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平成 21 年度派遣留学生
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立川

綾（ユバスキュラ大学）より
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蘇州大学
中国

曽山

泰賀（人間社会学域人文学類）

僕は二年生の後期から留学しましたが，行く前から
すでに不安でいっぱいでした。ビザはちゃんと取得で
きるか？あっちに行ってちゃんと住むところは確保で
きるのか？そして，なによりつい最近勉強しだした言
語を使って生活していけるのか？幸い全て杞憂に終わ
りましたが，あのなんとも言えない気持は今でもよく
覚えています。僕自身が不安な気持ちから始まった
ので，安易に留学を勧めることはしないようにしてい
ます。
今でも時々考えることがあります。それは，もし留
学に行ってなかったら何をしていたか？どうなってい
たか？ということです。もしかしたら留学に使ったお
金を使ってヨーロッパあたりに長期旅行できたかもし
れません。車が買えたかもしれません。専門のゼミで
素晴らしい成績を残せていたかもしれません。おいし
いものがしばらく食べられたかも etc…これに対して
思うことは「それもありだなぁ」です。安易に留学を
勧めるのにためらいを覚える僕は，あくまで上記のこ
と同様に留学も選択肢の一つとして考えてもらえれば
一番良いのではないかなぁ，と思っています。留学
するよりも車が欲しかったり，おいしいものを食べ
たい価値観は当然存在するものですし，ややもすれば
僕もそちらに傾いていた気がします。自分の進む先に
留学が選択肢の一つにあっても良いかな，この程度に
思っていただければ個人的には幸いです。別に留学
するだけが全てではないというのが僕の正直に思う
所です。
ただ，留学したことは今現在僕の中で一つの大きな
財産になっていますし，留学して良かったとも思って
います。しっかり中国語も勉強できたし，普段付き合
わないような人たちとも付き合えたし，実にいろいろ
な所に行けたし……そのように行動できるバイタリ
ティはどこからきたのか？考えるにその所在は
「ちゃ
んと悩んで留学を決めたから」だと思っています。あ
れだけ考えて決めたのだから，良い留学にしてやろう
という思いはどこかにあったでしょうし，もとをとっ
てやろうという気持ちも強かったのだと思います。
今の 20 歳前後で将来の選択肢が増えるのは結構大
事なことではないかと思います。選ぶ選ばないは自由
ですが，そうした道を知っていても損はしないでしょ
う。今回の報告で派遣留学を知ってもらって，皆さん
の選択肢が増えれば大変うれしく思います。

U

N

I

V

E

R

S

I

T

Y

最後に留学中に聞いた話の紹介です。あるところに
非常に語学に堪能な牧師さんがいました。ある日牧師
さんは
「語学が上手くなる方法を教えてあげましょう
か。
」
と言い，皆は瞳を輝かせどんな秘訣があるのかと
牧師さんの次の言葉を待ちました。牧師さん曰く
「親
を選ぶことです。
」
この話を聞いて思わず笑ってしまったのを覚えてい
ます。何と言えばいいでしょうか，
「あぁ，語学って
最終的には才能なんだなぁ」と。どうやら近道の無い
それなりに困難な道のようですが，この道を行かれる
方がいたら…頑張ってくださいね！

北村

彩子（文学部文学科）

私は 2009 年 2 月～ 7 月までの間，中国の蘇州大学
の海外教育学院という留学生課のようなところに属し
て中国語の勉強をしていました。
蘇州というのは上海に近く，水に囲まれた街です。
気候は金沢に良く似ていますが，雪はあまり降りま
せん。しかし，留学当初の 2 月は 1 ヵ月間ずっと雨が
続き，地元の人でさえ憂鬱になってしまうような日々
だったので，初めての土地で私はすっかり参ってしま
いました。
そんなとき私を支えてくださったのは，クラスメイ
トたちです。蘇州は多くの海外企業が進出している街
なので，韓国，ロシア，イタリア，アメリカ，フランス，
タイなど様々な国の外国人がいます。私と同じように
頑張る人たちを見て，私も段々元気になっていきま
した。
授業は，最初に中国語のテストを受け，その結果ご
とにクラス分けをし，そのクラスで勉強するというも
のです。教科書を使った勉強，映像を見る勉強，新聞
を使った勉強，作文など様々な勉強がありました。ま
た蘇州大学では HSK を受験することもできます。私
が留学した際は古いキャンパスで授業をしていました
が，現在は新しいキャンパスで授業が行われるような
ので，中国人との交流があるかはわかりません。
私は留学生寮という学内にある留学生用の寮に入り
ました。しかし，1 年間の留学を考えている方であれ
ば，友人と部屋をシェアして学外に部屋を借りること
を考えてもよいかもしれません。
蘇州には世界遺産の庭園が 9 つあり，それらをすべ
て巡るのが私の目標になりました。そこで私が驚いた
のは，世界遺産でお菓子を食べたり，近所の人たちと
お茶を飲んだり，デートをしたりと，世界遺産が人々
の生活に深く根付いた場所であることでした。
地図がボロボロになるまで歩いた蘇州の街は，上海
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万博の直前ということもあり，街の発展が著しい場
所でもありました。大きなデパートもたくさんあり，
私が経験したことのない経済の発展する勢いという
ものを肌で感じ取ることができた良い機会でもあり
ました。
中国人の方との交流のやり方は，友人になった日本
人の方に紹介してもらうという形を取りました。日本
語を学んでいる中国人の方と交流を深めることができ
たと思います。外国のことを理解する，特にその国に
何らかのわだかまりがあるときには，その国の人と
友人になることが必要なのだとわかりました。私が感
じた中国人の姿は，かたくなで気が強いけれど情に厚
く，率直なものです。ニュースで度々伝えられる彼ら
の姿も真実であることは間違いないけれど，それだけ
ではない人間としての魅力を知ることができたのは，
今回の留学で得た何にも代えがたい財産であると思
います。
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北京師範大学
中国

清水万里恵（文学部文学科）
関西空港から北京国際空港まで，飛行機で 3 時間足
らず。留学以前にそのフライトのあっけなさを体験し
ていた私は，周囲の心配をよそにフェリーで渡航する
ことにしました。神戸港から天津港までおよそ 50 時
間，さらに天津から電車に揺られること 2 時間余り，
留学先の北京師範大学に到着したのは，21 歳の誕生
日の夜でした。
北京で過ごした1年間は，長かったとも短かったとも
言い難く，ただとても濃密な時間であったように思い
ます。近くて遠い国といわれる中国ですが，石川生
まれ・石川育ちの私にとって何より衝撃的だったのは，
雨の少なさでした。留学していた 1 年の間に，たった
3 回しか傘を使わなかったのです。特に冬は毎日が快
晴なので，当初は感動したものですが，そのうち北陸の
湿った空気が懐かしく感じられるようになりました。
大学では基本的に，留学生向けの中国語の授業だけ
を受けていました。クラスは 20 人余りと，事前に
「少
人数」
と聞かされていた割には大所帯でしたが，韓国や
インドネシア，フィリピンなどアジア各国の留学生の
ほか，トルコ人やアメリカ人，イギリス人など多彩で
楽しいメンバーでした。また，北朝鮮からの留学生も
一人在籍していました。とても真面目で優秀な，それ
でいてユーモアのある男の子だったのですが，2009
年の5月，北朝鮮の発射した飛行体が日本の東北上空
を通過した事件のとき，彼に
「あれは人工衛星なのに，
日本政府はなぜミサイルと報道するのか」と真剣な顔
で聞かれて，返事に詰まったことを思い出します。こ
れも中国留学ならではの経験といえるかもしれません。
授業はだいたい午前か午後のどちらかだけだったの
で，1 日のうち半分以上の時間は自由に使うことがで
きました。空き時間をつかって日本語学科の学生と相
互学習も行いましたが，中国の大学生と交流するなか
でいちばん印象深かったのは，かれらの勉強に対する
熱意です。平日は朝 6 時過ぎから教室でたくさんの学
生が勉強しており，キャンパス内には教科書を手にし
た学生が多数，外国語を暗誦しながら歩いていました。
日本語学科の友人の 1 人は，土曜や日曜にも副専攻の
授業を取っているため，1 週間を通してほとんど休み
なく勉強している様子でした。それに比べて私は……
と，自分が不甲斐なく思えましたが，かといって簡単
に真似できるものでもありません。なぜそんなに一生
懸命勉強するのか，と尋ねると，中国の学生たちは
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みんな決まって
「中国は人が多いから」と答えました。
過酷な競争はマイナス面も少なくはないのでしょう
が，かれらを見ていると，中国が発展するのも当たり
前のことだと思えました。
また，2009年10月は中国建国60周年の節目で，多
くの大学生が半年ほど前から記念パレードの練習をし
ていました。
特に大学側から強いられたわけでもなく，
みんな自発的に参加しているのです。国の記念すべき
行事に参加できることを誇りに思っているようでした。
そういった精神は，日本の若者はあまり持ち合わせて
いないのではないかと思います。文化的・政治的な違
いも大きいでしょうし，単純に良い悪いで論じられる
問題でもありませんが，私は中国で，自国にはないも
のをたくさん目にしました。単なる知識としてだけで
はなく，中国の今を肌で感じられたことは，得がたい
経験であったと思います。また，
「外国人」
として生活
することを通じ，個人として，日本人としての自分の
立ち位置を常に考え続けねばならなかった日々は，今
後の人生の中で貴重な財産になるだろうと思います。
派遣留学への申込みを決めたとき，私はすでに学部
の三年生で，卒業を一年遅らせねばならないことが分
かっていました。
同級生と一緒に卒業できないことや，
就職活動を始めるべき時期にまだ海外にいるというこ
とに，
正直なところ不安を感じていました。それでも，
当時，何もかも中途半端に思えた自分を変えたいとい
う思いから，留学という道を選びました。振り返って
みれば，現実逃避の面もあったと思います。
実際，一年間留学したところで外国語が
「ペラペラ」
になるわけではありません。帰国後に私を待っていた
のは，
「留学したなら当然これくらいできるだろう」
と
いう周囲のイメージと，自分自身の能力とのギャップ
でした。けれども，
そのギャップに冷や汗をかきつつ，
これからもずっと中国語と付き合っていきたいと思え
るのは，留学という経験によって中国という国の奥深
さ・面白さに触れたおかげではないかと思います。
これから留学を考えているみなさんも，大きな期待
と同時に，それぞれの不安を抱いているのではないで
しょうか。留学するかどうか，迷えるということは素
晴らしいことだと思います。どうか自分の中の
「留学
してみたい」
という気持ちを大切にしてください。
日本に戻るフェリーの中，私の泊まった二等船室の
ベッドの枠に，こんな言葉が書きつけてありました。
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『回家了 真的回家了 一切的苦都结束了
（帰るんだ 本当
に帰るんだ 苦しいことはみんな終わった）
』
おそらく復路の私とは逆の，神戸港から天津港へ向
かう便に乗った人が書いたものだと思います。私たち
金沢大学生は，お金を稼ぐためではなく，異文化に触
れて人生を豊かにするために，外国へ行くことができ
る環境にあります。この恵まれた環境を生かし，より
多くの方がすばらしい留学体験を得られることを願っ
ています。

三浦

宏平（文学部文学科）

私は2009年2月から2010年2月まで，中国の北京
師範大学に語学留学に行ってきました。ありきたりで
はありますが，留学前に感じたこと，留学中に考えた
こと，帰国後のことなどを書きたいと思います。
私は中国語学中国文学コースに所属しています。この
専攻を選んだ理由は，大学一年生の時に第二外国語で
中国語を選択したからです。中国語を選んだ理由は，
英語が好きではなく，アルファベットを使う言語は
もう学びたくないというのが正直な気持ちでした。
そんな適当な気持ちで選んだ中国語ですが，そこから
一年間中国に留学するくらいまで発展したことに自分
でも感動しています。
留学に行くことを決めたのは 3 年生の 10 月頃だっ
たと思います。それまで，漠然と留学してみたいとい
う気持ちはあったのですが，ただそう考えるだけで，
決意を固めることも，行動に移すこともありませんで
した。ある国際交流活動に参加したことをきっかけ
に，留学しようと決めました。そこからは，手続き等
でてこずることもありましたが，わりとすんなり物事
が進んだと思います。私の場合，交換留学制度を利用
することができたのですが，交換留学制度を使った場
合の学費などの問題が複雑で，何度も学務を訪ねて質
問した気がします。分からないことがあったら，とに
かくすぐに質問したほうがいいと思います。冊子を何
度も読んで，それでも分からずに途方に暮れ，留学に
対する気持ちがどんどん下がっていくのは避けるべき
でしょう。留学前は手続き等で慌しくなるので，そこ
で留学へのモチベーションが下がらないように気をつ
けたほうがいいと思います。
この分からないことは何でも質問するというのは，
留学中でも非常に大切なことでした。先生の言ってい
ること，学生課の人が言っていること，友達が言って
いることが全部違うということが多々あり，そのたび
にいったい誰の話が本当なのだと頭を抱え，結局自分
であちこちに足を 運んで質問して回るということがあ
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りました。当たり前のことですが，自分の問題は自分
で解決するしかないということを学んだと思います。
これは，母国でも海外でも同じなのでしょう。言葉の
壁の前で突っ立っていても何も解決しないということ
を痛感させられました。
留学を終えて帰国した今，やっぱり留学してよかっ
たと思っています。新しい価値観が芽生えたとか，新
しい自分に出会えたとか，とても貴重な体験をしたと
か，語学力が爆発的に成長したということもありませ
んが，それでもやっぱり留学をしてよかったです。留
学したことを少しも後悔していません。
僕は，
留学じゃ
なければ絶対に得られないことはないと思います。留
学で得られることは何もないと言っているのではあり
ません。しかし，
外国語だって日本でも勉強できるし，
留学生と交流することだってできます。留学に対して
過度の期待を抱いて，それで現実との差異に落胆する
人もいます。大切なのは自分の気持ちだと思います。
少しでも留学してみようかなと考えているのなら，私
は行くほうを勧めます。なんとなく行ってみようかな
という軽い気持ちからスタートする留学があってもい
いと私は思います。そこから，どう頑張るのか，行け
るか行けないかはその人次第ですが。
最後に，学務の方々，研究室の先生方，私の留学を
支援してくださった皆様にこの場を借りてお礼を申し
上げたいです。本当にありがとうございました。
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北京語言大学
中国

野末

桃子（教育学部人間環境課程）

中国北京から帰国して，もうすぐ一年になろうとし
ています。昨年 9 月，北京語言大学との派遣留学協定
を経てから間もない頃，私は初めて中国大陸を踏みま
した。そして，今年の 1 月下旬までの 5 ヶ月に満たな
い短い期間，今までの自分と真剣に向き合う濃い時間
を過ごしてきました。
私が中国を選んだのは，中国の文化や言語に，自分
にないものを感じたからに他ありません。主観的には
なりますが，大学 1 年生の時に中国語を勉強し始めて，
中国語のすっきりとした文法体系や，直線的な語感に
どんどん惹かれていきました。さらに中国人は言いた
いことをはっきり言う文化があることも固定観念や偏
見ではなく分かってきました。逆に日本人は直接的に
ものを言わない，いいたいことを言わないと言われま
す。私は自分自身の，空気を読みすぎる悪い癖や，そ
の結果タイミングを逃したり，チャンスを逃がしてし
まうマイナス点が自分の自信のなさに繋がっていると
常々感じていました。そんな自分を自分自身の力でい
い方向に鍛えなおしたい，そのために私には無い文化
を持つ中国へ行こう，自分がどこまで出来るか試して
みよう，と中国留学を決めました。大学は，中国語教
育の歴史が古く，質の高い言語教育を受けられる北京
語言大学を選びました。ただ，留学生の数が中国人学
生の数より勝っていたのは驚きでしたが。
中国に渡った後のおよそ 1 ヶ月はほとんど聞くこと
に徹していたように思います。自分の言いたいことを
言えないもどかしさよりも，聞いても分からない，だ
から何も言えない，というもどかしさの方が勝ってい
ました。そのため，授業では分からないことは分から
ないといい，疑問質問はそのままにせず必ず聞きに行
きました。耳が慣れてきた頃，次の問題はやはり話す
ことでした。私のクラスの口語
（スピーキング）
の先生
は，学内でも有名な厳しい先生で，特に学生が発表し
ている間の獲物を狩るような目に何度おびえたか分 か
りません。
隔日の口語の授業は緊張感が高まりました。
ある日の口語の課題発表の時，私は単語をど忘れして
しまい，その焦りで準備した内容すら真っ白になり何
も話せなくなりました。ですが，その失敗と先生の厳
しさがあったからこそ，自分に甘えることなく自身
の課題でもある
「言いたいことをその場で言って意思
表示」
に努める姿勢を持ち続けられたのだと思います。
そして，
失敗した授業のあと，
「桃子，
不要哭。笑，
笑！」

K

A

N

A

Z

A

W

A

と声を掛けて背中をたたいてくれたクラスメートの優
しさは今でも忘れません。
私の日常は，平日は学校と自習，休日は遊びにきっ
ちり分かれていました。授業は月曜から金曜まで朝 8
時半から始まり，午後はフリーになります。平日の午
後は予習と復習に充て，その分休日に観光をしたり，
買い物をしたりとメリハリをつけた生活を心掛けまし
た。自習は，日本語学科の中国人学生と互いに母国語
を教えあったり，クラスメートと勉強会をしたり，日
本人の友人と勉強したりと一人で勉強することは少な
かったように思います。一人での勉強は分からない点
をすぐ解決することが出来ないため，私には友人らと
するその勉強スタイルが合っていましたし，一緒にい
ることはよい中国語を喋る場作りでもありました。夜
は，そのまま友人と食堂に行ったり，外食したり，デ
リバリーしたりしました
（マクドナルドはもちろん，
色んなものがデリバリー可能です！すごい！）
。食べ
物は安いし，美味しいものも沢山ありましたが，量が
多いので，その結果帰国時にはだいぶ太ってしまい，
日本人の
「モッタイナイ理論」は中国では太る原因だ
なぁと思いました。残すのはモッタイナイけど，自分
の体調管理の方がやはり大事だと改めて感じました。
また，この約 5ヶ月間に四川とハルピンへ旅行しま
した。どちらも印象深く，日本ではきっと味わえない
スリルと感動を得た体験です。2009年10月の国慶節
は，どこもかしこも中国生誕 60 周年ということで，
ものすごい盛り上がりようで，その時に四川へ行きま
した。四川の成都からチベット方向へバスで向かおう
としましたが，外国人という理由で断られました。や
はり国慶節で人々が移動し，治安悪化を恐れる政府方
針でしょうか。はたまたチベットの治安の問題でしょ
うか。いずれかわかりませんが，その代わり，親切な
中国人の助けで，成都市内や近郊の世界遺産を回るこ
とができ，また素晴らしい人との出会 いが増えてよ
かったです。1 月のハルピンでは，マイナス 30 度を
体感してきました。有名な氷祭を見たのち，日本軍の
細菌実験施設のあった記念館へ行きました。中国へ行
くからには，やはり日中の歴史にも関心を持つべきだ
と思います。ハルピン駅への帰りのタクシーでまさか
のぼったくりにあい，はじめて路上で喧嘩したのも
よい思い出です。留学する前は自分がこんな路上喧嘩
するなんて知りませんでしたから。
以上，失敗談や嬉しかったこと，大変だったことな
どなど，かいつまんで書きました。書きたいことはま
だまだありますが，あとは，留学を考えているみなさ
ん自身が実際に留学して体感した方が何百倍もいいで
しょう。
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私は今，
断言出来ます。
中国は面白い。
留学は面白い。
でもこの感覚は外国に行ったから，新しい場所に行っ
たから，日常から離れたからという一時の高揚だけで
言っているものではありません。そこでどういう人た
ちと出会って何を共有したか ，とか，どういう新しい
自分が見つかったか，とか，留学をどういうものにし
たくて何を行動できて何が出来なかったか，などの反
省の上に，やっと心から感じられるものになったんだ
と思います。私は中国に留学してよかった，と今本当
に思います。そして，懐古の情だけに終わらず，この
経験から得た自分の強さやまだまだ足りないところを
生かして，補って，今後の自分の成長につなげていき
たいと思います。私の自分試しはまだまだ終わりま
せん。
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台湾師範大学
台湾

江口

沙希（文学部文学科）

1）
留学と教職
わたしが派遣留学をするにあたりまず問題となった
のが，教職科目の履修との兼ね合いです。解決策から
申しますと，2 年の夏に派遣留学への申し込みをし，
秋に決定，翌年度は金沢大学を休学し，3 月に台湾に
渡りました。そして 1 年後文学部の 3 年に復学してい
ます。ただ，本来派遣留学生は決定翌年の夏から派遣
となるため，留学先の学校が春の入学を許可するかど
うか，前例などを調べてみることをお勧めします。
2）
台湾で中国語を学ぶ
台湾で学ぶにあたりまず不安だったのが，台湾語と
繁体字です。台湾では時折地元の方が台湾語で話すの
を耳にします。ただ，ほとんどの人は普段から標準語
で話しますし，台湾語ばかりで標準語が聞けないとい
うことはありません。台湾なまりがつくことはあるそ
うですが，わたしの場合，帰ってきたとき台湾人の中
国語のほうがやや聞き取りやすいと感じる程度で，あ
まり影響はありませんでした。繁体字については，
1ヶ
月ほどで慣れます。全く問題ありません。
3）
台湾師範大学で学ぶ
わたしが台湾で毎日通っていたのは師範大学内の国
語中心
（中国語センター）
というところです。ここでは
1 日 50 分が 2 コマの普通班と 50 分が 3 コマの密集班
を選択でき，さらに 10 以上のレベルに分かれていま
す。クラスの人数は 6 ～ 8 人ほどです。入学時に選
択式の筆記テストと面接の口答テストがあり，学校側
が生徒のレベルをみてクラス分けします。新学期の 1
週間はクラス変更が可能で，空きがあれば別のクラス
へ移ることもできます。学期は 3 ヶ月ごとの 4 学期制
で，学期末には進級テストがあり，1 週間ほどの休み
を挟み次の学期となります。この他に国語中心では講
義型の授業も毎日開講しており，
自由に参加できます。
また，交換留学生なので師範大学の本科生と同じ授業
を取ることも可能です。わたしは単位互換をしなかっ
たため何度か聴講しただけでしたが，単位をもらうた
めには新学期に単位登録が必要です。国語中心と新学
期が違うため注意しましょう。
4）
台湾で生活する
まず空港に降り立って何も分からないわたしの面倒
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をみてくれたのが，師範大学が手配してくれたチュー
ターの学生です。この学生
（陳さん）
に空港に迎えに来
てもらい，生活必需品を買いに連れて行ってもらい，
食堂の場所や学校への行き方などを教わりました。着
いて 3 日間は陳さんなしでは生きていけなかったかも
しれないほど，有難い存在です。師範大学への留学が
決まるとチューターの学生のメールアドレスを教えて
くれるので，
到着日時など連絡をとっておきましょう。
ただ，このチューターさんは日本語ができないかもし
れないので，中国語か英語かジェスチャーで話すこと
になります。
宿舎は師範大学の院生，留学生と同室の 3 人部屋で
した。台湾人院生と半年，大陸からの留学生と半年間
生活しました。ルームメイトとは一緒にご飯を食べた
り，買い物に行ったり，宿題を教えてもらったり，た
くさんの思い出があります。食生活については何の心
配も要りません。台湾の食べ物も日本の食べ物も，高
いものも安いものも，とにかく何でもあります。自分
の安全だと思うものを選んで食べましょう。わたしは
日本で一人暮らししているよりずっと豊かな食生活を
送っていました。
5）
台湾で友達をつくる
国語中心ではとにかくたくさんの国籍，年齢，境遇
の人が勉強しています。密集班に通っている生徒なら
たいてい勉強目的で期間を決めて留学している人なの
で，生活リズムも合うでしょう。また，国語中心では
師範大学の学生を留学生に紹介するシステムがありま
す。また，本科生の日本文化などのクラスに行ってみ
て，気が合いそうな子に話しかけてみるのもお勧めで
す。生活の中で中国語を使いながら様々な価値観や文
化に触れられると良いですね。
6）
お金の話
わたしの場合，航空券や保険等留学前の費用が 20
万円ほど，学費を含めた台湾での生活費に 80 万円ほ
どかかりました。ビザや航空券は生協にお世話になっ
たのですが，
保険は保険会社のバラ掛けのものに入り，
10 万円ほどかかりました。賠償責任保険が一番高かっ
たのですが，自転車にも乗らず，寮住まいだったので
これは必要なかったかもしれません。ただ，何がある
か分からないので，怪我や病気，盗難への備えはして
おくと安心です。
台湾への留学に興味のある方は中国文学研究室に気
軽にお越しください。わたしの経験が少しでも次の派
遣留学生の力になれたらと思っています。
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ユバスキュラ大学
フィンランド

立川

綾（法学部法政学科）

「フィリピンに行くんだってね？それともニュー
ジーランドだっけ？」
こんな事を何度聞かれたことか。
それほど私たち日本人にとって馴染みのない国フィン
ランド。そんな謎だらけの国での私の一年を，ほんの
少しだけご紹介します。わずかでも，これからフィン
ランドへの留学を考えている方々の参考にしていただ
けたら幸いです。
留学動機
私の場合，もともと英語の上達が一番の留学の動機
ではありませんでした。それよりも，自分がその国そ
のものに興味が持てる場所で，その未知の文化に浸っ
て生活してみたいというのが最初にありました。
私は，
特にフィンランドの教育，福祉などの社会制度，言語，
芸術などに大変興味がありました。しかし興味がある
だけで，実際は何も知りませんでした。そこで，その
国の実際を覗いてみたいと思い，
留学を決意しました。
しかしもちろん，英語の上達も大きな目的の一つであ
りました。大学2年の頃，海外を初めて一人旅しました。
その時宿泊したところは格安ホステルで，互いに見知
らぬ者同士が相部屋になるドミトリーの 10 人部屋で
した。そしてそこで，
互いに国籍の異なる旅人たちが，
英語で楽しく会話し，交流している姿を見たのです。
その頃の私は，挨拶程度しか英語を話すことができま
せんでした。そんな悔しさから，
「私も話したい！」
と
触発されたのが，私の英語学習のきっかけでした。
留学前
もちろん，英語の勉強はできる限りしておいたほう
がいいと思います。それ以外に私がおすすめすること
は，フィンランド人の友達をつくることです。わたし
は，ユバスキュラ大学を志し始めてすぐに，当時のユ
バスキュラ大学からの留学生と交流するようになりま
した。
彼らは喜んで母国のことを教えてくれましたし，
私の留学が決まってからは，フィンランド語も熱心に
教えてくれました。
そして，
フィンランドに一緒に渡っ
てからもずっと，私の留学生活の支えでありました。
本当に彼らには感謝しています。特に女の子の留学生
とは今でも頻繁に交流があり，私の親友です。
生活環境
とにかく，
「自然と共に生きる」
ということを学んだ
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一年でした。短い夏には，一日中太陽の光を全身に浴
びて，湖で泳いだり，森でベリーを摘みました。紅葉
の秋には，静かな森の中で，落ち葉が落ちる音を聞き
ました。長い冬には，
ひたすら雪や氷と遊び，
秋に狩っ
たきのこのスープで体を温めました。待ちに待った春
の訪れは，
雪解けで増水した小川が教えてくれました。
フィンランドでの生活は，そんなシンプルなものでし
た。一言で言えば，
「何もない」
のです。行ったばかり
の頃は，その
「何もない」
ということになかなか慣れる
ことができませんでした。それは，日本にはあまりに
も
「もの」
が溢れすぎているからです。しかし，だんだ
んとその
「何もない」
ということを楽しめるようになり
ました。というよりもむしろ，今ではその生活が恋し
くて仕方ありません。フィンランド人は，偉大な 自然
に振り回されながらも，それに逆らうのではなく，自
然に対して身を任せるようにして生活していました。
まさにそれは
「自然との共生」
です。
しかし，
「何もない」
生活がどうして楽しいかというと，それは
「人」
がいる
からです。ささやかなことを一緒に楽しむ家族や友達
がいるからです。この経験は，
「幸せ」
とはなんなのか
を，もう一度私に考えさせてくれました。
学習環境
フィンランドで英語は学べるのかという不安は，
私にもありました。結論は，
「学べる」
です。フィンラ
ンド人の学生の多くは，流暢に英語を話しますし，幼
い子供と高齢者を除いたほとんどの国民が英語を話せる
といっても過言ではありません。よって，英語を話そう
と思えば，話せる環境はいくらでもあります。また，大
学では，留学生のためのカリキュラムが非常に整って
おり，とても広い分野にわたって，英語での授業が開
講されています。さらに，英語の授業については，細
かくレベル分けされていて，豊富な授業の中から，自
分のレベルにあったものを履修することができます。
また，成績評価の方法としては，プレゼンテーショ
ンが多用されていました。特に，数人のグループで，
発表のテーマも自由という形式が主でした。
そのため，
私たちはグループのメンバーと自分たちのテーマについ
て，何度も議論を交わすことによって，学習を深めるこ
とができました。発表の後には，先生がそれぞれの出来
について手厚くアドバイスをしてくれます。それによっ
て，自分の発表のどこが良くて，どこが悪かったかをき
ちんと理解することができ，数を重ねるごとに，プレゼ
ンテーション能力の向上を実感することができました。
先生方は，学生が考えることを頭ごなしに否定する
ようなことはありません。それによって，私たちは
失敗を恐れることなく，自由に考え，自由に意見を発
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表することができました。それを通して，私は初めて
「考えることは楽しい！」と感じることができました。
これが，フィンランドの教育マジックの一つなのかも
しれません。
留学を終えて
「フィンランド留学の経験は，これからどんなところ
で活かせるの？」
と，時々尋ねられます。実際，これを
直接に活かすことはなかなか難しいかもしれません。
しかし，どんなときでも，私がこの一年間で感じたも
のは，私の中で，ものごとを考えるときの軸となって
働いています。
違った世界を覗いてみると，
自分にとっ
て大事なものは何なのか，それがだんだんと見えてく
るかもしれません。

山本

直美（教育学部学校教育教員養成課程）

私は2009年8月から2010年5月までの約10 ヶ月
間，
フィンランドのユバスキュラ大学に留学しました。
以下に紹介する私の体験が，少しでもお役に立てば幸
いです。
１．留学の動機
私がフィンランドを留学先に選んだ目的は 2 点あり
ます。第 1 に，高い水準で知られるフィンランドの教
育を学ぶことです。フィンランドは，OECD の PISA
調査の結果などにより学力の高い国として知られ，そ
の教育方針や制度にも注目が集まっています。
そこで，
実際の教育現場はどのようなものか，またフィンラン
ドの教育学部ではどのような教員養成が行われている
のか，自分の目で確かめ考察したいという思いがあり
ました。第 2 に，留学期間を通して，継続的に語学力
を向上させることです。それは，現地で生活をし，専
門を学ぶ上で語学
（英語・フィンランド語）
の知識が不
可欠であると思ったからです。
2．留学準備
一般的な準備については派遣留学の手引きに記載さ
れていますが，ユバスキュラ大学に特有のものとし
ては，留学の約 1ヶ月前から現地のチューターとメー
ルで連絡を取り合うことがあげられると思います。
チューターの指示に従い，現地で必要になるサバイバ
ルキット
（貸し出しできる皿や毛布などのセット）
や学
生証の申し込みをすることに加え，準備で困ったこと
があれば気軽に質問をすることもできました。現地に
到着後も，チューターは駅まで迎えに来てくれ，銀行
口座の開設等の各種手続きや，生活に馴染むための手
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伝いをしてくれるなど，
手厚い対応をしてくれました。
留学前は，なるべく多く現地の情報収集をすること
で不安が減ると思います。私は金沢大学に留学してい
るフィンランド人学生や留学経験者の方から話を聞い
たり，受講したい講義やプログラムの内容をネット上
で確認したりするなど，留学したときのことを想像し
ながら準備を進めました。また，現地で使うことにな
る言語の学習にも力を入れました。
3．学習面
私は留学期間を通して，英語・フィンランド語・教
育の講義を受講しました。週によって変動しますが，
1 週間のうちに英語を 3 ～ 4 コマ，フィンランド語を
3 コマ，教育に関するものを 4 コマ程度受講しました。
現地の学生や他国からの留学生たちと共に学んだこと
は，とても良い刺激となりました。
その中でも，留学生対象の Teaching Practice とい
う授業は私の留学目的の達成に大きく関わるものでし
た。その授業は，都合の良い時間に，ユバスキュラ大
学に隣接する小学校に見学に行くことができるという
ものです。見たい授業を見学させてもらえることに加
え，授業後に先生方に直接お話を伺うこともでき，非
常に有意義な機会でした。また，学期末には，何校か
で子どもたちに日本文化の紹介の授業をさせてもらう
機会もあり，一緒にお寿司を作ったり，簡単な日本語
を学習したり，折り紙を折ったりしながら交流しまし
た。英語とフィンランド語をおりまぜてですが，子ど
もたちと実際にコミュニケーションをすることがで
き，これらの言語を学んできて本当に良かったと思え
る機会でもありました。
専門を学ぶことを支えた語学の授業について少し
述べます。英語については，ユバスキュラ大学の
Language Center が様々な内容・レベルの講義を開講
しており，自分の実力に合ったものを選ぶことができ
ます。どの授業も非常にフィードバックが充実してお
り，継続的に自分の課題を見つけ，改善していくこと
ができました。フィンランド語については，同じく
Language Center が開講する授業に加え，Each One
Teach One というペアでお互いに母語を教えあうプロ
グラムを利用し，フィンランド人の友人とお互いの言
語を週に1度会話を中心に学習しました。フィンランド
では英語が話せれば問題なく生活できますが，フィンラ
ンド語を学ぶことで現地の人やものをより身近に感じ，
私の場合は学校現場を見学する上でも役に立ちました。
4．生活面について
留学生は，学生寮に入居し，2 人から 3 人でフラッ
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トを共有することが多いです。私の場合は，2 人のフ
ラットメイトがおり，部屋は個室で，キッチン・お風
呂・トイレを共同で使っていました。また，各寮には
サウナもついており，男女ごとに決められた時間に利
用することができるのも魅力的でした。冬は寒いです
が，暖房設備が行き届いているので部屋の中では快適
に過ごすことができます。私の寮の場合通学は自転車
で 15 分，町の中心までは約 20 分かかりました。夏
は自転車，冬は徒歩で通っていましたが，通学中にも
「森と湖の国」
と呼ぶにふさわしい風景の美しさに感動
する日々でした。
また，留学生は，Friendship Program というプログ
ラムに参加することが出来ます。これは，週末や余暇
時間に受け入れ先のフィンランドの家庭を訪問して，
家族と共に過ごし，フィンランドの文化を体験するこ
とができるというものです。私は，主に週末に家族の
元を訪れ，
一緒にフィンランドの家庭料理を食べたり，
映画をみたり，ピクニックをしたりと，寮に住んでい
ては味わえないフィンランドの文化を体験することが
できました。
また，Japanese meeting という，日本語に興味のある
フィンランド人とフィンランド語を学習したい日本人
が集まり，フリートークを楽しむ場が，週 1 度大学の
図書館でありました。大学外でも彼らとはよくパー
ティーをするなど，互いの国の文化を紹介しあいました。
おわりに
憧れていた留学を実現し，自分の学びたいことを学
んだという経験は，人生においてかけがえのないもの
となりました。フィンランドは治安もよく，人も優し
く，集中して学習に取り組め，様々なプログラムを通
して幅広く現地の文化を体験することが出来ました。
留学に際して，多くの手続きはありましたが，自分の
やってみたかったことが叶えられたことはその何倍に
も見合う素晴らしいことだと感じています。留学準備
から留学期間中を通して，初心と目的意識を持ち続け
ることが自分の支えになったと思います。また，派遣
留学ということで，先生方や学務課の方にも大変お世
話になりました。家族や友人のあたたかい支えも大き
かったです。この場
を借りてお礼申し上
げます。留学してみ
たいという気持ちが
少しでもある方は，
自分なりの目的を持
ち，是非挑戦してみ
てください。
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ナンシー第二大学
フランス

清水

慎悟（文学部文学科）

私は2009年9月から2010年7月までの約10 ヶ月
間，
フランスのナンシー第二大学へ留学していました。
自身の体験を基に，勉強，生活，フランス文化の 3 点
についてご紹介します。
ナンシー第二大学では，私は外国人専用フランス語
学習コースへ配属されていました。一学期初めにはそ
の時点での語学力を測るためのテストがあり，その結
果によって 7 つのグループに分けられていました。授
業は週 20 時間で，読む，書く，聞く，話すの練習を
時にはゲームを交えながら万遍なく行っていました。
二学期には選択授業のシステムが導入され，フランス
文学史や食文化，町探索などの文化系授業，仏作文や
テスト対策などの語学系授業があり，グループ別の必
須授業のほかに幅広い分野の授業選択が可能でした。
また，強制ではないのですが， DELF・DALF という
外国人向けフランス語能力試験を年三回受験すること
が出来ます。私は留学当初から難易度の高い C1 合格
を目標としていました。大学の授業だけでは不十分な
ので，毎日個人学習に取り組み，フランス人の友人に
頼んで面接の練習をしてもらったりしました。その甲
斐あって，5 月に受験した最後の試験では C1 に合格
することができました。この結果は，継続的な日々の
努力のおかげだと思っています。
次にフランスでの生活についてお話します。私が
滞在していた学生寮は，シャワーやキッチンは共同で
したが，1 人で生活するには十分な広さの部屋と，大
学まで徒歩 10 分というのが魅力です。また，寮には
フランス人はもちろん，他国からの留学生も多く滞在
しており，
国を越えた交流が可能です。実際私も，
チェ
コ人，ルーマニア人，オーストリア人など様々な国の
友人が出来ました。滞在初日にトイレで出会ったフラ
ンス人の友人たちとは，ほぼ毎晩食事を共にし，その
おかげでフランスの政治経済からフランス語の俗語に
至るまで様々なことを学びました。学期中には 1 ～ 2
週間のバカンスが 3 回ほどあります。私は，友人の家
にホームステイしたり，初めて一人旅を経験したりし
ました。特に印象に残っているのは，一人旅の際に訪
れた町で現地の人たちと交流をしたことです。ある人
は写真を撮ってほしいと頼むと親切に町の説明をして
くれ，またある人はバスを待っている間世間話をして
くれました。こうした人の優しさや魅力に触れる機会
を得られるのが一人旅の醍醐味ではないかと感じま
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した。また，休日にはよくバーに出かけてコーヒーや
お酒を飲みました。フランスでコーヒーというのは
エスプレッソのことで，砂糖を加えて付け合せのお菓子
などと一緒に飲みます。お酒に関しては，場所にもよ
りますが，種類がかなり豊富です。何度も通って自分
好みの一杯を発見するのも楽しみの一つでしょう。フ
ランスでは週末と祝日には大部分のお店が閉まってし
まうので，行く所といえば大概バーか公園に限られる
のですが，休日の自由な時間を優雅に過ごすために，
バーはまさに適所と言っていいかもしれません。
最後に文化的な面に触れておきたいと思います。フ
ランスではパンが主食で，毎日バゲット
（フランスパ
ン）が食卓に上ります。朝はジャムやチョコレートク
リームを塗ってタルティーヌにしたり，夕食時には肉
や魚のソースと共に食べたりします。バゲットはパン
屋によって味が全然違うので，新たな店を発見しては
バゲットを試し買いするというのが私の密かな楽しみ
でした。足しげく通っていると顔を覚えてもらえます
し，パン屋さんと顔馴染みになれば世間話をしたりも
できます。また，12 月 5，6 日にはサン・ニコラとい
うお祭りがあります。このお祭りはアルザス・ロレー
ヌ地方においてはクリスマスより重要に扱われてい
て，
ナンシーでは毎年山車の行列が町を練り歩きます。
スタニスラス広場では花火が打ち上げられ，サン・ニ
コラのお祭りの最後を飾ります。私もその場に居合わ
せていましたが，周りの人たちの熱狂ぶりと，花火の
綺麗さには目を見張るものがあります。夏休み期間に
は，同広場で市役所の壁をスクリーンにしたムービー
の放映が毎晩行われていて，誰でも無料で見ることが
できます。ナンシーの歴史を物語るムービーはとても
凝った作りになっていて，市役所に浮かび上がる映像
は迫力があり，ナンシーの歴史がわからなくても楽し
める内容になっていました。
脈絡のない紹介になってしまいましたが，フランス
の魅力を少しでも伝えることができたでしょうか。フ
ランスに留学しようと思っている皆さんの参考になれ
ば幸いです。

山本伊津美（文学部文学科）
私はフランスのナンシー第二大学に 2009 年 9 月か
ら 2010 年 6 月まで留学をしました。
この留学を決断するまでに私は大変悩みました。な
ぜなら私の留学は，大学 4 年生だったので，就活の時
期がずれてしまうケースだったからです。さらに，フ
ランス語圏への留学
（日本の就職市場では英語以外は
ほとんど需要がないのに）ということで，本当に悩み
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ました。
しかし今，10 か月の留学生活を終えて感じている
ことは，就活のために留学をあきらめなくてよかった
ということです。もし今，留学に興味はあるけれど就
活に不安を抱えている学生さんがいるとすれば，私の
体験が決断の助けになればと思います。
私がフランス留学を決意したのは大学 3 年生の 9 月
でした。
大学 2 年時に，夏休みを利用した金沢大学主催の語
学研修でオルレアン大学に 3 週間行ったことがありま
した。そこでのある家族との出会いから，もっとフラ
ンス語を上達させたいと真剣に思い始めるようになり
ましたが，まだ 1 年間という長期間の留学をする決意
まではつかないまま大学 3 年になっていました。
大学 3 年の夏に，
「就活の前に最後にもう一回現地
でフランスを学びたい！」と思い，今度は個人で語学
留学をヴィシーという町に 3 週間行きました。そこに
は世界中からいろんな国籍の生徒が集まってきていま
した。国も文化も違う人たちと，フランス語という共
通の言語を通してコミュニケーションをとることがで
きることに感動しました。
いろんな国の人とコミュニケーションをとるのは，
英語でもおそらく可能です。しかしフランスという国
にいるからか，生徒間でのコミュニケーションで英語
が使われることは全く無く，どんなに下手でもフラン
ス語で会話をしようとする環境で，
「フランス語を学
ぶ」という目標が大変明確に生徒の間で共有されてい
ました。そして，もっとフランス語でいろんなことを
表現したいという気持ちが大きくなりました。
ヴ ィシーで 3 週間を過ごして帰国した時，私は大
学 3 年で，今から就活を始めるぞという時期にいまし
た。
フランス語をもっと勉強したい思いを抱えつつも，
「でも今一年留学を決めちゃったら大学 4 年だよ !? 留
学から帰ってきたらもう就活の時期はとっくに終わっ
てるよ !? 卒業も一年遅れちゃうよ !?」という気持ち
もありました。とりあえず留学生センターに行って
フランス交換留学の意思を伝えました。しかしそこで
言われたのは
「フランス語がうまくなりたいというの
は，動機であって，目標じゃないよね」という言葉
でした。それから
「留学の目標」
が何なのか真剣にずっ
と考え続けていました。結局
「目標」
が何なのかはっき
りしないまま出国しました。
「フランス語を死ぬほど
勉強してペラペラになってやる」という気持ちだけが
ある状態でした。
フランスに着いてからは，寮に着いたはいいけれ
ど
「住居保障」なるものを渡せと言われ，そのために
20kg の荷物を引きずったまま町中保険会社を探して
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歩き回ったり，寮に入れたはいいが共同のトイレには
紙がないことを知り再度町までトイレットペーパーを
買いに戻ったり，銀行口座の開設で銀行員と契約を交
わしたりと，全てが手さぐりで，悩んでいる暇などあ
りませんでした。
大学の授業については，最初にクラス分けのテスト
があります。一番上のクラスでは，周り全員がすでに
フランス語がペラペラでした。授業内容は主に討論で
した。フランス語もままならないのに
「原子力発電所
の是非」
などについて討論しなければならない状況で，
フランス語力よりも自分の知識の無さを痛感しまし
た。それからは毎日フランス語の新聞を最低 2 紙ずつ
読み，知識をつけながらフランス語力も鍛える勉強を
続けました。徐々にちゃんとした議論を交わせるよう
になっていくのがわかりました。
また，寮ではフランス人も多く住んでいたので，毎
日フランス人の友人の部屋を訪ねたり訪ねてきたりし
ているうちに会話力が鍛えられました。フランス人の
友人たちは私が
「わからない」と言っても，英語で近
道をすることなく，フランス語で説明してくれます。
10 か月間ほとんどフランス語しか話さないという環
境のおかげで，
「フランス語を死ぬほど勉強してやる」
という私の目標
（厳密には
「動機」でしかないのだけれ
ど）は，フランス語の試験 DALF の一番上の級に合格
するという形で達成することができました。
帰国した今，
「就活」
に対する私の考え方は，フラン
スでのいろいろな人との出会いから少し変わったよう
に思います。常に
「なぜ？」
と問われるフランスで暮ら
したことで，
「なぜ働くのか」
を真剣に考える機会を与
えてもらったからだと思います。私は，今学んでいる
こととは全く違う分野を学ぶために進学することを決
めました。語学力は手段でしかなく，＋αの能力を社
会に出る前につけたいと思ったからです。悩みはした
けれど，留学してよかったなと思います。今は気づか
なくても，
自分の行動は必ず全て次につながっている，
だからとにかく行動し続けることが大事なんだという
ことを今心から実感しています。
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ジーゲン大学
ドイツ

辰尾

広平（工学部電気電子システム工学科）

私はジーゲン大学に 2009 年 9 月から 2010 年 7 月
まで留学してきました。ジーゲン大学はドイツのノル
トライン・ヴェストファーレン州のジーゲンという街
にあります。ジーゲンはケルンから電車で 1 時間ほど
フランクフルトから2 時間ほど，デュッセルドルフから3
時間ほどの距離になっています。人口は 10 万人ほど
で全く都会といった感じではありませんでした。
大学では外国人用にドイツ語の授業が開校されてい
ます。ですがあまり充実しているとは言いがたかった
です。開講している組織が二種類ありそれを把握する
までに時間がかかりました。ひとつはドイツ語の能力
試験である DSH の試験に合格することを目的とした
AAA という組織で，もう一つが Kosi という大学でド
イツ人向けの外国語や外国人向けのドイツ語を開講し
ている組織でした。前期は AAA の授業をとっていた
のですが，レベル分けが 2 段階しかなく下のクラスを
とったのですが全くついていけませんでした。その授
業は週に 3 時間授業が 5 回ありました。それにプラス
して Kosi でも週 2 回ほど授業をとっていました。こ
ちらはほとんどドイツ語が専門ではないマスターの学
生などが多くて，レベルはこっちのほうがあっている
と感じました。ちなみに Kosi の方は 5 段階ほどにク
ラス分けがされています。
ドイツの冬はとても寒く一番寒い時でマイナス 16
度ほどでした。当然雪もたくさん降りました。でも家
の作りはしっかりしていたので部屋の中なら寒さは全
く感じませんでした。私は留学生寮ではなく普通のド
イツ人学生が住む寮に住みました。その寮は 4 つ部屋
があってキッチンとトイレ，バスが共同になっていて
家賃が 200 ユーロほどでした。他の三人はドイツ人
であまり仲良くなれず掃除のことやゴミ出しのことな
どで困りました。
またジーゲン大学にはほとんど日本人がおらず短期
で来ていたのは私を含めて 3 人でした。私以外の二人
は明治大学からのドイツ文学科の人でした。さらにそ
の二人とは住んでいる寮も違って，ひとつも同じ授業
を取らなかったのであまりかかわりはありませんでし
た。ですので，大抵のことはひとりでやらないといけ
ませんでした。
私が住んでいた寮にはあまり外国人がいなかったの
ですが，中国人と韓国人の留学生はいたのでだいたい
みんな同じ年だったし，お互いの文化もある程度理解
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しやすかったのでかなり仲良くなることができまし
た。みんな私よりジーゲンでの滞在が長かったのでい
ろいろなことでお世話になりました。
食事は，朝にパンを食べて昼は学食で夜は自炊して
いました。学食の定食の量はかなり多くてしかも 2.7
ユーロとかなり安かったです。昼が多かったので夜は
食べないということはよくありました。ただはっきり
いってドイツの料理は美味しいとは思いませんでし
た。ずっと食べているとかなり飽きてきます。そうい
うときにはデュッセルドルフまで行って日本料理屋に
行ったりしました。ジーゲン大学の学生証で州内の
公共交通機関は ICE や IC 以外は基本的に無料だっ
たのでそれにはかなり助けられました。ですので，
デュッセルドルフまで行くのも時間はかかりましたが
無料でした。
春休みは 2 月から 4 月の初めまでで日本の大学とあ
まり変わりありません。ヨーロッパは飛行機のチケッ
トが安いのでその間に南ヨーロッパとモロッコ，バル
ト三国を旅しました。南の方はドイツと違って暖か
かったです。モロッコは砂漠がすごくてあとは客引き
がしつこかったです。バルト三国はやはり寒くて海が
凍っていました。日本からだと遠くて行きづらいよう
な所にも行けたのはよかったです。
後期は AAA での授業はレベル的にきびしかったの
で Kosi の授業だけを受けました。週に 4 回ほど授業
をとりました。後期になるとさすがに少しはドイツ語
がしゃべれるようになってきたので前期よりは困るこ
とは減ったように思いました。
ですが後期は早く日本に帰りたいとばかり思って
いました。あまり仲の良い友達ができなかったこと
が一番のストレス
だったように思い
ます。帰国前の準
備もいろいろとや
ることが多く，事
務局は御世辞にも
親切とは言いがた
かったので大変で
した。良いことも
嫌なこともいろい
ろありましたが，
二学期間通してい
い経験ができたと
思っています。
ケルンのクリスマスマーケット
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レーゲンスブルク大学
ドイツ

高原

亜起（文学部文学科）

レーゲンスブルクはミュンヘンから電車で一時間半
ほど離れたところに位置しています。旧市街全体が世
界文化遺産に登録されていて，中世の雰囲気漂うとて
も美しい都市です。ミュンヘン，ニュルンベルクほど
の大都市ではありませんから，人も時間の流れものん
びりとしていて，とても居心地の良いところでした。

【留学直前】
重要な留学準備は主に以下の 3 つです。
①大学から送られてくる書類の指示に従って，必要な
書類をそろえて提出したり，諸費用を送金したりし
ます。指示はとても詳しく書いてあります。
②保険をかける。私は AIU の 1 年留学用の保険をか
けて行きました。どれだけ保険に入るかは，個人の
考え方によるとは思いますが，最低でも向こうで
保険に入るまでの 1 ヶ月分はかけた方がいいと思
います。
③休学される方は休学届をだす。私は休学して留学へ
行ったので，後期の休学届はドイツへ立つ前に出し，
前期の休学届は親に頼んで出してもらいました。
【留学中】
ビザの発行，銀行口座の開設，保険の手続きなどは
向こうのチューターさんたちに丁寧に教えてもらえ
ます。
〈住居〉
ほとんどの学生は大学側から振り分けられた学生寮
に住みます。寮は市内に複数あり，寮によって，フロ
アメイトの人数，家賃，部屋の大きさ等の条件・設備
が異なります。
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私の住んでいた寮は大学から徒歩 15 分程離れた，静
かな住宅地にありました。8 の字状の 7 階建てで，比
較的大きい寮です。利用可能な設備は地下階にある
全住人の為のコインランドリー，小さなパーティー
ルーム，そして私の個室（約 6 畳）のあるフロアには
8 人で共有のキッチン 1 つ，トイレ 3 つ，シャワー
ルーム 3 つ。フロアメイトは性も国籍もばらばらで
したが，気さくで優しい人ばかりでした。おかげで，
1 年間その寮で楽しく生活することができました。

寮

個室

〈治安・交通〉
治安状況は良いです。ただ，治安の善し悪しに関わ
らず，
隙のある人はどこででも狙われやすいですから，
自分の身は自分で守るという意識を日ごろから持つよ
うに心がけることは大切だと思います。
交通マナーも守っているほうだと思います。道幅が
広く，自転車と歩行者のゾーンもしっかり区別されて
いるので安心です。
移動の手段は，主にバスです。バスの便は良いです
し，大抵二両編成でスペースにゆとりがあります。加
えて，学生は学期初めに約 2 万円支払い学生証を発行
してもらいますが，その学生証がいわゆる定期券の役
割を果たしてくれるので，その学期間はバスに乗り放
題です。近郊へなら鉄道も無料で利用できます。いち
いち切符を購入しなくて良いので，とても便利です。
〈生活費〉
1 ヶ月の生活費は 5 ～ 6 万円程度
（家賃約 2 万円，
保険料約 7 ,000 円を含め）
。
物価はだいたい日本と同じくらいですから，日本で
かかる食費とあまり変わりないです。携帯電話
（プリ
ペイド式）
は月に 3,000 円程。あとは交際費，雑費等。
〈大学〉
ドイツの大学は，ほぼ日本と同じ 2 学期制で，春学
期 4 ～ 9 月，冬学期 10 ～ 3 月です。私たちは冬学期
からのスタートになりますが，その前に 1 ヶ月間語学
コースに参加しました。
この語学コースでは，
まずペー
パーテストと面接でクラスを分けた後，各自指定され
たクラスで授業を受けました。この 1 ヶ月間で，1 日
中ドイツ語で授業を受けることがいかに神経をすり減
らすかということを知ることができたので，本学期の
前の下準備になったと思います。冬学期，
春学期では，
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まず DaF（≒留学生のためのドイツ語プログラム）で
開講される授業のためのレベル分けのための PC テス
トを受けます。その後，分けられたレベルのコースか
ら授業を組みます。DaF のクラスは聞く・話す・読む・
書くといった基礎を学ぶクラスだけではなく，演劇を
したり，インタビューをして記事を書いたり，英語と
ドイツ語の翻訳について考えてみたりと，様々なもの
がありました。さらに，留学生は DaF 開講の授業以
外の授業も，普通の学生達と同様にとることができま
す。私は春学期に小学校の英語教育の授業に参加しま
した。授業についていけず，途中から聴講生として参
加していましたが，DaF のクラスとはまた違った緊
張感を味わうことができました。
また，学業面だけでなく，運動面も充実しています。
大学構内に運動施設があり，
そこではバレー，
バスケッ
ト等メジャーな種目から，
カポエラ，
ヨガなどマイナー
な種目までクラスが開講されています。学期毎に参加
費を払えば，いくつでも自由に参加することができ
ます。私は時々テコンドーのクラスに参加していま
した。

デモ中の大学

アシスタントとして参加させて
もらった日本語クラス

【留学を志す方へ】
全く違う世界に自分の身を投じることで，日々たく
さんの新しいことに触れて，感じて，気づいて…わく
わくどきどきの毎日をおくることができる一方で，絶
えず心が揺さぶられ続け，情緒不安定になったり，身体
の調子を崩したり，注意力散漫になることが多くなる
と思います。
留学前は，
留学への期待と希望で胸がいっ
ぱいになるとは思いますが，頭の隅でこのことを懸念
する自分を持っていればいいのではないでしょうか。
一番大事なことは，
心が感じたことに素直に従って，
自分を信じてやってみることだと思います。砕け散っ
たらそのときこそ頭を使う時です。何もしないうちか
ら頭でっかちになるのは，時間と労力の無駄です。
皆さんが留学から帰っていて
「留学してよかった，
最高だった！」と笑顔で戻ってこられることを祈って
います。
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林

大祐（文学部文学科）

僕は 2009 年 9 月から約一年間ドイツのレーゲンス
ブルクという街に留学していました。レーゲンスブル
クの街並みの美しさ，ドイツビールの素晴らしさなど
は他の一緒に留学していた人が詳しく説明してくれる
と信じているので，僕のほうでは割愛させてもらいま
す。ここでは，この留学体験から学んだこと，感じた
ことなどを段階的に紹介していこうと思います。
留学前
（準備期間）
留学は僕にとって
（たいがいの人にとってもそうか
もしれませんが）初めてのことだったので，どうなる
のか漠然としかイメージがもてない状態でした。そ
んな中で選考の面接に挑み，
「自分が留学することで
どんな影響を周りに与えられるか」みたいな質問に詰
まってしまいました。当時は漠然と留学すること自体
を目標にしていて，自分が留学する意味，目的がはっ
きりしていませんでした。後にそのことで大変悩みま
した。これから留学しようとしている人には，自分が
なぜ留学したいのか，自分は留学中に何ができるかを
改めて考えることをお勧めします。
留学前半
（9 月―2 月）
最初の 1 ヶ月の語学クラス
（Intensive，Kurs）を受
けました。平日の朝から夕方くらいまでドイツ語一色
の日々でした。この頃は授業で話す先生の言葉を聞き
取ることだけでも一苦労だったので，授業後はもうク
タクタだったと思います。
それに加え，
授業後にチュー
ターたちに連れられ学校施設の見学や，ビザの発行
手続きなどの雑務もいっぱいで自由な時間はなかった
です。個人的に苦労したことといえば，留学生の公
用語がどっちかっていうと英語だったこと。僕は英
語がからっきし駄目だったので，他の留学生が英語
で会話していたりするとなかなか輪に入れなかったり
しました。なので，ここでのアドバイスとしてドイツ
圏留学といえど，
「英語は世界の共通語なので留学前
から勉強しておくこと」です。1 ヶ月の語学研修が終
わると 2 週間のウィーン旅行を挟んで本学期が始まり
ました。僕は前期に 8 つのクラスを履修しました。具
体的には 6 つのドイツ語のクラス，2 つの英語のクラ
ス，1 つの演劇のクラスです。意外に選べるクラスは
自由で，ある程度の必修のほかは基本的に取りたいも
のを取れます。学校以外の行事といえばやっぱりパー
ティーです。前期は特に毎週留学生が国ごとにパー
ティーを企画していたので，夜は出歩いていました。
きっとこのパーティーもカルチャーショックを受ける
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要因の一つになると思います。僕は少なくともびっく
りしました。とりあえず音楽ガンガンです。ただ，授
業ではドイツ語を話すという練習には限界があるの
で，こういう場でどんどん話して練習するのはいいと
思います。
留学後半
（3 月－ 8 月）
2 ヶ月半の長い春休みを終えて，後期が始まりました。
学期始まりにはクラス分けテスト
（ Einstufungstest）
が
あって，自分がどのレベルの授業のクラスを取れる
かが決まります。僕は前期 A クラスだったのですが，
C1 クラスまで昇格することができました。取れる授
業も語学としてのドイツ語を勉強するだけではなく
て，ドイツ語を介して何かを学ぶという授業が多くな
りました。僕は後期やる気をだして，12 のクラスを
履修しました。その中には，ドイツ語であるテーマに
関してプレゼンテーションをする授業や，
文学の授業，
経済の授業もありました。加えて，前期と同じように
英語の授業
（途中から行かなくなってしまいましたが）
や韓国語の授業を取っていました。韓国語の授業は外
国語
（韓国語）
を外国語
（ドイツ語）
で習うという不思議
な体験もできました。後期になると授業で先生が言っ
ていることはほとんど集中しないでも理解できるよう
になり，授業中に発言もできるようになっていました
が，専門の授業
（文学や経済）
は，でてくる単語が専門
的で，言語の授業より苦労しましたが，ドイツ語の基
本的な力はついてきていたので勉強することに前期よ
り苦しいとは思いませんでした。この頃の学校以外で
は，季節的にも夏がやってきて暖かくバーベキューを
したり，ちょうどワールドカップ
（Weltmaisterschaft）
が開催される年だったのでバーに観戦しに行ったりし
ていました。ドイツの夏は本当に湿気が少なく，過ご
しやすかったです。
最後に
これから留学するみなさん，または留学を考えてい
るみなさん。僕はレーゲンスブルクで過ごした１年の
体験からしか言えませんが，留学の経験は他では変え
られない貴重なものになると思います。たくさんの良
いこと，
楽しいこともありますが，
もちろん文化のまっ
たく違う場所での生活になるのでたくさんの辛いこ
と，苦しいことが待っていると覚悟しておいてもいい
と思います。実際僕はこの留学期間常に悩んでいまし
た。ただ，それも含め自分の成長に繋がっていくのだ
と思います。留学期間中は自分から色々なことにチャ
レンジしてみてください。ドイツはおすすめです。
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竜生（法学部法政学科）

はい，本日はドイツレーゲンスブルク大学に
一年間留学されていた金原竜生さんのお話を
聞いていきたいと思います。今日はよろしく
おねがいします。
よろしくおねがいします。緊張しているので，
お手柔らかにお願いします。
早速ですが，質問していきたいと思います。
数ある留学協定校がある中で何故ドイツとい
う国のレーゲンスブルク大学を留学先に選ば
れたのですか？
よくある質問ですね～。まず何故ドイツを選
んだか？について答えたいと思います。留学
時に一年生から学んでいたドイツ語をもっと
学びたいという気持ちは勿論ありましたが，
それよりも自分の専門分野である法学を学び
たいという気持ちが強かったことが理由の一
つとしてあり，また将来の自分の進路を考慮
して就職したい企業がドイツに主に進出して
いたということも理由としてありました。後
は，留学前にあるドイツ人のチューターをし
ており彼の影響で，ドイツの文化に興味が湧
いたっていうのもあります。そして，法学を
学びたいと思ったときに，当時のドイツ国内
協定校で法学部があったのが，レーゲンスブ
ルク大学だけであったので，そこに留学する
ことを決意しました。
なるほど。つまり金原さんの留学目的は，
①語学学習②専門研究③将来の進路との関係，
以上の3点が理由でドイツのレーゲンスブルク
大学を選んだのですね！では，留学時の準備と
してはどのようなことを行われたのですか？
まずは，当然ドイツ語を留学前に伸ばすこと
が必要条件であったため，なるべくドイツ語
に触れようと授業には積極的に参加しまし
た。またネイティブ・スピーカーと触れ合う
ためにチューターを継続的に務めました。ま
た，1 年次の 3 月頃にはドイツ留学を決意し
ており，留学前に一度現地の空気・雰囲気を
把握する必要があると思って，二年次の 9 月
にレーゲンスブルク大学の一ヶ月間語学研修
に参加しました。この研修参加で自分の留学
への思いがより一層強くなったと思います。
留学準備として，特に語学学習や現地情報取
得に努めたというわけですね。ただ個人的に
ビザ取得や海外保険について気になります
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が，そのへんはどのように？
ビザ取得や保険に関しては，ドイツは物凄く手
続きが簡単でした。というのも，ビザ取得は現
地に到着してから大学側から手配してくれ，
保険についてはドイツ国内の医療保険に加入
することになっていたため，基本的には日本
ではなにもしていません
（笑）
。最も，現地の
医療保険に入る前にある程度の間隔が空いてい
たため，短期の海外保険には入っていましたが。
ビザ取得は，手続きが複雑で時間もかかるの
に，それは大助かりですね。では，留学時の
生活・学習についてお聞きしたいと思いま
す。ドイツでの生活はどのようなものであっ
たか？また大学での勉強はどのように行って
いたのか？この二点についてお願いします。
①レーゲンスブルクでの生活。僕の場合は，
各部屋にトイレ・洗面所・シャワーが付いて
おり，一つのキッチンを 8 人程度で共同利用
する形式の寮に住んでいました。また街自体
は治安も良くて，歴史もあり，バーなどもた
くさんあったので，余暇時間を持て余すとい
うことも無かったです。
② 1 週間 10 コマ程度授業を取っていました。
留学先の大学は言語授業が充実しており，会
話・聞き取り・書き取り・読解の言語におけ
る必須要素を分野ごとに伸ばしていける授業
でした。英語や中国語の授業も受けて，実践
的なドイツ語を使うために劇団にも所属しま
した。前期は基本的に語学学習に重点を置い
て，後期は積極的に専門の授業を取りました。
また，授業以外の課外活動として，通訳の仕
事もしました。あとは，日本文化を紹介する
イベントが，現地在住の日本人により度々開
催されており，日本文化をドイツの人々によ
り理解してもらうために自分も出来る限り参
加していました。
ありがとうございます！
では，留学中に一番印象に残ったことはなん
ですか？
印象に残ったことはたくさんありますが，や
はり英語ではない外国語で色々な国籍の人達
（英語ネイティブ・スピーカー含む。
）と日常
的なこと，学問的なこと，実に様々なことを
話せたのが印象深かったです。
まだ，色々と伺いたいことはありますが，残
念ながらお時間がありませんので，最後に後
輩への一言をお願いできますか？
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金原

自分が何故そこに留学するのか？とことん追
求してください。理由は人それぞれだと思い
ますが，それが初心となり留学中に大きな助
けになります。そして，本当に楽しんでくだ
さい！留学という経験がどれだけ自分の中で
大きなものになるかは，本当に自分次第で
す。留学がただの海外での生活にならないよ
うに。質問があれば，いつでも言って下さい。
僕にできることであれば，力になりたいと
思っています。ではありがとうございました。
ありがとうございました！

リバプール・ジョン・モアズ大学
イギリス

浅野

拓（法学部法政学科）

留学を終え，早くも 6 ヶ月が経とうとしています。
1，2 年前はこの報告書を読む立場だった自分が，今
は書く立場にいるのが少し不思議です。この派遣留学
報告書を書くにあたって，留学を考えている人，とり
わけ Liverpool John Moores University（LJMU）
への
留学に興味のある方のお役に立てるよう，精一杯書き
たいと思います。
【志望動機】
私は，金沢大学の授業の一環で，2 年の夏にタフツ
大学での語学研修
（ET4）
に参加しました。その時なか
なか英語が通じず，何度も歯がゆい思いをし，自分の
英語力のなさを痛感しました。そして ET4 を終え帰
国後，
「実世界で通用する英語力を身に付けたい !!」
と
思い，半ばリベンジのような感覚で派遣留学に挑戦す
るに至りました。
【出国前 2009/5 〜 9 月】
今振り返ってみると，この時期は特に精神的にも体
力的にも余裕がありませんでした。金沢大学での学業
と留学の準備，留学資金を貯めるためのアルバイトな
どなど…。留学を控えている方ならどなたでも，多忙
な時期になると思います。そこで，少しでも留学をな
さる方の負担が減るよう，以下に私が行った留学の準
備を挙げておきます。
［授業登録］
6 月に LJMU から書類およびシラバスが届き授業登
録をしました。ここでの登録はあくまでも仮登録で，
現地で履修登録を変更することができます。ただ，シ
ステムが変わっているかもしれないので，履修変更が
可能かどうかは自分で確認してみてください。1 シー
ズン古いシラバスが届くこともあるので，その際は
LJMU の交換留学担当の方に問い合わせると新しい
シラバスをメールで送ってくれます。
［VISA 発行］
英国では，6ヶ月以上滞在する場合 VISA が必要とな
ります。VISA 発行の許可基準が厳しく，申請場所が
東京・大阪のみ，さらに多くの提出書類かつ申請費が
高いので，取得にはかなり苦労しました。私を含め
LJMU には 4 人留学しましたが，4 人とも一度 VISA
発行を拒否されました。VISA 申請に関しては UK
Border Agency のサイトで確認できます。慎重かつ早
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めに準備に取り掛かるといいでしょう。
［航空券予約］
私は旅行会社で購入しました。VISA 申請の進行具
合によっては，予約した出発日を変更する必要があり
ます。私は VISA 申請を拒否されたため，搭乗日変更
料として 3 万円を払い，再度航空券を購入しました…。
日本から直通で英国に行くより，他の国を経由する便
のほうが安いです。往路ではマンチェスター空港かリ
バプール空港着の便を利用するといいでしょう。ヒー
スロー空港
（ロンドン）
着の便の方が多いですが，到着
後いきなりロンドン～リバプールの移動は大変だと思
います。往復の航空券代は 9 ～ 15 万円ほどです。
［海外保険］
海外保険加入も，留学では必須です。必要ないだろ
うと思いながらも加入した私ですが，留学中に窃盗と
器物損壊に遭遇し，海外保険のお世話になりました。
生協・旅行会社で加入でき，費用は 10 万円前後です。
［留学先での学生寮］
LJMU には，金沢大学のような留学生用の学生寮
がありません。そのため，インターネット・メール・
FAX などを通じ，各自で学生寮の契約を結ぶ必要が
あります。学生寮については，LJMU のホームページ
で紹介されています。契約期間は約 10 ヶ月で，家賃
は 40 ～ 60 万円になります。VISA 取得同様，寮の
契約もかなり手間がかかり，条件のよい寮から空きが
なくなるので，早めに準備したほうがいいでしょう。
［引越し］
下宿されている多くの方は，引越しの必要が出てく
ると思います。私はアパートをそのまま残して留学し
たので，この点についてはあまりアドバイスできま
せん。実家が遠方かつ VISA 取得がスムーズにいかな
かったので，
引越しはしないという結論に至りました。
［生活用品］
・ コンタクト＆洗浄液は留学で必要な分を日本で購
入しました。
・ 衣類などは郵便局の国際郵便で送りました。送料は
重さ・大きさ・早さにもよりますが，私の場合は 2
万円程でした。現地で安く購入できるので，大量に
持っていく必要はないと思います。日本から大量に
持っていくと，帰国の際に処分に困るので。
【留学中 2009/9 〜 2010/6 月】
［授業］
LJMU の授業は 1 コマ 60 分で，基本的に 1 つの
授業（科目）が週 2 回あります。私の場合，英文法
の授業×週 2，日本語の授業×週 2，中国語×週 7 で
した。どの授業も 15 人程と少人数でしたので，多く
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の友達が出来ました。前期は 9 月～ 12 月上旬，後期
は 1 月上旬～ 5 月中旬です。
［食事］
朝・夕食は節約のため寮で自炊，昼食は大学の
student union（生協）で食べました。食料品の値段・
飲食店での価格は，ほぼ日本と同じです。また，
「イ
ギリスは料理がまずい」
と一般的に言われていますが，
少なくともまずくはないです。自炊が多いので，自分
の腕次第ではないでしょうか。全体的に脂っこいもの
が多かった気がします。
［Japanese society］
LJMU に は，日 本 語 を 学 ん で い る 学 生 か ら な る
団体があります。サークルのようなものです。この
Society の学生は，非常に日本に興味があり，私も多
くの友達をここで作ることができました。毎週活動が
あったので，積極的に参加していました。Welcome
party・Halloween party・London Trip・Farewell
party など楽しいイベントばかりでした。
［治安］
想像していた程，リバプールの治安は悪くはありま
せんでした。これといって大きな事件もなかったの
で。女性の夜の一人歩きは避けたほうがいいとは思い
ますが，日中はいたって平和です。日本は平和すぎる
ので，どの国に行っても日本よりは安全ではないと思
います。
［長期休暇］
LJMU は，1 ヶ月のクリスマス休み（12 月上旬～）
・
2 週間のイースター休み
（ 3 月末～）
・2 度の 1 週間の
reading week 休み（10 月・2 月）などの中長期休暇が
あります。課題をする人，旅行をする人，パーティを
する人など，過ごし方は人それぞれです。
［旅行］
ヨーロッパには Ryan air や Easy jet などの格安航空会
社が多数あり，簡単に海外旅行ができます。私が利用
した時は，リバプール～パリ間が往復 1 万円，リバプー
ル～バルセロナ片道が 5 千円でした。また LJMU の
Student Union 主催の国内旅行もあります。かなり安い
です。地球の歩き方
（イギリス・ヨーロッパの2冊）
が
あればより楽しい旅行になると思います。私はこの本
と格安航空会社を頼りに，10 カ国を回りました。旅
行も留学における勉強の一部です。人生でこれほど容
易に英国内・海外旅行できる機会はないと思うので，
経済的に余裕があれば是非トライしてみてください。
［生活その他］
・ 携帯電話はプリペイド式のものを使いました。簡単
に購入でき，料金も高くはありません。
・ 各種切符を購入する際にクレジットカードが必要
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になります。少なくとも 2 枚はあったほうが便利で
す。私は暗証番号の入力を間違え，1 枚しかないク
レジットが使えなくなりました。
【帰国前 2010/6 月】
［日本への荷物］
国際郵便で日本に荷物を送れます。英国から日本へ
の便では，荷物の重量制限がかなり厳しいので，荷物
の多い方は要注意です。ロンドンに
（たぶん）
クロネコ
ヤマトがあり，電話すれば取りに来てくれます。
［大学終了～帰国まで］
LJMU は 5 月半ばに後期が終わります。寮の契約は
6 月下旬までなので，時間とお金に余裕のある方は，
丸々 1 ヶ月自由に使えます。バックパックをする人，
就職活動のためすぐに帰国する人，仲のよい友達同士
で旅行する人など，様々な人がいました。
【最後に】
『留学＝楽しい』
というイメージは間違っていません
が，
『楽しい＝楽』
ではありません。きっと辛い事もた
くさんあり，私自身途中で逃げ出したくなったことも
ありました。しかし，辛いことが多い分，楽しさや喜
びは何倍にもなって返ってきますし，それらの経験全
てが自己の成長に繋がります。ある程度のお金とほん
の少しの勇気があれば，派遣留学は可能です。勇気を
出して，まずは一歩踏み出してみてください。

Enjoy your study abroad!!

石戸

洋平（経済学部経済学科）

私は 2009 年度金沢大学の交換留学の制度を使い，
イギリスのリバプール・ジョン・モアズ大学に留学し
ました。留学前のこと，学校のこと，生活のこと，の
3 つについて書きます。
まずこの大学を志望した理由は
1． 前年，イギリスから来ていた交換留学生とバンド
を組む機会があり，イギリスに興味を持った
2．英語を本格的に学びたい
主にこの二つでした。結局 TOEFL，面接両方とも振
るわず，一次募集では落ち，二次募集で合格，2009
年 9 月からイギリスに行く予定でした。
ところが 9 月の時点でイギリスビザの申請に失敗
し，前期
（9 月～ 12 月）に参加することができませ
んでした。結局 12 月にまたビザを取り直し，翌月
2010 年 1 月からの後期
（ 1 月～ 5 月半ば）に参加しま
した。ここでまず一つ言いたいのは，留学前の準備は
完璧といえるほどしたほうがよいということです。相
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手国の入国法，ビザ申請法，文化，宗教，相手大学と
の事前の手続き等です。実際前期にいけなくなってし
まったことはとてもショックで，悔しかったです。し
かしそれをバネに，イギリスに着いたらめいいっぱい
楽しんでやろうという思いがつのり，独学でひたすら
勉強をしました。
1 月にリバプールに着いてまず思ったことは
「寒い」
ということでした。天気は常に良くなく，その年は珍
しく大雪になりました。
そんな中始まった学校ですが，
規模は小さいながらに，学校の設備は良く管理されて
いると思いました。図書館は広く，パソコンの数も多
く，街には歩けば 10 分程度で着くので不便に思った
ことはありませんでした。ジョン・モアズ大学は，ビ
ジネス・法学を専門とした学校で，私は経営学系の授
業を 3 つ取りました。授業は週に 2 回あり，1 つは大
きい講義室での講義，もう 1 つはいくつかのグループ
に分かれ，小講義室で行うケーススタディーでした。
ここで補足すると，授業は留学生自身の英語力に応じ
てレベルわけがされています。レベル 1 は 1 年生の授
業に参加，レベル 2 は 2 年生といった具合で，レベル
が上がると求められる英語力も授業の難易度もあがり
ます。英語力を測るテストは入学時に行われ，私はレ
ベル 2 の成績をとり，選択した授業 3 つ全てレベル 2
の授業でした。私は経営学の専攻でしたので，授業は
楽しく，勉強もはかどったのですが，他学部からの留
学生は苦労していたようです。ここで 1 つ言えるのは，
授業の選び方は自分の学力に応じたものを選んだ方が
いいということです。金大と同じようにガイダンスの
期間があるので，それにちゃんと参加した方がいいと
思います。
イギリスでの生活について書きます。私はいろんな
活動に積極的に参加するようにしました。飲み会の参
加率も一位だったと思います。したことを具体的に列
挙すると，イギリス国内旅行，ウェールズまでの自転
車旅行，アーティストビルでのボランティア活動，バ
ンド活動，ハウスパーティー企画等です。具体的に書
ききれないので，興味がある方は直接話しかけてくだ
さい。私が常に心がけていたのは，
「積極的に，受身
にならないこと」でした。旅行中も出会った人に積極
的に話しかけたり，ハウスメイトとも積極的に絡んで
いきました。実際にここで活かせたのが，留学に行け
なかった 3 ヶ月間で溜めた予備知識でした。映画や本，
スポーツや宗教のことまで幅広く知識を広めておくこ
とは，話を振る上でとても大事だと思います。ぜひ，
ありったけの知識を集めて，自分なりの留学を満喫し
てほしいと思います。
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博紀（教育学部学校教育教員養成課程）

【これから留学を考えている人たちへ】
留学は迷っているなら絶対行った方がいいです。皆
が口をそろえて言います。なぜかというと，楽しいか
らです。せっかくこのように留学を考えている人にお
伝えする機会を得ましたので，留学の良さについて，
とくとくと述べたいと思います。
【大学生のうちに行った方がいい】
社会人になってからでも海外に出る機会は，もちろ
んあります。旅行，ワーホリ，海外研修，海外出張，
青年海外協力隊…。しかし，それらはすべて，
「大学
生のうちに留学した」ということとは意味合いが大き
く変わってきます。社会人の先輩で海外に出た人数人
に話を伺う機会を得ましたが，
「大学生のうちに行っ
ておけ」と口をそろえて言います。理由としてはやは
り，社会人になってからだと現実的には海外に出られ
るチャンスが格段に減ることが一つ。そして，若さゆ
えのバイタリティ，向こう見ずさで体当たりできるの
はやっぱり大学生だから，という意見。あとは，交換
留学というシステムで留学費が安く済むこと。（更に
言えば，学割は世界中で適用されるのであらゆる面で
お得。特にヨーロッパの美術館は十中八九タダか半額
くらいになります）正直，僕はお金が無く，自分が留
学に行けるなどとは思ってもみませんでしたが，親に
上記の理由をとくとくと述べて，後払い契約でお金を
出してもらいました。
【留学の何がいいのか】
語学力の向上は付随的なものです。語学の勉強なん
て日本でも十分できます。それのみを主目的に置く人
は，ちょっと考え直したほうがいいかもしれません。
本格的な語学の研究となると話は別ですが。レンタル
映画の英語音声や字幕は今や充実しすぎているほどで
すし，ちょっと歩けば町でばったり外国人に出くわす
ことも難しくありません。そこで関係をつくって英語
の練習をすることはいくらでもできます。通信制の英
会話レッスンも，今や物凄く安い値段で提供されてい
ますし，参考書も改善や工夫がなされて年々良いもの
になっています。語学力向上を主目的にしてはもった
いない。では，留学の何が良いかというと，ちょっと
野暮かもしれませんが，まとめて言うとやはり
「視野
を広げられる」という言葉に落ち着いてしまうと思わ
れます。イギリスの学生は皆政治に熱心でした。イギ
リス人は毎日お酒を飲みたがっていました。そして飲
みました。授業は皆まじめに受けて，発言しました。
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率先して自然にグループリーダーになる人がたくさん
いました。日本人にイギリスのことをいろいろ楽しん
でもらおうと必死でした。この環境の中で日々生活で
きる幸せを僕は日々かみしめていたわけで，
「日本に
帰ったらどれだけ退屈な生活に戻るんだろう」という
気持ちを日々抱えて
「日本に帰ったらなんかでっかい
ことしたいなぁ」
と想い，悶々としていました。
【リバプールのここが面白かった！】
遊びの場がたんまりあって，遊び慣れている若者が
多いので，
遊びには困りませんでした。
むしろ，
物凄く，
遊びました。その割に勤勉な学生も多いので，無駄な
事は考えずに
「遊びと勉強の両立」
，これにつきました。
授業はもっぱら言語学を取っていましたが，これが分
かり始めるとなかなかおもしろく，意欲的に授業を受
けることができました。遊びに関しては，結構でかい
街なので，大物の DJ，アーティストが来ることもザ
ラで，日本にいる時から注目していた DJ のイベント
に行くことができました。物凄い盛り上がりと異国の
雰囲気，圧巻です。夜は，ビールやらテキーラやらを
飲んでクラブでダンス，というのがパターンだったよ
うに記憶しています。サッカーも強いし応援しがいが
ありましたね。週末，金曜日は意図的に授業を全休に
して，3 連休を確保し，ふらっと一人旅に出ることも
多かったです。なんせ立地がいい。リバプールは島の
ちょうど真ん中あたり
（北イングランドに位置する）
に
あるので，スコットランド，アイルランド，ウェール
ズ，ロンドン，マンチェスター大体どこもかしこも行
きやすいです。一週間ぐらいの自転車旅行もしたりし
ました。
【成長という観点では】
離れて初めて違いがあらわになり，わかる日本の
良さ。例えば「わびさび」とは何たるかなどについて
考えました。多くを語らない情緒…物足りなさに見出
す美の完全性…。すごい。ヨーロッパの絵画は全て
白紙を残さず余すところまで色を塗りたくった作品
でした。それに関連して
「日本人性」
についても考えま
した。
「日本人＝消極的である」
という方程式はもはや
グローバルな理解である気がしました。異文化が混在
する中で自分たちは日本人としていかに振舞うべきな
のか，日本人のアイデンティティとは何なのか。海外
において評価の高い
「武士道」
，その魂とはいかなるも
のなのか…。我々は世界に通用する
「国際人」
たらねば
ならない…。
言語の壁ももちろんありました。たくさんの人と関
係を持って色々な場で色々な学びに繋げるのがやはり
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理想で，そのためにはまず，遊びからつながりを広げ
るのは必須でしたが，友達に気に入られないと遊びに
誘われる確率が下がるのは自明の論理です。それゆ
え，いかに拙い言語能力で自分を売り込むかを考えま
した。ハロウィンパーティでは日本の文化を知らしめ
るべく
「カオナシ」
に扮しました。かぶり物とフェイス
ペイント両方施したら，ウケは良かったです。かぶり
物をしていると
「誰？」と言われ，かぶり物を外して
も，ペイントのせいで
「誰？」
と言われましたが。あと
は，
適当にノリ良く遊べばどんどん友達は増えました。
とにかく後先考えずに飛び込むことの大切さを，身を
もって学んだ機会になりました。
政治について，宗教についても当然考えることにな
りましたし，あとはホスピタリティ，もてなしという
ことについても考えさせられました。とにかく，至る
所に学びの可能性が溢れかえっています。それは
「日
本人」として異国の地に飛び込むからで，このような
経験はめったにできるものではありません。単なる旅
行とは密度が違いすぎる。出来るなら，皆に行ってほ
しいなと思います。

李

惠子（医学部保健学科）

留学を決意した理由
一般的に派遣留学を希望するのは文系の学部の人が
多く，理系の人でも，医学部の人が非常に少ないと思
われます。実際，私が留学を決意したときも，周りの
人から，「なんで留学？」という声が多かった気がし
ます。
しかし，私は中国語と日本語の 2 ヶ国語を話せると
いう恵まれた環境におり，英語を自分のモノとするこ
とで，自分の将来の可能性を少しでも広げることがで
きるのではないかと考えたからです。
漠然ではあるが，
将来医療に携わる者としてすごい人になりたいという
のが，私が常に抱いている思いであって，そのために
は日本だけでなく，もっと世界に視野を広げることを
必要とし，それには英語は必要不可欠でした。
留学先の大学の選択
英語を学びたい人の留学先といえば，アメリカやカ
ナダが主で，もちろん日本で学ぶ英語アメリカ英語で
あることも大きく関係するためと考えられます。
実際，私もアメリカの大学を第一志望大学としてい
ました。もっとも迷ったのは 第二志望でした。もちろ
ん，他のアメリカやカナダの大学にすることも可能
でしたが，歴史があり，昔ながらの建物を多く残し
大切とする文化に惹かれ，イギリスの Liverpool John
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Moores University を選びました。今となっては，他
の国では出来ない貴重な経験ができ，この大学に留学
してよかったと思っています。
留学前の準備
なんといっても，準備の際に最も苦労したのは VISA
申請でした。私が留学した年からイギリスの VISA
制度が変更され，一般書類以外に留学先の大学から
VISA Letter と財政証明により，合計 40 ポイントの
書類を提出する必要がありました。さらに，日本に
あるイギリス大使館では VISA の取り扱いをしておら
ず，マニラの大使館へ書類が送られ，そこで審査され，
結果が戻ってくるという仕組みでした。そのため，申
請から結果が返ってくるまでに最低でも 1 ヶ月かか
り，他の大学の人によると約 2ヵ月半もかかったとこ
ろもあったそうです。
イギリス人は適当と言われますが，このとき本当
にそうだと実感しました。VISA 申請に必要とされる
VISA Letter が 7 月の半ばにやっと届き，申請に行っ
たところ VISA Letter の内容不備で，4 人中 3 人が申
請を却下されました。その後も，なんども訂正した
VISA Letter を送ってもらい，2 度目の申請でなんと
か VISA を取得することができましたが，それまでは，
このまま VISA のせいで留学ができないのではと本当
に心配でした。
無事 VISA を取得できたものの，そこから航空券の
購入や，寮探しと大変なことは続きました。もちろん
その頃にはすでに 8 月に入っており，ほとんどの寮が
すでに埋まり，さらに，寮の手続きはすべて自分たち
でしなければならないため，直接現地の不動産に電話
し話し合う必要もありました。留学生は基本的に，一
括で契約の際に全額払わなければならず，自分の持っ
ていたクレジットカードが使えなかったため，銀行送
金などと手続きがさらに大変でした。そのため，現地
に行った後の事も考え VISA カードもしくは Mastar
カードを持っておくと便利だと思います。
現地の生活については，先輩の知り合いに以前同じ
大学に留学した人がいて，その方からたくさんアドバ
イスをいただきました。現地にもって行くものなども
すごく悩みましたが，実際あちらではなんでも揃って
おり，とくに自分の常備薬や必要不可欠なもの以外は
現地でいくらでも手に入ると考えてもいいと思いま
す。物価は多少日本よりは高いものの，私が留学し
たときは 1 ポンド＝ 150 円というくらいでしたので，
そこまで物が高くて買えないということはありません
でした。しかし，必要なものが高く，なくても困らな
いようなものが安いという感じを受けました。
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授業の選択
授業については，留学行く前に希望を取られるが，
実際現地に行ってから，Semester ごとに最初にも
う一度登録するので，そんなに心配する必要はありま
せん。
私は，とにかくたくさん授業に参加し，そのなかで
英語の聞き取りの力を少しでも伸ばしたいと考えてい
た の で，Semester 1 で は 4 Module, 13 hours/week，
Semester 2 では 4 Module, 16 hours/week 選択しま
した。
主に言語の授業と文化交流というような授業を選択
しました。なかでも，Level 3の Structure of Discourse
という授業はとてもレベルが高く難しかったが，もっ
とも英語の力がついた授業でした。その内容は，日本
で言うと国語のような授業ともいえます。毎週ある課
題英文について，その文の構造について解析し，それ
ぞれの単語の関係性，さらには，話し言葉と書き言葉
について，その文書の裏に隠されている本当の意味を
読み取るなど，宿題を手伝ってくれた現地の学生でも
難しいというものでした。
授業の中で例文の解析をし，
それをペアになった人と話し合い，その後先生が解説
をしてくれます。いろんな国から来ている留学生がこ
の授業をとっていて，話し合いの際に，スペインやフ
ランスとヨーロッパ諸国，中国から来ている留学生の
英語力が遥かに優れていることを実感しました。授業
のあと，毎週一つの課題，さらに一つの Semester で
2 つの大きな課題が与えられ，それをレポートとし成
績が決まるのでテストはありませんでした。しかし，
その課題をこなす際にたくさんの文献を読むなどの必
要があり，真剣に取り組めば確実に英語の力が伸びる
授業です。
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人も常にいるので安心でした。しかし，一度だけ，寝
ている間に知らない男性が私の Flat に押し入ったとい
う怖いこともあったので，警戒心は常に持っておいた
ほうがいいと思います。Flat mate には恵まれており，
食器などもみんなで一緒に使い，一緒に食事の用意を
したりし，いざというときにとても頼りになる存在で
した。トイレ・シャワーも共同でしたが，とくに問題
はありませんでした。他の留学生の中では Flat mate
に恵まれず，大変な思いをした人もいましたが，それ
はもともと違う文化で育ってきたわけですから，お互
いの気遣いでいくらでも解決できることですので，心
配しなくても大丈夫です。
最後に
留学をすれば英語がしゃべれるようになるという考
え方はやめたほうがいいと思います。実際私と同じ大
学にたくさんの留学生がいましたが，正直何をしに来
ているのかわからない人もいました。せっかく，一年
留学するのですから，それなりの結果を得たいという
のは当たり前のことです。要は，一年の留学が有意義
なものになるか，ならないかは自分の決意次第です。

留学中の生活
留学の準備の項目でも言いましたが，基本的に選ば
なければ，なんでも現地で入手できると考えてもかま
わないと思います。食料品は Tesco というお店が平日
ではわりと遅くまで開いているので，学校の帰りに買
うことが出来ました。しかし，一般的にお店が閉まる
のは午後 5 時，6 時ですので，つい買うのを忘れて，
Flat mate に食品を分けてもらうこともありました。
私の場合，5 人のイギリス人の女の子とアパートで同
居していました。私が住んでいた North Western Hall
という寮は古い建物であるが，ヨーロッパ風の昔な
がらの建物で，とても気に入っていました。Lime St.
Station という駅のすぐ横で，Town まで歩いて 5 分，
学校までは歩いて 15 分程度で，とても便利な場所に
ありました。入口はセキュリティードアがあり，管理
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シェフィールド大学
イギリス

西中

理紗（教育学部学校教育教員養成課程）

私は 2009 年 8 月から，2010 年 6 月までの約 10 ヶ
月間，
イギリスのシェフィールド大学に留学しました。
今回は，私が留学中に経験したことについて，
「授業」
，
「生活」
，
「その他」
の三つの項目に分けて報告したいと
思います。
〈授業について〉
留学生は，いくつかの学部を除き，ほとんどの学部
の授業を履修することができます。私は，自分の専門
分野である教育学部の授業を履修したかったのです
が，
残念ながら留学生には開講されていなかったので，
言語学を中心にカリキュラムを組みました。一つの授
業はたいてい，週に Lecture と呼ばれる大講義室での
授業が 1 コマ及び 2 コマと，Seminar と呼ばれる少人
数でのグループワークが 1 コマのセットで構成されて
います。それぞれ，授業の予習や，課題などは，大学
のウェブサイトを通じて，各自でダウンロードして取
り組みます。Seminar では，それぞれが課題に取り組
んだことを前提として，話し合いやグループワークを
行います。正直なところ，課題の意味そのものがわか
らない時も多々あり，皆の話し合いについていくのが
大変でした。しかし，授業後，教授や同じグループに
いた学生に質問すると，皆とても親切に教えてくれま
した。私は Lecture のスライドも授業前に印刷し，目
を通してから授業に臨むようにしていました。コン
ピューターは，Information Commons（IC）
と呼ばれ
る 24 時間営業の図書館で使うことが出来ます。テス
ト期間中は，朝早く行かなければ，IC はすぐに埋まっ
てしまいました。シェフィールドの学生はまじめな人
が多い印象でした。
また，中間課題や学期末の課題として，エッセイをたく
さん書きました。テストの科目もあるようですが，私の履
修していた科目はすべてエッセイが課題として出されたの
で，テスト期間は，毎日 IC にこもって，エッセイを書いて
いました。日本にいる時には想像も出来ないほどの量の
英語を書くことになり，何もかもが手探りの状態で，今思
い返してみても本当に大変だったなと思います。自分には
超えられそうもない高い壁だと感じたことも何度もありま
したが，その都度，両親や友達に励まされ，乗り越える
ことが出来ました。今は，あの時の大変さを思えば，ど
んなことでも乗り越えられる気がしています。
エッセイは書いたらそのまま出すというわけではなく，
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English Language Teaching Centre（ELTC）という
留学生向けのサポート機関の添削サービスを利用し
て，添削を繰り返しました。ELTC の先生はみなさん
親切で，とても勉強になりました。
〈生活について〉
私は学生寮で生活をしていました。ほとんどの寮に
は，お風呂とトイレつきの部屋と，お風呂とトイレを
シェアする部屋の二種類があります。また，食事付に
するか，キッチン付の部屋にして自炊をするかも選ぶ
ことができます。食事付にした場合，学生は Eat with
us card というカードを持つことになります。毎週決
まった額がカードに振り込まれ，
そのカードを使って，
食堂や，IC のカフェなどで食事を取ることが出来ま
す。私は食事付の寮に住んでいましたが，イギリスの
料理にすぐに飽きてしまい，心がけていないとカード
を使いきれませんでした。IC のカフェや食堂の食べ
物の値段は少し高めに設定してあるので，節約のため
にも，食事付にはしなければよかったなと思っていま
す。自炊は少しだけ面倒ですが，現地のスーパーに行
き，その土地ならではの野菜や果物を食べてみたり，
料理を作ってみたりするのも，留学生活の楽しみの一
つなのではないかと思います。
シェフィールド大学のユニオンは活動が盛んで，週
末は，デイトリップなど様々なイベントが企画されま
す。私は，単発で開催されるアクティビティによく参
加していました。手作りのものに興味がある学生が
集まって，コースターを刺繍して作 ったり，ベリー
ダンスを体験したりとどれも楽しかったです。また，
学生によるサークル活動も非常に盛んで，私は Japan
Society という日本語を学習している学生を中心にし
たサークルに所属していました。Japan Society では，
季節ごとのイベントはもちろん，週に一回 Tandem
Learning という交流の機会が設けられました。パブ
でお酒を飲みながら，会話をするというシンプルなも
のでしたが，英語を話す貴重な機会でした。
〈その他〉
シェフィールド大学には Mentor 制度というものが
あります。金沢大学でいうチューター制度のようなも
のですが，Mentor 制度の対象となるのは，新入生全
員で，申し込めばネイティブ，ノンネイティブ関係な
く Mentor を付けてもらうことができます。私は毎日
英語で日記を書くことを自分の課題としていて，週に
1 回もしくは 2 週間に 1 回はかならず Mentor と会う
ようにし，その時にその日記を添削してもらっていま
した。その際，日常生活での素朴な疑問を尋ねたり，
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彼のおすすめの映画や音楽を教えてもらったりして，
会話はいつも楽しいものでした。時には，課題である
エッセイの添削をしてもらい，彼には本当にお世話に
なりました。留学しているとはいえ，実際に自分が英
語を話す機会は思ったよりも少ないものです。週に一
回でもいいので，英語をたくさん口にする機会を作っ
ていければいいと思います。
〈終わりに〉
留学中は，今思い返してみても，涙が出そうなくら
い感動したこと，また大変だったこと，悔しい思いを
したこと，本当にいろいろな感情を経験することがで
きました。そのどれもが，日本では決して味わうこと
が出来なかったものだと思うと，勇気を出して挑戦し
てよかった，という気持ちで一杯になります。留学に
行く前は，まさか自分が本当に留学にいけるとは思っ
ていませんでした。高校生の時から漠然と抱いていた
夢のままでした。でも，留学を終えた今，留学をする
ためにした努力や，留学中に頑張ったことを思い出す
と，「本当に留学したんだ」
と実感するとともに，全部
が無駄じゃなかったと，思い返すたび自信が出てきま
す。あらためて，背中を押して，いつも励まし続けて
くれた両親と友達に感謝の気持ちで一杯です。もし，
今留学に行こうか迷っている人がいたら，お金と時間
が許すならば，ぜひ行くべきだと思います。どんなさ
さいな出来事も無駄にはならないと思うし，自分を大
きく成長させてくれるはずです。

橋本

洋平（教育学部学校教育教員養成課程）

みなさんこんにちは，イギリスのシェフィールド大
学に約 10ヵ月間留学していた教育学部 4 年の橋本で
す。これから，シェフィールドに留学して体験したこ
とを，主に生活面と勉強面の二つの側面から述べてい
こうと思います。
まず生活面についてお話します。もちろん，イギリ
スなのですべてが英語で，最初はイギリス英語を聞き
取るだけでも苦労しますし，
電車やバスの乗り方・スー
パーでの買い物の仕方など，色々な面で日本と違うシ
ステムなので苦労しますが，毎日利用し続ければ，そ
のうち慣れてくるので問題はないと思います。
私はビールが大好きなので，ほぼ毎日フラットメイ
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トと一緒に，寮のパブや町のパブに出かけたりしてい
ました。ビールを飲むと気分が良くなり，たくさん友
達ができるようになるし，饒舌になり無意識で英語が
しゃべれるようになります。なので，イギリスに留学
する人はぜひ行く前にお酒を好きになっておくとよい
と思います。でも ，ほどほどにしましょう。
食事に関しては，私は寮で暮らしていたので，夕食
は毎晩寮で食べていました。従って，自炊をする必要
はなかったのですが，決まった時間ではないと食べら
れないので時々不便だと感じる時もありました。ほと
んどの人は，近くのスーパーマーケットで食材を買っ
て自炊をしていました。自炊をした方が，圧倒的にお
金の節約になるので，
自炊しても問題ないという人は，
自炊をお勧めします。
まだまだ，生活面でお話ししたいことはたくさんあるの
ですが，すべてを網羅する余裕はありませんので，次は多く
の人が気になる勉強に関する面についてお話します。
まず，大学の授業に関してですが，講義形式とディ
スカッションのようなセミナー形式の二つが一セット
で一つの授業というのがほとんどで，一つの授業で週
に 4・5 回ある授業もありました。授業に関しては，
大学によって異なるので，ここでは詳しく述べません
が，とりあえず，一番感じたのは予習が本当に大変だ
ということです。膨大な量の英語を毎回の授業のため
に読むのが大変で，毎日夜遅くまで図書館のパソコン
の前で英語を読んでいたのを覚えています。
たいてい，
イギリスの大学の図書館は 24 時間開いているので，
非常に便利です。講義形式の授業は聞いているだけで
いいので問題ないですが，セミナー形式の授業は，や
はり現地の学生の中に混じって英語で討論するので，
やはり大変でした。しかし，
事前に予習をしていけば，
英語で話すべきことが見えてくるので，毎回の予習を
することは絶対にお勧めします。
あと，英語の学習方法に関して絶対にお勧めできる
のは，常にメモを持参するということです。分からな
い表現があったら，すぐにその場でメモをとり，その
メモを帰って調べてみるのでも良いし，友達に聞いて
もいいのですが，すぐに調べて書き込み，次誰かと英
語で話した時にその表現を絶対に使ってみようという
意欲を持って臨みます。それを繰り返し行っていくう
ちに，使える英語の範囲が広がり，自然に英語が話せ
るようになります。今も，留学ノートを見ると，当時
の様子が分かり懐かしくなります。これは絶対留学に
行く人にはお勧めする方法です。
以上が私の留学体験記です。留学に行くと学べるこ
とがたくさんあるので，みなさん，しっかりと学ぶべ
きことは学んで無駄のない 1 年を過ごしてください。
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国立カザン大学
ロシア

勝矢

恵（経済学部経済学科）

モスクワから列車に乗って約 1 日下っていくと，ボ
ルガ川とカザン川がぶつかるところにタタールスタン
共和国の首都カザンがあります。
ロシア人の国であり，
タタール人の国でもあるカザン。学生の都市であり，美術
館，博物館，オペラ劇場，歴史的建造物など芸術にあ
ふれ，治安は良く，世界的に見てもめずらしいほどロ
シア正教とイスラム教が平衡感覚をもって共存してい
る街です。その寛大な雰囲気は街中に表れていて，公
園や市場やバスの中で外国人のわたしにも平気で話し
かけてきます。このカザンが歴史的にたくさんの指導
者に支配され，旧ソ連邦にも翻弄された結果なのかも
しれませんが，人々はどこか流れに身をまかせている
ような感じを受けます。それはロシア人がどこか物悲
しくて，望郷の念があるとか哀愁を帯びていると呼ばれ
るゆえんなのでしょう。不安定な時代を生き抜いてきた
ロシア人だからこそ知っている，生きる楽しみ・喜び・
辛さ・悲しさは，生活は豊かになったけれど，自殺者
が増加し，心がどこか虚しくなってしまった日本人に
生きるとは何かを教えてくれます。
ロシアに行ったら，
流れに身を任せてみてください。行った先々で事件が
起きたとしても，行った先々で事件が必ず起こるのが
ロシアなのですが，何事も焦らず，彼らのように息を
していれば絶対大丈夫です。カザン大学に留学を志望
する学生は，すでに志望している時点で何か起きても
なんとかやっていける学生だと信じています。なので
特にアドバイスなどはありません。
行けば分かります。
１つ言えることは，
「こんちくしょう！」
と思っても口に出さ
ないこと，です。というのもロシアの場合，欧米諸国
のように自分の意見を言ったとしたら，さらに悪化し
かねません。まずは味方を見つけましょう，そして遠
まわしに意見でも要望でも言うと上手くいきます。
少し付け加えると，カザン大学は街の中心に位置し
ており，何をするにしても便利です。留学 生のための
授業は文法，会話，読解，ロシア映画やロシア音楽な
どがあり，休みの日にはボルガ川をクルージングする
ツアーなどが行われます。クラスは 6 人の少人数制で，
先生方は厳しくもとてもとてもキュートで，わたしは
大好きです。生活面で言えば，寮は安いですが，せっ
かく旧ソ連邦時代のアパートがたくさんあるので，そ
の時代を味わうことをおすすめします。わたしは 5 回
ほど引越しをしたのですが，すべて楽しかったです。
ホームステイは世話好きすぎるロシアのおばあちゃん
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に耐えられる方は快適だと思います。物価は日本の 3
分の 1 なので，スシを食べるくらいの贅沢ができます。
現在カザンは日本ブームなのでスシ，アニメ，日本車，
家電製品などがあふれています。
留学の目的として，その国に行ってみたい，その国で
言語を学びたい，異文化に触れたいなど様々な目的が
あって然りなのですが，留学を終えてもその先に続く
もの，留学の経験が今後の人生を大きく変えていくよ
うな目標を持つことが，さらに留学を充実させてくれ
ることでしょう。わたしの場合，留学へと心を突き動か
したものは，ロシアのストリートチルドレンでした。
マイナス 30 度の中，空き缶やビンを拾い集め，そ
れと引き換えに得たわずかなお金で生活し，マンホー
ルの下で暮らしているロシアのストリートチルドレン
を初めて見たのは高校 2 年生の夏でした。ロシアでは
1991 年のソ連邦崩壊後，社会主義から資本主義への
移行過程で格差が拡大し，政府に対する国民の不満，
将来への不安が今になって危機的な国内問題へと発展
しています。そのひとつとして挙げられるのが，高い
離婚率，アルコール中毒者，麻薬中毒者，DV，HIV
等の家庭内問題が引き起こす，孤児，ストリートチル
ドレンの増加です。彼らを助けたい，わたしはその思
いひとつでロシアに留学しました。現地では，孤児院
を訪ねたり，市場で調査をしたり，孤児予備軍が発生
せざるをえない状況等，ロシアの現状を知ることがで
きました。1 年間をかけて集めたストリートチルドレ
ンに関する雑誌，新聞記事は大切な資料として今も活
きています。一生をかけて取り組んでいきたいロシア
のストリートチルドレン問題は留学から帰ってきた今
も，マイクロファイナンスを利用した救済策を少しず
つですが進めています。
日本人が海外に行かなくなったと言われています。
日本での生活は便利で暮らしやすく，慣れてしまうと
居心地が良くて，海外に気を留めることもなくなって
くるのかもしれません。海外からの情報に耳をかたむ
け，歓喜し，時に胸を痛めることは世界と日本をつな
げていく原動力です。留学を学生時代にせずとも，就
職後でも，人生の後半からでも遅くはありません。あ
なたが世界でできることはたくさんあります。
ここからはロシアの魅力をお話していこうと思いま
す。ロシアは予測不可能なことが起こることに関して
は群を抜いていると思われま す。観光でいったサンク
トペテルブルグからの帰りの列車で出稼ぎ労働者の
暴動にからまれたこともありました。列車ではロシア
民謡を歌いだす人がいれば，ウォッカで乾杯しようと
言う人がいて，ロシア人を知るには列車が最適です。
また，わたしは留学中に胃炎で入院したのですが，ロ
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シアの病院ほどいろんな意味で面白いところはありま
せん。今思えば，胃カメラ中にロック音楽が流れる，
注射で血だらけになる，トイレで髪を洗う，ベッドが
壊れていてさらに背中が痛くなる，医師が全員イケメ
ンであるなどすべて良い思い出です。ロシア人は顔こ
そ恐いものの性格はオープンで，
「ありがとう。
」と言
うと，どんなに不機嫌でしかめっ面をしているおばさ
んでも
「どういたしまして。
」と言ってくれます。一度
話しかけると，なんでも教えてくれて止まらなくなる
こともあります。そして国民性として，祝休日をとて
も大切にしています。人々はダーチャと呼ばれる別荘
にいくか，白樺のある湖のほとりで 1 日中休みます。
秋は黄金の秋と呼ばれ，
冬はすべてが白い世界になり，
春は緑が芽吹き，夏は暑く，人々はボルガ川で水浴び
をします。自然を大切にしているロシア人は物も大切
にしています。市場や蚤の市に行くと旧ソ連時代のカ
メラや骨董品，本，硬貨などを見かけ，街中にも古い
ものがあふれていました。市場は多民族が行き交い，
物が行き交い，情報が行き交う場所なので，国民の生
活をはじめ政府に対する国民の感情，年金の額など全
ての情報を知ることができます。その情報が正しいか
正しくないかは，だいたい正しくないのがロシアなの
ですが，そんなこと気にならないくらい，人間味にあ
ふれた面白い人たちです。
市場経済化していくのは結構ですが，社会主義時代
の雰囲気が漂うのがロシアであって，これからこの雰
囲気が変わっていくのかと思うと寂しく思います。ロ
シアに行った人はロシアにハマると聞いたことがあり
ます。それはきっと，先進諸国とは違い，生きている
かのように今もダイナミックに動いている歴史を肌で
感じることができるからだと思います。ロシアを訪れ
る人それぞれに予想外のいろいろな事件が起きること
でしょう。こんな面白い国はありません。ぜひ 1 度訪
れてみてください。
最後にわたしは ロシアに留学できたことを幸運に
思っています，金沢大学から初めての派遣留学生とし
てカザン大学で学べたこと，金沢大学とカザン大学が
提携先であったこと，金沢大学に入学したこと，すべ
ての偶然が重なって，わたしは一生の友達と出会うこ
とができました。そしてこの留学を通し，近い将来，
ロシアに移り住んで，ストリートチルドレンのために
貢献していくビジョンも描くことができました。
カザン大学に留学を志望される学生の方へ
ここには書ききれなかった情報がたくさんあります。
遠慮せずに学務課留学生係の方から連絡先を聞いてぜ
ひ連絡してきてください。カザン大学に行きたい学生
さんがたくさん増えますように。
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タフツ大学
アメリカ

池端富士美（文学部文学科）
私は2009年9月から2010年の5月までの約10ヶ
月間，アメリカのタフツ大学に留学していました。タ
フツ大学はマサチューセッツ州のボストン近郊に位置
しています。ボストンはアメリカ一の学術都市と呼ば
れ，ハーバード大学を始めとして MIT（マサチュー
セッツ工科大学）など数多くの大学がある街です。そ
してアメリカ発祥の地ということもあり，歴史あふれ
る街並みの残る落ち着いた雰囲気も楽しめます。更
に，ボストンはレッドソックス
（野球）
やセルティック
ス
（バスケ）
の本拠地ということもあり，シーズンが始
まると街全体が賑やかになります。私はこの歴史的
で，かつ都会的な要素を持つボストンの雰囲気が大好
きでした。私が留学していたタフツ大学からも地下鉄
で 30 分ほどなので，週末になると友人と買い物に出
かけたり，美術館や観光地を巡ったりとフル活動して
いた気がします。また，タフツ大学は郊外に位置する
ということもあり，キャンパス周辺は大変落ち着いた
環境が整っており，10ヶ月という日々を過ごすのに
はとても適していました。そして，ほとんどの学生が
キャンパス内に住んでいることもあり，現地の学生と
共に，学習面だけでなく生活面でもとても充実した
毎日を過ごせたと思います。
まず学習面ですが，タフツ大学の授業は想像する以
上にとても大変です。
留学生は学部に所属しないので，
基本的にどの学部の授業も受講することができます。
私は大学卒業後に英語教師になりたいと考えているの
で，教育関係や英語の授業，また専門である言語学の
授業を自由に履修できたことは大変良かったと思って
います。けれども，留学生用のクラスは開講されてい
ないため，留学生は現地の学生がするように英語で講
義を聞き，ディスカッションに参加し，そして全く同
じ課題をこなさなければなりません。留学生活が始
まったばかりの頃は，ただ英語を聞き取ることに精一
杯で，内容理解まで手が回っていなかったのが正直な
ところです。しかし，これを聞いて留学を諦めようと
するのはやめてください。徐々に自分の生活リズムも
安定してくれるにつれて，日々どれほど予習していけ
ばいいのか，どのようなスタイルで授業が進んでいく
のかが見えてくるので，自然と授業に対する理解度も
上がってきます。どの授業が自分のレベルに合ってい
るのか不安になった際は，タフツ大学の日本語コース
の先生がアドバイザーとしてお世話してくださるの

25

で，不安に感じる必要もありません。そして，何より
も各々の講義担当の先生方には本当にお世話になりま
した。当初は授業に全くついていけず，日々が不安と
悔しい思いで一杯でした。そんな中，先生方は私のつ
たない英語での訴えを一生懸命聞いてくださり，相談
にものってくださいました。特に言語学の授業では課
題もろくにこなせず，一度も発言できなかったにも関
わらず，授業を休まず，ほぼ毎回質問に通ったという
努力を評価していただき，無事に単位をいただくこと
ができました。また，私の場合，タフツ大学側が求
めている TOEFL スコアに達していなかったこともあ
り，大学側の配慮で個人的にチューターを付けてもら
いました。彼女はタフツの大学院生で，一年間を通し
て全ての授業のレポートやプレゼンテーション作成の
手伝いだけでなく，お互いの文化の話や関心事につい
ていろいろ話すことができました。彼女の手助け無し
では全授業の単位を取得するのは困難だったと思いま
す。このように，名門であるタフツで勉強することに
は多少の苦労を伴うかもしれません。けれども，先生
方やチューター，そして友人を含む多くの人の助けを
借りることで大きな達成感を味わえるのも事実です。
辛い分だけ，喜びも充実感も自分の成長もたくさん得
ることができます。帰国する際には，胸を張って
「よ
く頑張った」と言えるような経験ができるのも，タフ
ツならではの醍醐味ではないでしょうか。
次に生活面についてですが，タフツでの生活は一言
で表すことができないくらい素晴らしい日々でした。
私は 2 年前にタフツが主催するサマーコースに参加し
たことがあったので，キャンパスの周辺事情や交通機
関については留学前からよく知っていました。ですか
ら，ボストンで暮らすことに対する抵抗感はほとんど
ありませんでした。むしろ，学生のほとんどがキャン
パス内の寮で生活するというスタイルに慣れるほうが
大変でした。私は J-House と呼ばれる所で，現地の学
生 9 人と共に暮らしました。彼らは日系アメリカ人や
日本語専攻の学生であったため，日本から単身アメリ
カにやってきた私に対して，とても親切に接してくれ
ました。多少日本語で会話してしまうこともあります
が，基本的に共通言語は英語なので，J-House は私に
とって英語のスキルを高める場所としても良い環境
だったと思います。タフツの学生は本当にオンオフの
切り替えが上手で，平日は毎日の予習や課題に追われ
て夜中まで主に図書館やパソコンルームで勉強するの
が普通です。しかしいざ金曜の夜になると，あちこち
の寮から大音量の音楽が流れ，キャンパスの雰囲気は
一瞬でがらりと変わります。私も週末になると勉強の
ことは忘れて，友人たちとお酒を飲みながら盛り上
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がったのを今でも鮮明に覚えています。せっかく留学
するのなら，現地学生の賢い時間の使い方に習ってみ
るのも悪くないと思います。そして，アメリカの文化
を体験することや，余暇を思い切り楽しむことも留学
を成功させる秘訣ではないでしょうか。私の場合，サ
ンクスギビング，イースターを友人の実家で過ごしま
した。そこでは日本とは違う家庭の雰囲気や，伝統的
な食べ物，そして友人の家族たちと過ごす楽しいお
しゃべりの時間を得ることができました。また，冬
休みにはドイツを旅行し，春休みには J-House のメン
バーと一緒にマイアミに遊びに行きました。うれしい
ときや困ったときにいつも一緒にいてくれた J-House
の仲間たちとの旅行は本当に笑いが絶えず，一番の思
い出と言ってもいいくらい楽しいものでした。私が帰
国するときにも私のためにパーティを開いてくれた
り，寄せ書きでいっぱいのアルバムをくれたりと，ま
るでアメリカに家族ができたような気分でした。留学
といえば，やはり学習面のことばかりが気にかかる人
もいると思いますが，留学先で一生の仲間を見つけら
れることほど素晴らしいものはありません。
長々と書いてきましたが，私が言いたいことは，派
遣留学に行って損をすることは決してないということ
です。私は留学したために 4 年で大学を卒業できませ
んでした。けれども，留学に行かずただ普通に卒業し
ていたと想像することの方がむしろ怖いくらいです。
実際，留学するためには金銭面や TOEFL スコア，将
来の展望など乗り越えなければならない壁は多々ある
と思います。しかし，留学で得るものはその苦労を忘
れてしまうくらい価値のあるものだと自信を持って言
えます。ですから，少しでも留学に興味のある人は，
一歩踏み出してみてください。そして，自分の超えた
い目標を胸に，これから頑張ってください。応援して
います。
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ニューヨーク州立大学ニューポルツ校
アメリカ

牧野華寿美（人間社会学域学校教育学類）
私は 2009 年の夏から 2010 年の夏までアメリカの
ニューヨーク州立大学ニューポルツ校に留学していま
した。アメリカでの約 1 年間の生活が楽しくて充実し
たものになるだろうと期待を胸いっぱいに抱えて出発
した，2009 年 8月。たくさん友達をつくって有意義な時
間を過ごそうと思っていたのですが，最初の 2，3 週
間はとても辛いものでした。留学生だから，現地の大
学生が話しかけてきてくれるだろう，授業でもきっと
すぐに馴染めるだろうと軽く思っていたのですが，そ
んなに甘い世界ではありませんでした。ニューポルツ
には世界各国からの留学生が来ており，中でもアジア
からの留学生はたくさんいました。また，アジア系の
現地の学生も多かったため，日本人の私が珍しいとい
うことはなく，あちらからアプローチをかけてもらえ
ませんでした。まずはほかの国からの留学生たちと仲
良くなろうと思ったのですが，ヨーロッパからの留学
生は彼らだけでグループをつくり，私たちとはそこま
で仲良くしようとしてくれませんでした。授業では，
日本の大学とは違って，課題はたくさん出されるし，
授業に積極的に参加しなければ出席扱いにされないこ
ともありました。日本とのギャップや友達がなかなか
できない不安や心細さに苦しみました。しかし，この
ままではいけないと思い，学校の行事に参加したり，
サークルに足を運んだりして積極的に自分から現地の
学生と関わるようにしました。日本について興味を
持っている学生が割とたくさんいて，日本について教
えてあげたり，逆に私が相手に教えてもらったりして
いろいろな学生たちと仲良くなることができました。
それから，私のとても充実したアメリカでの日々が始
まりました。では，ここからその約 1 年間のお話をさ
せていただきたいと思います。
まず，学校についてですが，ニューヨーク州立大学
は 9 月から 12 月，1 月下旬から 5 月下旬の 2 学期制
をとっています。留学生は授業登録をする期間がほか
の学生よりも遅いため，授業の席がすでに埋まってし
まっていて，ウェブ上では履修登録ができないという
ことが何度もありました。しかし，何人かの先生方は
留学生やどうしても授業を取りたいという学生のため
に席をあらかじめ少し確保してくださっていたので，
直接先生のところに伺って授業を取らせてくれるよう
頼むとすんなりと受け入れてくださいました。どうせ
なら日本では学べない授業や楽しそうな授業をとろう
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と思い，アメリカの教育学やファッションから見る歴
史の授業などもとりました。授業は予習，復習がとて
も重要となり，わからないところは友達に聞いて教え
てもらったり，直接先生に尋ねに行ったりしました。
先生方はとても優しく，協力的でいろいろなサポート
をしてくださったので，理解に苦労することはありま
せんでした。しかし，課題の量が日本と比べるとかな
り多かったので，かなりの時間を課題をこなすのにと
られてしまいました。今考えると，それだけの課題を
こなしたため自分の学力や忍耐力などが向上したので
はないかと思います
（実際はわかりませんが）
。また，
先ほどもお話ししましたが，アジア系の学生がたくさ
んいるので，留学生だからと言って特別扱いされるわ
けではありません。スキー合宿やバーベキューなど学
校主催のイベントがたくさんありますし，サークルも
たくさんあるので，
ぜひ参加することをお勧めします。
私は，実際そこで新しい友達ができたし，勉強の息抜
きになりました。また留学生向けにイベントもたくさ
ん開催されるので，そこでほかの国からの留学生とも
仲良くなることができました。
次に学校周辺についてお話しますが，学校の周りは
リンゴ農園があったり，キャンパス内に池があってあ
ひるが毎日行進しているのをみかけたりと，たくさん
の自然に囲まれています。小さい町の中にある大学な
ので，治安もよく，なにも不安を抱えずに暮らすこと
ができま した。ただ，学校の近くには買い物をする
場所はなく，スーパーまでは徒歩 30 分，学校の周り
をまわっているバスを使って 25 分くらいかかりまし
た。さすが車社会，車がないと出かけるのは厳しかっ
たです。しかし，マンハッタンまではキャンパスの近
くのバス停からバスが出ていて 1 時間半ほどで行くこ
とができたので，よく遊びに行きました。
最後に学校以外でのことですが，学期休みや連休な
どを利用していろいろな土地を訪れました。ワシント
ン DC やナイアガラの滝，シカゴなどアメリカ国内だ
けでなくカナダのケベックにも足を運ぶことができま
した。私は様々な休日や学期休み中に友達の家に泊め
させてもらったので，実際にアメリカの家庭での文化
を実感することができました。私の留学の目的のひと
つであった，アメリカ文化を実際に目で肌で感じると
いうことは果たすことができました。アメリカには日
本にはないような，または全く違った休日やイベント
があります。例えば，クリスマスや秋の感謝祭では家
族みんなが集まり，家族団欒の時間を過ごします。ハ
ロウィンやイースターなど日本ではなかなか楽しむこ
とのできない休日も目いっぱい楽しむことができまし
た。その中でも思い出に残っているのは秋の感謝祭
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（Thanks giving day）で，友達の家族，親せきがみん
な集まり，私ひとりよそ者だったのにも関わらず，と
ても温かく迎え入れてくれ，伝統的なアメリカの家庭
料理を食べさせてくれたり，ニューヨークで行われた
パレードを見に行ったりしました。アメリカでは家族
の時間というのをすごく大事にしていて，さらに快く
他人を受け入れてくれる心あたたかい国なのだと感じ
ました。
私は留学の準備にとりかかるのがとても遅かったた
め，出発前にすごくバタバタしたし，英語力のなさに
も愕然としました。もっと勉強しておけばよかったな
あ，調べておけばよかったなあということがたくさん
ありました。なので，留学を考えているみなさんには
早め早めに行動をおこすことをお勧めします。留学す
ることで，得られることはたくさんあると思います。
私の学力じゃ無理，行く勇気が出ない，と思って留学
するかしないか迷っているのであれば，ぜひ何か行動
を起こしてみてください。自分から動かなければ世界
は変えられません。私自身，それを経験しましたし，
留学を通して得たことはたくさんあるので，1 年間休
学というかたちをとっても留学してよかったと思って
います。

荒木

幸治（教育学研究科教育実践高度化専攻）

私はアメリカのニューヨークにある，ニューヨーク
州立大学ニューポルツ校
（SUNY New Paltz）
に約一年
間留学していました。ニューヨークと聞くとみなさん
マンハッタンのような大都会をイメージされると思う
のですが，ニューポルツは郊外にあるとても住みやす
い場所でした。
【留学にあたり】
私が留学を目指したきっかけは，英語教員志望だと
いうことが一番大きかったです。その際にどの国を選
ぶかということがまず問題でした。金沢大学の派遣留
学提携校の中にはアメリカ，イギリス，アイルランド，
オーストラリアなどいくつか英語圏の国があります
が，その中でアメリカを選んだ理由はやはり，日本で
教えられている英語はアメリカ英語が主流だと思った
からです。まだ私が学部二年生だった頃，同じく留学
を目指していた同じ学科の友人たちと，明け方まで留
学について語ったことがあります。正直なところ，そ
のときの私はアメリカという国に対して悪い先入観を
もっていました。主に治安面で不安があり，留学先と
してはイギリスを志望しようかと考えていました。し
かしそのとき友人の女の子が何気なく，
「英語の先生
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になるなら，アメリカがいいよね」と言いました。今
思えば当たり前かもしれませんが，そのときの私に
とってはアメリカ英語，イギリス英語の区別などとい
うのは未知のもので，そのようなことを意識したこと
がありませんでした。ですので，そのときの友人の言
葉はとても新鮮で，衝撃的で，そして強く納得させら
れ，それから留学先としてアメリカを考えるようにな
りました。そして実際にアメリカ英語に触れることが
できたのはとてもよかったです。しかし同時に，アメ
リカ英語も多様な英語の一つに過ぎないということを
実感しました。国内だけでもたくさんの方言がありま
すし，人種によっても話す英語の特徴が変わってきま
す。帰国後にイギリスやオーストラリアに留学してい
た友人や後輩から，それぞれの違いを聞くのはとても
を日常
興味深かったです。アメリカでは
“What's up?”
でよく使いますが，英・豪では言わない。逆に，イギ
リス英語系の国では mate や cheers なんて言葉を友人
同士で使うなど，簡単な日常会話レベルで違いがたく
さんあることに驚きました。そういうわけで英語教員
を目指す者として，国選びもさることながら，一番大
切なのは様々な英語の違いを認識することだと思いま
した。なお後日談ですが，あの晩私にアメリカ留学を
決意させた友人もその後，私より一年先に留学するこ
とになりました。彼女が選んだのはイギリスでした。
きっと考えが変わったのでしょう。そこにはあまり触
れないようにしました。
では次に，実際にアメリカで一年間経験してきた
ことを，生活面と学習面に分けて述べていこうと思い
ます。
【生活・環境面】
最初にも少し触れましたが，ニューポルツはマン
ハッタンから北の方に車で約二時間，郊外にあるのど
かな街です。小さな街ですが，メインストリートには
お店やレストランが立ち並んでいて，夜はとても賑
わっていました。都会すぎず，かといって生活に不便
でない程度の田舎で，一年間暮らす環境としてはとて
もよかったです。また，マンハッタンまでバスで二時
間というロケーションも魅力的です。ボストンやワシ
ントン，ニュージャージーなど近隣の州へのアクセス
が良く，長期休暇には旅行に出かけました。
住んでいる場所はキャンパス内の学生寮でした。大
学には 10 以上の学生寮があり，私が住んでいたのは
Gage Hall という体育館に昀寄りの寮でした。そのせ
いか体格のいい学生が多かった気がします。部屋はどの
寮もすべて二人部屋で，私のルームメイトはトルコ人
でした。彼も同じ留学生だったのですが，イギリス人
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とのハーフで英語がとても流暢でした。私と彼の共通点
はビール好きということで，暇なときはお互いの国の
話をしながら import beer に舌鼓を打ったものでした。
寮の設備は，シャワー，トイレ，キッチン，ランド
リーすべて共用でした。食事は大学内のカフェテリア
（食堂）
で三食すませていたので，キッチンは一度も使
いませんでした。カフェテリアの食事はかなり不評で
したが，私は好きでした。ファストフード類，サラダ
バー，シリアル，フルーツ，アイスクリーム，デザー
ト類などは常にあり，日替わりで肉や魚，スープなど
が出てきました。太らないようにピザなどは避けてい
たのですが，帰国前の二カ月間くらいはさすがに同じ
メニューに飽きて，それまで我慢してきたファスト
フード類にも手を伸ばすようになってしまいました。
そのせいか帰国前の写真は少しぽっちゃりしています。
治安面については，ニューポルツはアメリカでも比
較的良い方だったと思います。キャンパス内は警察が
24 時間パトロールしてくれていて，夜間にはキャン
パス内なら送迎もしてくれます
（利用したことはない
ですが）
。それでも夜にキャンパス外を一人で歩くこ
とはしないようにしていました。慣れてきても用心す
るに越したことはないと思います。
【学習面】
次に，印象に残った授業についてお話していこうと
思います。私はアメリカ文学を専攻しており，前期と
後期合わせて文学の授業を三つ履修しました。結論か
ら申しますと，あれはかなり無謀なチャレンジだった
と思います。講義はどれもディスカッション形式で，
75 分間ずっと学生が意見を交わします。私はまず，
周りの学生や先生が言っていることについていくこと
に精一杯で，自分の意見を言うことがなかなかできず
にいました。予習の量も多く，文学ということで難解
な内容を理解することにも苦労しました。授業は週に
2，3 回あったので，日々予習と課題に追われていま
した。
「ただでさえ英語を話すのに苦労するのに，な
ぜ文学を選んだんだろう。
」
そんな風に後悔することが
ありましたが，とりあえず，少しずつ授業についてい
こうと努力しました。
まずは予習をできるだけがんばりました。予習段階
で興味深いと感じた点をいくつか挙げ，授業中どんな
風に言おうかとイメージしました。これをしておくこ
とで，授業中いざチャンスがきたときに素早く反応で
きます。それから分からないところは積極的に先生に
尋ねに行きました。テキストの内容でも課題の内容で
も試験の内容でも，分からないことは授業後やオフィ
スアワーに先生をつかまえて聞いていました。それか
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ら授業中はできるだけ前の方の席に座るのが大事で
す。前の方に座れば先生の言うこともよく聞こえます
し，それに前の方に座る学生は真面目で授業に積極的
で，自分の話す拙い英語にも真剣に耳を傾けてくれま
した。
アメリカでの勉強に関しては，本当に
「食らいつく」
という表現があっていると思います。初めは全く話せ
ず，周りの目も気になってつらかったこともありまし
たが，なんとか細い糸を手繰り寄せて勇気をもって話
に参加することで，自分の気持ちや，他の学生との関
係も徐々に変わっていきました。やはり言葉を発しな
いことには周りも自分がどんな人間か分かってくれま
せんし，自分も周りを理解することができません。勇
気をもって一歩踏み出すことで，自分がその授業に参
加しているという意識が生まれ，話すことにもっと積
極的になっていきました。
【最後に】
留学中の経験はなかなか語り尽くせませんが，あの
一年間は自分を大きく成長させてくれたと思います。
大変なことも多かったですが，その分それを乗り越え
た後の感動や，言葉の壁を越えて分かりあえたときの
喜びは今も忘れません。そのおかげで，英語で話すこ
と，外国人の人たちと交流することが大好きになりま
した。日常から一歩踏み出せば日本の中にも世界は広
がっているんだということ を，留学での経験が気づか
せてくれたと思います。留学に興味があるみなさん，
まずは日常に溢れている
「世界」
に目を向けてみてくだ
さい。そこから普段行っている語学の勉強にも
「本当
に使える」という実感が伴い，留学への道が拓けてい
くと思います。



※派遣留学生からのレポートは原文のまま掲載しました。
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