた

回があり、大変興味深く聴講しました。 

  毎回、リーディング課題が出されます。ほかにも、少しながめのエッセイ

の課題、職場のリーダーへのインタビュー、チームプレゼンテーションなど

も課題として出されます。 
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プログラムに参加している半年間で 2 つのロールが与えられます。これらは、

それぞれ約三か月ずつとなります。 

繁忙期以外は、基本的に週休二日制です。休暇の希望を申請できますが、通る

確率は、5 割程度です。通勤は、ディズニーの提供するバスでします。このバス

が、時間通りに到着・出発することはほとんどありません。ギリギリのバスは選

ばない方が良いかと思います。 

 

▶私のロールについて 

私の場合は、前半は、Cinderella’s Royal Table での seater として、

後半は Cosmic Ray’s Starlight café で counter として働きました。

２つとも、Food & Beverage に分類される仕事です。 

【Cinderella’s Royal Table での仕事】 

   Seater はゲストをテーブルまで誘導する係です。それ以外にも、受付で

予約の確認をしたり、テーブルのセッティングをしたりします。 

   テーブルサービスのため、始業時間は基本的に毎日同じで、8 時間勤務で

した。一方で、終業時間は、翌日の準備の出来具合で変わってきます。 

 

 

仕事について 
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【Cosmic Ray’s Starlight café での仕事 】 

    

 

 

 

 

 

 

これはクイックサービスのレストランで、世界一忙しいファストフード店の記

録を持つレストランです。パークの閉園時間まで空いているため、クローズのシ

フトの時は家に帰るのが深夜 2 時を過ぎることもしばしばあります。 
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▶ターミネーションについて 

  

キャストとして働くうえで、一番気を付けなければいけないことにターミネ

ーションがあります。ターミネートされると、24 時間以内に退寮、また、72

時間以内に出国しなければなりません。また、プログラムを満了していないこと

になるので、単位ももらえません。 

 ディズニーからターミネーションについての仕組みを説明されることはほと

んどないため、私も同僚たちから情報を得ることがほとんどで、正確なことがわ

からない部分もあります。事前にディズニーから送られてくる従業員マニュア

ルに多少の情報が記載されているので必ずすべてに目を通すべきです。また、ハ

ウジングからもマニュアルが配布されるので、そちらも必読です。一方で、大学

生協から今まで 100 余名がこのプログラムに参加していますが、実際に大学生

協から参加した学生でターミネートされたのは 2 人だけなので、まじめに勤務

していれば大丈夫だといえます！ 

        

 

 

 

【ターミネーションの事例】 

・コールアウトした日にブルーカード（社員証のこと）を利用する 

・勤務時間内にブルーカードを利用する 

・ブルーカードを利用する際に、違う名義のクレジットカードを使う 

・Disney の safety ポリシーに反する行動をとる 

・一定数コールアウトする 

・暴力事件を起こす 

・Disney の従業員用チケットを転売する 

・未成年飲酒等の国・州の法律や条例に反する行動をとった場合 

・オンステージでケータイを使う 

 

 どれも私が留学中に気を付けるよう言われたことと、実際に起きた事例です。 

 

 

ポイント
リプリメント

（警告書）

ターミネー
ト

×3 ×3～4 
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▶ディズニーで働くこと… 

   

  【ポジティブな面】 

    Disney のキャスト 

として働くモットーと 

して“create happi- 

ness”があります。 

それを達成してゲスト 

から、お礼を言われる 

瞬間は最高です。Roy- 

al Table で働いていた 

時、小さな女の子が泣きながら入ってきたことがあったのですが、どこ出

身のお姫様なの？と聞いたり、手を引いてエスコートしたりしたことがあ

りました。その少し後に、その子が同僚に、「本当のプリンセスみたいに接

してくれて、うれしかったの」と自慢したらしく、入ってきたときは泣い

ていたのに、貴方のおかげで今はとても楽しそうだよと聞いて、拙い英語

での接客にも関わらず喜んでもらえたことがすごく嬉しかったですし、自

分のモチベーションにもなりました。 

    

【ネガティブな面】 

    ゲストの夢を叶えるために、ゲストの要望とディズニーのルールに板

挟みにされることもしばしばあります。無料で一定額以下のお土産や食

事を誕生日やアニバーサリーのゲストに配布してもいいルールがあるの

ですが、それを知っている誕生日ではないゲストからフリーフードをね

だられることがありました。その時は対応に困ってしまって、コーディネ

ーターに助けを求めました。 

また、完全予約制のレストランで働いていたとき、一人で受付をして

いたところ、子連れの男性が来て、その家族のために席を確保するよう

頼まれました。しかし、キャンセルのない状態だったため断ると、子供

が泣き始めて、「私の子供が泣いているのはお前のせいだ！」となじられ、

その男性はなんと、2 時間もお城の前にあるベンチに居座りました！そ

の時はとても怖かったですが、もっと男性を怒らせない言い方はなかっ

たか考えるいい機会になりました。 
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プログラム参加中は、ディズニーの提供する寮で生活します。プールやジム、

テニスやバスケットボールのコートの完備された寮なので、自由時間も退屈す

ることなく快適に過ごせます。 

 

▶寮について 

  ディズニーの提供する寮は全部で４つあります。 

日常生活について 

Vista way

〈長所〉

飲食店が近くにある

比較的安い

バスが全部止まる

〈短所〉

ほかの寮から遠い

少し古い

The Commons

〈長所〉

部屋に洗濯機と乾燥機がある

寮内にコンビニがある

アウトレットが目の前

〈短所〉

全部のバスが止まらない

Chatam Square

〈長所〉

バスが全部止まる

歩いて15分くらいでスーパーにい
ける

サッカー場が隣接している

〈短所〉

周りに特に何もない

授業が行われない

Peterson

〈長所〉

新しいので設備がきれい

ベランダがある

〈短所〉

バス停がないためチャタムまで歩
かなければならない

プールとジムしかない
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ベッドカバー等は自分で買

いそろえます。私は、はじ

め中国人 4 名と暮らしてい

たのですが、そのうちの 1

人と馬が合わず…止む無く

引っ越しました。 

引っ越しには一万円程かか

ります。 

Vista Way4 人部屋

のキッチンです。 

古いといえども気に

ならない程度です。 

ディズニーハウジング

主催のパーティーが月

数回行われます。これ

はプールパーティの様

子です。 
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徳島大学は、どの大学よりも好条件でアメリカに送り出してくれます。 

まず、徳島大学では、アメリカで出た単位をほぼ全て認定してもらえます。他の大学

では単位があまり出ないため、他大学の学生のほとんどが休学して参加していまし

た。 

また、アスパイア奨学金で金銭的なサポートが受けられるため、自分のお給料と奨学

金で生活することができました。こんなにも手厚くサポートしてもらえる徳島大学の

学生こそ、このプログラムに参加するべきなのに！と留学中感じていました。 

  

もちろん魅力的な留学のプログラムは他にもたくさんあります。また、このプログラ

ムでは残念ながらアカデミックな技術を身に付けることは難しいと感じました。 

しかし、それ以上に得られるものがたくさんありました。英語での接客のスキルや

様々な苦難を乗り越えて得た忍耐は一生ものだと思います。 

 

不安は、アメリカでできる友人との楽しい時間が次第に消し去ってくれます。 

私にとってこの半年間はその繰り返しで、今では全部ひと時も忘れることのない大切

な思い出になりました。 

 

ウォルトディズニーワールドで働くことのできる人なんて、日本でほんの一握り。 

迷うなら、まず先生や学務の方に相談することをお勧めします。 

もし参加できたなら、間違いなく人生を変えるような素敵な出会いと経験が待って 

いることを保証します。 

おわりに 


