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北京師範大学


伊藤

〈中国〉

友香（人間社会学域地域創造学類）

これから留学を考える皆さんの参考になるよう，項目に
分けて体験等を紹介します。
留学前
留学を決意した後に，学校を選ぶ事になると思うので，
北京師範大学の特徴を紹介しておきます。北京師範大学は
教育系の大学なのもあり，先生は留学生に中国語を教える
エキスパートです。語言大学ほどではありませんが多くの
留学生を受け入れているので学校側も留学生のサポートに
慣れています。学習環境は素晴らしいので，真面目に取り
組めば授業だけでも中国語能力は飛躍的に延びます。また
相互学習の相手も見つけやすく，中国人学生は真面目な生
徒が多いです。
現地での生活や渡航前の準備については，自分でイン
ターネットや書籍などで調べる事もできますし必要です
が，必ず中国，できれば留学先の学校に実際に行ってきた
人の話を聞いた方がいいです
（同じ言語圏ならば他の大学
の事情についても皆さん意外に把握されているようです）
。
学校の施設などはパンフレットの写真と違っている場合も
多いですし
（学生寮など）
，中国の事情についてはやはり
行ってみなければ分からない部分があります。私は地域創
造学類なので身近に留学した先輩がおらず，先生づてに紹
介していただきました。また北京師範大学から金沢大学に
来ていた留学生からも話を聞きました。考え得る限りの方
法で経験者の意見を聞く！という貪欲な姿勢が良いのでは
ないでしょうか。
留学前に中国語をできるだけ上達させなければいけない
のは言うまでもありませんが，中国に関しての知識を増や
す事も重要です。自分の関心分野があるのならばそれを中
心に，時には他の方面についてもつまみ食いをお勧めしま
す。私には
「行っておけば・やっておけばよかった」
と後悔
している事がありますが，それは自分のリサーチ不足から
来ています。事前に調べ，現地でやりたい事を挙げてお
くというのは大切です。また
「ここは本当のところどうな
のだろうか？」という疑問を大切にしてください。私は自
分の疑問について考えていき，時に他の人と討論する事に
よって得たものがあったと感じています。
留学中
あれはどうしようか，これはどうしたらいいか…と考え
ている不安要素は，たいてい現地で何とでもなります。そ
れよりも何をしたいか，自分のモチベーションをいかに保
つかを考えた方が賢明です。自由な時間が多いほど
“モチ
ベーション”は重要になってきます。現地の生活に慣れて
くると気が緩む生徒が多いので，その時期にモチベーショ
ンを保てるかが勝負なのだと踏ん張ってください。周囲に
は日本人会などのグループもあれば，たくさんのクラス
メート・中国人学生もいます。頼れるものには頼る！と，
ここでも貪欲な姿勢がポイントです。留学中に旅行に行っ
たりイベントに参加したりするには資金が必要ですが，私
は自分に投資していると考え，予算内で様々な場所に出か
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けました。最初に行ったのは内モンゴルでしたが，北京ば
かりにいた私は多くの刺激を受けました。その後に行った
場所は，皆それぞれに印象深いです。
おわりに
私は現在でも中国語学習サイトを留学生と立ちあげたり
バイト先では中国語で接客したりと中国語にベッタリな生
活ではあるのですが，本当に留学の効果を感じているのは
別の部分です。日本とは感覚が大きく違う国で全く知らな
かった人たちと出会って，自分はのびのびと学習・生活で
きました。日本にいる時よりも様々な事を考える時間があ
り，自分の中の考えや思いを整理する事もできたのではな
いかと考えています。ちなみに私は一年間休学をして留学
し，単位互換制度を利用していません。それは，自分の専
門の学習は留学とは切り離して学びたいという思いからで
す。私は少し珍しいケースかもしれませんが，自分なりに
初めから留学について真剣に考えていた事は間違いありま
せん。
「自分探しの旅」
という言い方がありますが，ただ知らない
土地に行ったからといって自分が見つかったりはしません。
留学すれば何かが掴めるかも，という漠然とした感覚の人と
「これを掴むんだ！」
と思っている人とでは延びが違う，とい
うのが個人的な見解です。
いろいろ書きましたが，留学は楽しいです。留学中には嫌
な事もありますが，帰ってきて
「行って良かった！楽しかっ
た」
と思えない人は稀です。いるならば紹介していただきた
いです。留学をしようか迷っている人の話を聞くと，短いス
パンで考えている方も多いようです。留学はお金もかかりま
すし，煩雑な事も多いです。しかし，就職してから留学する
のは困難です。長い目で見て，
「今しかない」
と思い立って留
学する…という話をよく聞きますし，人生の先輩方も
「学生
のうちに留学できるなんて羨ましい」
とおっしゃいます。経
済的な問題などがあり，そう簡単に留学などできない場合も
多いでしょうが，留学意欲のある方が夢を実現されることを
願っています。



西市

衣里（人間社会学域国際学類）

私は₂₀₁₁年の ₉ 月から₂₀₁₂年 ₆ 月末まで，中国北京師範
大学に留学させていただきました。中国留学に興味を持って
いる方々に参考にしていただけるよう，私が留学を通して感
じたことなどを報告させていただきます。
・出発前
出発前は不安や期待など様々な感情が入り混じりますが，
とにかく早めに諸手続きを済ませることをお勧めします。
VISA の申請や健康診断など時間がかかる手続きも多いので
注意してください。また，大学の寮も事前に申し込みを済ま
せておかなければなりません。住環境についてはあとで詳し
く書きます。中国についての日本の報道は否定的な情報も少
なくないので，気が滅入ることも多々あると思います。でも
私の場合は不安になりすぎていたおかげで，ちょっと嫌なこ
とがあっても想定内！と割り切ることができたし，ちょっと
でも嬉しいことがあると，なんてすばらしい国なのだ！と思
うことができたので，このような考え方も乗り切り方のひと

K

A

N

A

Z

A

W

A

つかもしれないです。
・学習，諸手続き
師範大入学の諸手続きは現地の日本人学生たちのサポート
を受けられるので，心配する必要はありません。頼めば携帯
や日用品の買い物もサポートしてくれます。
師範大は中国語教育の歴史が長く，経験も知識も豊富な先
生方も多いので信頼していいと思います。せっかく中国に留
学に行くのだから，ちゃんと語学も身につけて，中国語の資
格も取得して帰りたいと考える方も多いと思うし私もそう思
いました。学校の授業は HSK などの検定に特化した内容で
はないので，
HSK 対策の塾に通う人も結構いました。中には，
学校と塾の往復をひたすら繰り返す友達もいたのですが，私
の意見としては授業にまじめに取り組んでいればそれで十分
かと思います。勉強のスタイルはそれぞれあると思いますが，
私は中国にいる間はここでしかできないことに重きを置きた
いと考えたので，HSK や中国語検定の勉強は帰国後集中し
て行い，両方合格することができました。
・住環境
師範大の留学生は，大半が大学の留学生寮で生活します。
留学生寮だけでも ₅ 種類あるので，自分の生活スタイルに合
いそうな寮を選んでください。私は第三寮という一番新しい
寮で ₁ 年間生活したのですが，前期は他の寮を選んだけど，
後期は第三寮に引っ越してくる友達もかなりいたので，引っ
越しや手続きの手間などを考えると，快適な環境を求めるの
なら最初から第三寮にすればいいと個人的には思います。
私自身北京生活に慣れるまでは戸惑うことも多々あったの
ですが，コツを掴んだら相当楽しくなります。師範大は交通
の便もいいし，北京の交通費は半端なく安いので動きやすい
です。バスは約 ₅ 円，地下鉄は約₂₆円，タクシーは初乗り
約₁₄₀円です。
食事の面を心配される方も多いと思いますが，日本人の口
にも合う食べ物はたくさんあるし，自炊もできるのであまり
心配しなくていいと思います。クラスで自炊パーティーが開
かれることも多く，いろんな国の料理を食べられるのがすご
く嬉しかったです。
・旅行
中国大陸は言うまでもなく，とても大きいので，旅行先は
たくさんあります。私は大きい旅行で言うと冬に学校主催の
旅行，帰国前の ₆ 月に友達 ₃ 人で旅行に行きました。学校主
催の旅行はすべて学校側が企画，運営してくれるので，とて
も楽だし，友達の輪も広がります。ただ私がお勧めしたいの
は，個人旅行です。旅行会社企画のツアーも多くあるのです
が，せっかく中国語を勉強しているのだから，それを最大限
に使って旅行にいくと，自分の成長も実感できるし，ツアー
に参加するよりも安く済みます。
・しておけばよかったと思うこと
私が留学前にしておけばよかったと思うことは，歴史の勉
強です。私は高校時代から歴史が好きではなかったので，あ
まり真剣に勉強してきませんでした。留学先でどんな人と出
会うかはそれぞれ違うので，みんなが歴史問題に直面すると
は限りませんが，私は考えさせられる場面が多かったと思い
ます。日中韓の友人同士の会話では，
「国家間の問題と個人
の問題は別だから，私たちで話し合ってもどうしようもない」
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という話でまとまることが多かったのですが，このとき私は，
「歴史とか難しいし知らないから，やめよう」
という気持ちで，
歴史問題を話すことを避けていた部分もあり，いざ個人の問
題と別だとは考えない人に出会ったとき，ちゃんと自分の見
解を述べることはできませんでした。乏しい知識では相手の
国のこともきちんと理解できないし，自分の国のことも分
かってもらえないと思い，もっと勉強しておけばよかったと
思いました。
・まとめ
留学生活の過ごし方は人によって様々ですが，本当にどう
にでもなると思います。私自身，
最初は慣れることに必死だっ
たので，あまり異文化に対して積極的になれなかったのです
が，自分が変わろうと思えばいくらでも生活を変えていくこ
とができました。
私は留学に行って後悔しているという人に出会ったことが
ありません。ということは，それぞれなにか得るものが必ず
あるということだと思います。以前，留学は志が高い人がい
くもので，自分はそのタイプではないと思っていたのですが，
先生方や周りの友達の影響で行ってみたいと思うようにな
り，母親からの
「迷ったら GO だよ」
の一言で決めました。留
学に対するスタンスも人それぞれだと思いますが，留学が決
まったら，得られたチャンスに感謝して貴重な時間を思いっ
きり楽しんでください !

北京語言大学


長野

〈中国〉

遥香（人間社会環境研究科人間文化専攻）

はじめに
私の報告は，もしかしたらこれから留学へ望もう，もし
くは留学してみたい，と思って報告を読んでいる方々には
あまり参考にならないかもしれません。というのも，本当
のところ私は留学に対して大変後ろ向きで，準備も何も最
低限以下の状況で留学に臨むことになりました。
ですから，
本年度以前の報告も，今回この報告書を書くにあたって初
めて目を通したほどです。このような報告であっても皆さ
んにとって反面教師となれば幸いと思い，出来るだけ正直
に自分が後悔した部分，こうしておけばよかったという部
分，そして嫌々ながらも留学して良かったと思った部分等
報告できればと思います。
留学前
そもそも，私が留学することになるきっかけは，卒論
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を書き終わった二月に担当教官から
「中国留学はしないの
か？」と訊ねられたことでした。私は東洋史学を専攻して
おり，この先研究の道に進むのであれば一度中国という土
地に触れるのは必ずプラスになるだろう，というのが先生
のご意見でした。先生の仰る事はご尤もで，私も興味がな
いわけではなかったのですが，その時私は卒論をかき終え
院試を控えた
（つまり来年度本当に本学に在籍しているか
は未定である）四年生で，当時二十四年度派遣留学生の二
次募集も終わっており，
「興味はあるけれど……」
とそれら
を理由にお断りしました。すると先生は上の方々に掛け
合ってくださり前年度にはなかった第三次募集が行われる
事になり，院に入る前提で面接を受けさせていただけるこ
とになり，気付いたら断れない段階。当時私が留学したく
なかった理由の一つに三・四年次に論文以外では中国語に
触れておらず，読みはある程度出来ても話す・聞く・書く
が殆ど出来なくなっていた事があります。ですがその状態
で面接すら通ってしまった私は晴れて北京語言大学に留学
する運びとなったのでした。
思えば，当初から留学前のどこかのタイミングで
「留学
したくない」
，と誰かに言えば行かなくて済んだのかもし
れません。そしてそれをしなかったのだからそこまで嫌
じゃなかったのかもしれません。けれど留学が決まってか
ら情緒不安定になり，夜眠れなくなり，なのに体重が五キ
ロほど増えました。とにかく留学に関する物事に触れる事
が辛くて，準備も必要最低限で経験者の話などからは目を
そらし続けて気付けば修士一年の前期が終わっていまし
た。とにかく時間が過ぎるのが早くて，降って湧いた現
実を受け入れる間もなく私は北京へ出発することになり
ました。
手続等
（留学前に準備しておけばよかったこと）
留学が決まってから約半年，慌てて中国語 B を再履修し
たとはいえ付け焼刃の状態で降り立った北京の地。全く通
じない会話や想像以上に複雑な事務手続き等困難続きでし
た。仕方なしに筆談を多用しましたが，もう少し会話をき
ちんと勉強しておくべきでした。
特に，出発前に準備しておらず困ったのは携帯電話と金
銭面でした。携帯電話は入学手続時に中国の番号のもの
が必須と言われて即日契約
（キャンパス内に三社来て売っ
ていました）しましたが，日本で契約していったほうが手
間が無いと思います。
（尚パスポートを紛失されかけたり，
実は携帯電話が無ければ中国で担当の老師の番号でも良い
ということは説明されなかったりしましたがこの辺は受け
付けた人によるようです）
。
金銭面に関しては，当初中国で口座を開設して日本から
国際送金してもらっていましたが，かなり手間がかかるの
で途中から日本のキャッシュカードでキャッシングして，
引き出した分を日本で補填してもらう形を取り，寮費・旅
費などの大きい金額は国際送金，こまごました生活費は
キャッシングで乗り切りました。ただ，私のカードは当初
キャッシング枠が ₀ であったので中国からその枠を増や
してもらう手続をとるのに国際電話をつかう等手間がかか
りました。
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留学中
（授業・生活等）
語学力が上述のようでしたので，最初は授業中の老師の
言葉を聞き取る事が精一杯でした。大体二ヶ月ほどで聞き
取れるようになりましたが，話す方は中々向上しませんで
した。他の日本人も同様でしたが，授業中に積極的に質問
する欧米人と，先に辞書等で調べ始める日本人では発言機
会が段違いで，発言機会が多いほど発音や句法・用法も直
してもらえるわけですから，この差はかなり大きいように
思います。最初は戸惑いましたが，後期のクラスが発言す
る人の多くないクラスだったお陰もあって積極的に発言し
てみた所，会話力は後期に入って大分伸びたように思い
ます。
授業とは別にネイティブの人と定期的に会話するため
に，現地の学生と互助的に学習する，という人も多くいる
と思います。私は積極的にそういう相手を探す事ができな
かったため，その機会をジムに通う事で作りました。北京
語言大学にはキャンパス内にジムがあり，有料ですがイン
ストラクターに指導してもらえます。そもそもは中国語が
不自由でインストラクターを断れなかったのですが，結局
十一月から帰国まで，
週に二，
三回指導していただき，
トレー
ニング中の会話で少しずつ話すことにも慣れていきました。
更にインストラクターさんが受け持つ他の生徒さんやジム
のスタッフとも仲良くなる事ができ，ご飯やカラオケにも
誘っていただきました。内気で暗くて口下手な自分が留学
先でこのような体験ができたのもジムとインストラクター
さんのお陰だと思うと感謝の念でいっぱいになります。
生活面で一番堪えたのは，
春先に酷い風邪をひいた事で，
完治に一ヶ月ほどかかりました。
北京の冬はとにかく寒く，
そして乾燥します。室内は暖房が暖かいですが，加湿器な
どで湿度も保った方が良いと思います。病院は大学内にも
日本語が通じて保険
（入学手続時に加入）
が効く場所があり
ますが，先に治療費を払ってから保険を請求しなくてはな
りません。請求の手間等が面倒であれば別に海外旅行保険
に加入して，キャッシュレスサービスの使える病院を利用
などすると良いと思います。
おわりに
何度も帰りたいと思いました。いろいろが嫌になって半
月近くひきこもった事もありました。それでも帰らなかっ
たのは私が小心者というのも大きいですがなんだかんだ
様々な人々にお世話になって少しずつ留学生活を楽しむ余
裕が出来始めたからだと思います。中国で色々な方に言わ
れたのが
「性格が変わった」
で，留学当初から私を知る人は
帰国前には殆どの人が口をそろえて明るくなった，前向き
になった，よく喋るようになった，と褒めてくださったの
が心に残っています。
留学する多くの人はスキルアップしたり留学先への理解
を深めたりと成長して帰ってくるのだと思いますが，私は
何が変わったのだろう，と考える時，結局思い至るのは
「そ
こ」になるのです。後ろ向きだったのが前向きになっただ
け。小さな変化です。地味な変化です。けれど，この先ま
た
「嫌だな」と思う事態に直面したときに，
「中国留学だっ
て出来たんだから」と自分の背を押せる経験になったのだ
と，そう前向きに解釈したいと思います。
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〈インド〉

尚子（人間社会学域学校教育学類）

「インドに留学できて本当によかった。人生で，幸せな
₉ ヶ月間だった。
」
帰国して半年が経ち，留学を振り返るた
びこのような気持ちで胸が溢れます。
私は，インドの西にあるプネー大学に留学しました。大
学では M.A.Education という大学院の教育学部に所属し，
インド教育哲学について学びました。インドや留学につい
て話し出せば切りがありませんが，ここではトピックに沿
いながら断片的にご紹介させて頂きます。
1 ．留学までの経緯
インドに留学する最初のきっかけとなったのは， ₂ 年生
の春休みに参加した海外ボランティアツアーでした。マ
ザー・テレサの施設で約 ₁ 週間ボランティア活動をした
後，観光名所を訪れました。ガンジス川に朝日の昇る中，
河辺で沐浴をする人たちを見た時
「この人たちは何を思い
ながら日々を過ごし，生きているのだろう」と自分の価値
観を大きく超えた光景に圧倒されてしまったことを思い出
します。いつかこのインド人達と一緒に暮らしてみたいと
思っていた時期に派遣留学報告会に参加し，
「インド・プ
ネー大学」の文字が目に留まりました。それまではほとん
ど留学に関心もなかった私でしたが，活き活きと留学報
告を語る経験者達を見ている間に
「自分も留学をしてみた
い！インドで暮らしてみたい！」
と決意が固まりました。
留学試験を受ける前には，興味のあったサンスクリット
語の授業を聴講していました。留学が決まってからはイン
ド関係の教授の研究室を訪問したり，前年度に留学してい
た先輩にたくさん相談して情報を集めたりしました。出発
前の ₃ ヵ月間は英会話スクールに通い，教授からインド
に関する言語や文化，政治などに関するレクチャーを週に
一度受けました。VISA の申請は，書類の関係で出発日直
前になんとか終えることができました。
2 ．生活について
インド人老夫婦の住む，一軒家の ₁ 部屋を借りて ₉ ヶ
月間寝食を共にしました。インド人と一緒に暮らしてみた
かった私には願ってもいないチャンスであり，インドの文
化に最も近い場所で触れ続けられた生活は最高の学習環境
でした。ホストファミリーと過ごした何気ない時間が，人
生において最も豊かで幸せな経験だったと思います。料理
や生活の知恵，人生の意味や宗教哲学まで，共に暮らす中
でホストファミリーに教わったことは一生の財産です。
プネーにおいての生活ですが，物価は総合的に考えると
日本の約 ₁₀ 分の ₁ で，特に食材は安く入手することがで
きました。例を挙げれば，家賃が約 ₆₀₀₀ 円，パンジャビ
ドレスが上下で約 ₁₀₀₀ 円，バナナが ₁ 本約 ₇.₅ 円でした。
ちなみに留学費用は約 ₇₀ 万円でした。 ₁ 年中温暖な気候
で，月に ₁ 度は大きなお祭りがあります。料理は基本的に
ベジタリアン料理です。インド国内で日本語を学ぶ人口が
最も多い都市であり，日本語教育も盛んです。近年日系企
業の進出が目覚ましく，駐在員や語学留学社員，日本語教
師等 ₁₀₀ 人を超える日本人が滞在しています。意欲さえあ
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れば彼らとの深い交流も可能です。現地の人々とはほとん
ど英語でコミュニケーションをとることができ，インド訛
りの英語もすぐに聞き慣れるでしょう。
大きな休暇には長期旅行も可能です。私はインド国内を
友人と ₁ 回， ₁ 人旅で ₂ 回旅行しました。日本人にとって
インドはテロなど危険なイメージが強いかも知れません
が，地方の住宅街での暮らしにおいて危険はないに等しい
です。現地相場を知らない間は少し高い値段で売られたこ
ともありましたが，
大きく体調を崩したりすることもなく，
もちろん命の危険を感じることもなく ₉ ヶ月間平和に暮
らしました。
3 ．勉学について
プネー大学に留学すると，大学院に所属することになり
ます。入学手続き・講義・プレゼンテーション・レポート・
テスト全てが原則英語で行われます。地方出身の英語に不
慣れな学生が多いクラスは現地語であるマラティー語と英
語が半々になることもあり，英語の使用度は学部によって
差があるようです。
英語力向上だけを目的とする留学なら，
他のより整った環境を探してみることを勧めます。日本の
大学のように完璧かつ迅速な大学運営システムは整ってい
ません。チューター制度や寮の手配，留学生のための授業
等はなく，現地学生と全く同等に扱われます。それでも，
感銘を受けるような教授の授業を受講できたこと，インド
でしか学べないテーマ
（インド社会や宗教哲学における教
育の目的）
を第二言語で学べたことは私にとって大きな収穫
であり，自信となりました。
語学については，大学外での勉強も続けました。最初の
₁ ヶ月間は英会話学校に通い，その後は家庭教師に毎日英
語を教わりました。発音や文法を基礎基本から全て英語で
学び直すところから始め， ₃ ヶ月ほど経過した頃から急
速に自分の伸びを感じました。大学の授業にも非常に有効
でした。 ₁ ヶ月の英会話学校が約 ₅₀₀₀ 円
（卒業認定付き）
，
₄ ヶ月の家庭教師が約 ₄₀₀₀ 円でした。フランス語やドイ
ツ語等も，破格の学費で質の高い授業を受けることができ
ます。
4 ．苦い経験
このように心満ち足りた留学生活でしたが，VISA の取
得だけは非常に苦労しました。留学出発直前に半年間の
VISA を与えられ，留学中にもう半年分の延長 VISA と滞
在許可を得ましたが，その過程は非常に長く複雑でした。
手続きに親身になって協力してくれたホストファミリーに
は，感謝の気持ちでいっぱいです。
5 ．留学に関心のある方，留学を志す方へ
「留学してよかった」
という思いは時が経つにつれて増々
強まっています。その一部をご紹介すると…
・心から尊敬できる魅力的な人々に，国境を越えてたくさ
ん出逢えたこと
・一生語ることのできる個性的な体験，個性ができたこと
・第二の家族ができたこと
・それまでの人生や大学生活をリセットできたこと
・その国でしか学べない勉強ができたこと
・英語力，英会話力が伸び，アジア圏における英語感覚を
摑んだこと
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・自由で開放的な時間を得られたこと
・行動力とそれに対する自信ができたこと
・多様な宗教や文化の価値観をもつ友人ができたこと
・物事を考える視点や興味が増え，日本のことも好きで大
切だと気づけたこと
挑戦する壁が高ければ高いほど，たくさんのものが得ら
れるでしょう。興味はあるけれど ₃ 年生だし遅いかなと
思っている方，周りの友人に留学希望者がおらず勇気の出
ない方，
「自分の心が本当に求めているものは何か」
もう一
度自分に深く語りかけてみて下さい。
「留学をしなければ
よかった」と言う人に，私はまだ出逢ったことがありませ
ん。次に留学を志すと決めた方，留学は出発前の目的意識
が全てです。楽しい ₁ 年はあっという間に終わりがやって
きます。後悔しないよう，留学の目的や到達目標をできる
限り明確に書き出して下さい。そして今は派遣留学を選ば
ないと決めた方，私は留学しない選択もまた良しだと思い
ます。悔いのない，留学に匹敵するような充実した日々を
送って下さい。何を選んだとしても，人生は成るようにな
るでしょう。
インドへの留学に興味があれば是非ご連絡下さい。イン
ドで一番大切なことは，たくさんの人と出逢い，仲良くな
ることです。チャンスも，経験も，情報も，まずは人との
出逢いと関わりから始まります。初めて会う人のところに
飛び込んで行けるか，関係を深めていけるか。行動を起こ
すことが全てです。
最後になりましたが，留学にあたって大変お世話になっ
た井田先生，矢口先生，森先生，貴重なアドバイスを頂い
た木下さん，鶴田さん，苦楽を共にした田多くん，ホスト
ファミリー始めインドで出逢った人達，日本から応援し続
けてくれた友人達と理解ある家族，そしてチャンスを頂い
た金沢大学に心から感謝します。たくさんの方々に支えら
れた留学生活でした。
インドに留学したことは私の誇りであり，一生の財産で
す。ご清覧頂きありがとうございました。



田多

健太（人間社会学域国際学類）

プネー大学に留学していた田多といいます。まず，自分
がプネー大学に決めた理由ですが四つあります。第一に冒
険できそうだったこと，次に提携校のある国の中で日本と

6

最も違い
（文化だけではなく経済的な面も含みます）
が大き
そうだったこと，三つめに苦労できそうだったこと，最後
に BRICS のひとつであり，発展途上の国に行くことは自
分にとってチャンスになると思ったことです。一つ一つ詳
細を加えていくと紙面が足りなくなりそうなので，二番目
の
「最も違いが大きそうだった」の部分だけに説明を入れ
ます。自分は特にどこの国に行くというこだわりはなく，
「留学したい」
という気持ちがありました。そんなとき，自
分にとっての留学とは何かを考えたとき，価値観を広げる
チャンスだと思いました。
それなら，
できるだけ日本と違っ
た生活で，できるだけ日本人と違った考えを持つ人たちの
中で暮らしたいと思い，東アジア文化でもなく，生活レベ
ルも発展途上の場所を選ぼうと思ったわけです。
（当然行っ
たら行ったで共通点や差異は見えてきて，意外と日本に似
ているなと思ったときもあります）
そんな理由で選んだインドでの生活ですが，
（希望通り
に）日本ではありえない驚きにあふれていました。外を歩
けば牛に会い，ラクダに会い，象に会う。トイレに紙はな
く小さいバケツに水をため左手で拭く。ご飯は右手で食べ
る。道路に出ると車は日本の百倍クラクションをならす。
タクシーに乗り交差点で止まっていると，どこからともな
く子供たちが近寄り
「これ買って」や
「お金ちょうだい」と
やってくる。ぱっと思いつく印象深いものでもこれくらい
はあります。
より細かく自分の生活について話すと，朝八時半からは
同じ時期にインドに行った高橋さんと共同で雇った家庭教
師の英語の授業が一時間半あり，そのあとチャイを飲みつ
つ朝食を摂る。午後一時から四時，または五時まで大学で
授業があり，そのあとは友達の家に行ったりカフェで勉強
したり，夕飯まで時間があるのでパニプリやドサなどイン
ドのスナックを食べたりしていました。夜の八時半ごろに
近所のご家庭のお母さんが付近の若い人たちのために格安
でご飯を作ってくれる場所があるので，そこで晩飯を食べ
ます。そのあと友達とアイスクリームやマスタニ
（インド
独特の，様々な味のミルクセーキの上にアイスを乗せたも
の）を食べたりしていました。そして夜十一時には全ての
お店が閉まるので，それくらいには家に帰ります。
この文章を見て分かる通り，食文化はかなり豊かです。
ただスパイスがきついので毎日食べると飽きてくるのです
が…あと，辛すぎるか甘すぎるものばかり…それでも美味
しいしクセになる。そんな食事でした。
また，様々な登録の際の，官僚主義の強さや賄賂・汚職
のはびこる政府機関も強く印象に残りました。日本でもそ
ういうのはあると思いますが，インドのように警官が当然
のように賄賂を要求するということがないぶん遥かにまし
なのだなと実感しました。
人によって差はありますが教育を受けた人はみんな，か
なり論理性というのを重視しているように感じました。イ
ンド人は論理性へのこだわりに関するジョークもあるくら
いロジカルに物事を考える人々です。ただし，一つも休講
がない日がないくらい，授業の予定がテキトー，というか
突然予告なく変更されたり，時間をめったに守らなかった
りもします。そんな一見矛盾するものが同時に存在する辺
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りが，インドがカオスと呼ばれる理由なのでしょう。
生活して感じることの中で一番大きいのは，このような
インド人の友人，先生，知り合いたちの考え方であったと
思います。ほんの少し紹介すると，例えば，自分から見れ
ば問題だらけなのに
「問題ないよ」
と言うポジティブさに救
われた，少なくとも気持ちが軽くなったことは数え切れま
せん。
「出会って間もないのにそんな所まで踏み込むのか」
と思わされるような，人と人との精神的な距離の近さとい
うのも，
（良くも悪くも）
特徴でしょう。出会ったばかりの
自分に本当に親身になってくれる優しい人が多いのです
が，日本での対人関係に慣れた人には，常に近すぎる他人
との距離に対して，
一人になりたい時間が増えたりします。
その一方で，嫌いな人とは徹底的にかかわらないようにす
る割り切りのよさもあります。自分は日本よりもインドの
方が居心地いいなと思う時があったのですが，このような
特徴が自分に合っていたためでしょう。
インド留学というのは，正直かなり特殊だと思います。
しかし，特殊ということは一般的ではなく他との差別化が
容易だということでもあるし，すごく価値あることでもあ
ります。そのことに満足しているし，それに何より，現地
での十か月の生活は刺激に満ちあふれ，振り返ると素直に
すごく楽しかった日々でした。もちろんトラブルや落ち込
むこともかなり多かったのですが，その分成長できたかな
と思います。
以上の自分の経験を踏まえ，こんな人にインドをお勧め
します。①開発・NGO に興味がある人②ビジネスに興味
がある人③トラブルが好きな人
まず①ですが，インドにおける経済的な成長には大きな
偏りがあり，多くの人が貧困の中で生活しています。そう
いった人々を支援する NGO 団体・個人も多く，様々な形
でのボランティアに加わることもできます。何より，貧困
の実情をこの目で見ることは強い動機づけになります。
続いて②について。未だ発展途上で，多くのものが足り
ていない状態です。例えばうちには洗濯機がなく，ずっと
手洗いでした。しかし，見方を変えれば潜在的なニーズに
溢れた魅力的な市場ということです。自分のいたプネーに
も多くの企業から現地駐在という形で日本人が来ていまし
た。ビジネスを展開する日本人にも何人か出会うことがで
きましたし，
インド人経営者の方に会うこともできました。
将来の人脈を作るという意味でも有用だろうと思います。
野心のある学生のみなさんは是非どうぞ。
そして③ですが，道を歩けばトラブルが起こるような国で
すし，そういうのが好きな人にはぜひ訪れてほしいと思いま
す。ただ自分は，元々はそういうのを楽しめる人間だったわ
けではないけれど，留学生活の中でトラブルを楽しもうとい
う気持ちを持てる人間になっていきました。成長させてくれ
る場所でもあります。
インドはすごく魅力的な場所です。留学という形以外で
もいいので，どうぞ一度行ってみてください。あなたの価
値観が変わることだけは間違いありません。
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〈韓国〉

智子（人間社会学域国際学類）

留学期間：₂₀₁₁ 年 ₉ 月～ ₂₀₁₂ 年 ₆ 月
韓国・釜山大学校での ₁₀ か月の留学生活を，少し紹介
します。
＜派遣留学応募前＞
私は ₃ 年生の後期での応募だったので，留学するかどう
か大変悩みました。すでに公務員講座を ₄ カ月ほど受講し
ていましたし，卒業も延びることになり，また帰国時期を
考えると帰ってきてからの就職活動にも心配があったから
です。なぜもっと早くから留学について考えてみなかった
のかと後悔もしました。そう考えると， ₁ 年生や ₂ 年生の
時に少しでも留学に興味を持っているなら，今のうちに留
学について具体的に考えてみるのがいいと思います。
ただ，
₃ 年生や ₄ 年生になったからといって留学を考え始めるの
に遅いということは決してありません。現に私も ₃ 年生の
夏ごろから急に留学について考え始めました。友達，親，
先生，先輩，いろいろな人に相談して来る日も来る日も悩
み続け，
やっと心を決めました。
この時強く感じたのは，
「後
悔したくない」
という思いでした。
＜出発前＞
出発前にしなければいけない準備は，釜山大学から求め
られる提出書類と，寮の申請・寮費の振込み，ビザの取
得，受講する授業の選択でした。私は寮の申請と寮費に少
し手こずりました。その結果どちらも期限に間に合わせる
ことができず，寮に住めないかもしれないとかなり焦りま
した。幸いメールで事情を説明したところ受け入れてくれ
たので無事寮に入ることはできましたが，わからないこと
はすぐに問い合わせをして早めに対応すべきだと反省しま
した。受講する授業は，釜山大学の留学生用のウェブペー
ジからシラバスを見て，興味があるものを選びます。履修
登録は学期が始まる前の登録期間にウェブを使って一斉に
行われ，早い者順で席が埋まってしまうので注意が必要で
す。
最初の学期は登録期間が渡航前だったこともあってか，
チューターが代わりに登録をしてくれました。
＜チューター＞
チューターには本当に助けられました。金沢大学の
チューター制度とは違い，渡航する ₁ カ月ほど前にチュー
ターからメールが来て，連絡を取り合うことができます。
先に書いた寮のことで心配でたまらなかった時も，チュー
ターに相談したらすぐに問い合わせてくれました。韓国に
着いたときにも空港まで迎えに来てくれ，その後数日間は
毎日いろいろなお世話をしてくれました。その人は日本語
学科だったので意思疎通もほぼ問題がなく，どれだけ心強
かったかわかりません。ただ，友人の話を聞いていると，
すべてのチューターがこのように良くしてくれるというわ
けではないようで，韓国に来てから数日は会ったがそれ以
降全然連絡がないし会ってもいない，という話も聞きまし
た。
＜授業＞
私は午前中には毎日大学付属の語学堂で韓国語の授業，

7

午後には大学の授業を選択してとっていました。語学堂の
授業は別途授業料が必要で，大学の授業との兼ね合いもあ
るのですが，韓国語の力を伸ばすにはとても効果的だと思
います。大学の授業は， ₁ 科目で週 ₂ 回， ₁ コマ ₇₅ 分と
いうのが最も一般的です。週 ₁ 回で ₁ コマ ₃ 時間という授
業もあります。前半の学期は韓国語で授業をとるレベルで
はなかったので英語での授業を受講しました。後半の学期
は韓国語での授業を受講し，大体の内容をつかむことがで
きました。そのうちのある少人数のクラスは言語学系の授
業で，時々日本のことを尋ねられることがあり，留学生と
して少しはクラスに貢献できたのではないかと思います。
＜生活＞
まず，釜山大学が山であることを説明しておかなければ
なりません。といっても金沢大学とは少し違います。大学
のすぐ前にはにぎやかな街が広がっていて地下鉄の駅も近
く，何一つ不自由はありません。しかし大学に一歩足を踏
み入れると，大変に急な坂が連続しているのです。釜山大
学には寮が ₃ つあります。男子寮，女子寮と，割と最近で
きた合同の寮です。女子寮は大学の中ほどにありますが，
あとの ₂ つは大学の頂上
（という表現がふさわしいと思い
ます）に位置しています。私は頂上の合同の寮に住んでい
ました。寮の設備としては，まず部屋は ₂ 人部屋で，机，
ベッド，洋服だな，エアコン，オンドル，靴箱，シャワー，
トイレ，ベランダがあり，広さも十分です。寮にはコンビ
ニ
（₂₄ 時間ではない）
，洗濯室，ジム，食堂，学習室，休
憩室があり，各階に温・冷浄水器があります。キッチンや
冷蔵庫がないので簡単な料理もすることができませんでし
たが，数年後にはもしかしたら共同のキッチンができるか
もしれません。男子寮と女子寮は同じつくりだと思うので
こちらも少し説明しておくと，部屋は大変せまいです。た
だ，これに関しては慣れれば何の問題もないと思います。
₂ 人部屋で基本的な設備はほぼ同じですが，シャワー，ト
イレは共同です。ベランダもありません。食堂の食事はこ
ちらの方がおいしいそうです。合同の寮と比較すると寮費
も安いです。
＜その他＞
韓国の学校は ₃ 月始まりです。派遣留学は応募した次の
年度からしか出発できないと思っていたので後期が始まる
₉ 月の出発に決めたのですが， ₃ 月からでも行けるようで
す。しかし，留学が決まってから出発までの間に授業で韓
国語をある程度伸ばしてから現地に行けたというのはとて
もよかったと思っています。
₉ 月に行くと，サークルの勧誘はやっていません。 ₃ 月
にも何となくタイミングを逃してしまい，サークルに入れ
なかったのが残念でした。
交友関係が広がるので，
ぜひサー
クルに入ってみることをお勧めします。
学科ごとに学生会というものがあり，イベントを行った
り学科のジャンパーを作ったりしています。私は偶然所属
する学科の学生会の人と仲良くなり，イベントに参加した
りジャンパーを購入したりできました。交換留学生はなか
なか学科の行事に入っていきづらいですが，学生会の人と
仲良くなれば面白い経験ができるかもしれません。
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＜最後に＞
留学にあたって，悩んでいた時期から始まり帰国するま
でに関わったすべての人に心から感謝します。留学するこ
とで一番心配だったのは就職に関してですが， ₆ 月末に帰
国してから就職活動を開始し，秋に無事，韓国語を使う，
自分の希望に合った仕事を見つけることができました。人
生を変える留学になったと言ったら大げさでしょうか。し
かしそれほど，私にとって価値のある時間でした。留学に
少しでも興味のある後輩のみなさんには，ぜひお勧めした
いと思います。

国立釜慶大学校


松原

〈韓国〉

綾（人間社会学域国際学類）

私は，₂₀₁₁ 年 ₂ 月末 ~₂₀₁₂ 年 ₂ 月まで，韓国の釜山市
にある，国立釜慶大学で約 ₁ 年間派遣留学をしていまし
た。釜慶大学の敷地内にある寮で生活をしていました。釜
山は山が多い土地ですが，釜慶大学は，釜山で唯一平地に
ある大学で，学校前には多くの服屋，飲み屋，カフェ，化
粧品屋さんなど，お店がずらっと並んだ通りがあり，交通
に関しても，バス・地下鉄も通っており，また学校前でも
タクシーがたくさん通るので，移動する際にも不自由は
まったくありませんでした。わたしが生活していた寮は，
₂₀ 階建てで，高層ビルのようでした。また女子寮と男子
寮が隣どうしにあります。₁ ～ ₃ 人部屋があり，
わたしは，
前半は韓国人の方と ₂ 人で暮らし，後半は ₁ 人部屋を希望
して住んでいました。
部屋自体は決して広くはないですが，
₄ 年ほど前に建てられたばかりの寮なので，とてもきれい
でした。部屋にはシャワー，トイレ，ベッド，クローゼッ
ト，机，冷蔵庫，エアコンなどが設置されています。また，
₁ 日 ₃ 食，寮の食堂で食事がでます。味は，そこまでおい
しいとは言い難い料理もありましたが，寮では火が使えな
いので， ₃ 食を安い値段で食べられると考えるととても便
利だったと思います。
授業についてですが，基本的に文系・理系の枠を大きく
超えなければ，どの学部の授業をとっても関係ないそうで
す。
（これは交換留学生の特権だそうです。
）しかし，おそ
らく理系の方でも文系の授業はとれると思います。
（専門
的な内容が多いため，文系の人が理系の授業をとるのには
無理があるかもしれませんが。
）
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現に，私はこちらで国際地域学部という学部に所属して
いますが，自分に合う授業がなかったので，専門の授業は
日語・日文学科の授業を受けていました。私は金沢大学で
は国際学類なので，日本語系の講義をとらなければいけな
いため，韓国で受けてみるのもいいかなと思い，受講して
いました。授業中に日本語が出てくるのも新鮮でおもしろ
みがあったし，
日本を違う視点から見ることができました。
また，わからないところがあれば，日本語の少しわかる学
科の子たちばかりなので，日本語と韓国語を混ぜながら助
けてもらうこともありました。
また，専門の授業だけではなく，共通教育の授業も受け
ていました。これは，韓国語の勉強のために単に自分の好
きな興味のある分野の授業を選択しました。わたしは
「現
代生活とファッション」
という授業を選択しました。
グルー
プ発表など，ひとりでは受けられない授業で不安な点も多
かったのですが，
幸いその授業で仲良くなった友人ができ，
なんとか乗り切ることができました。共通教育も，さまざ
まな授業がありますが，
何をとっても支障はないようです。
スポーツや英語，
中国語，
日本語等，
本当に様々な授業です。
また，学部や学科の授業以外に，留学生専用の韓国語の
授業があります。
「大学韓国語」
「韓国語読み・書き」
「韓
国語会話・聞き取り」などの授業があり，どれもレベル別
に分けられている授業です。ちなみに私は前期には学科の
授業をとらずに韓国語の授業だけをとりました。このほか
にも
「韓国文化体験」
という授業もあります。これは，名前
の通り韓国の文化を体験する授業で，野外活動をしたり，
室内でゲームをしたりする授業です。いろいろな国からの
留学生とともに講義を受けることも，新鮮で楽しかったで
す。
授業のことについてはだいたいこのような感じでした
が，当時は韓国語の授業は閉講になったものが多かったで
す。そのため，わたしも登録した講義数が予定よりも少な
くなってしまいました。その学期ごとにいきなり閉講に
なったりする授業もあるので，よく考えて授業を組み立て
た方がよいかもしれません。日本の授業との違いは，特に
見られないような気がしますが，日本では授業が ₁ 週間に
₁ コマ程しかないのが普通だと思いますが，韓国の授業は
₂ ～ ₃ 単位の授業が多く， ₁ 週間に ₂ ～ ₃ コマあるもの
が多かったです。
（例えば，火曜日と木曜日に ₁ コマずつ
あるといったような感じです。
）
私は，韓国に留学し，韓国語を学ぶとともに，韓国人の
日本や日本人に対する考え方等を学びに行きました。留学
の最大の目的は語学力を上げるということでしたが，現在
留学を振り返ってみると，それ以上に人との関わりを重要
と感じられる留学でした。
毎日の授業や友人との触れ合い，
いろいろな活動を通し，日本と韓国の違いをまじまじと感
じることができたと思います。 ₁ 番近い国であり，共通点
も多い国ではありますが，その一方で知れば知るほど違い
が見られる国でした。
学習面では，机に向かってする勉強ではなく，できるだ
け韓国人の方々と触れ合おうと思い毎日生活をしていまし
た。
韓国では食事やお酒の場が多く，
これが最初は私にとっ
てとても苦痛でもありました。慣れない地で，慣れない言
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葉で過ごすことは大変でした。しかし，話すことによって
韓国人と日本人の持っている考え方の違いを深く感じられ
るとわかってからは，一つ一つの人との出会いを無駄には
しないでおこうと思い，頑張りました。時には日本人の私
を嫌う方もいらっしゃいましたが，韓国には，私が思って
いる以上に日本人というだけでも良く思ってくれる方もい
らっしゃいました。時間を経るに従って，韓国語のニュア
ンスで会話が出来るようになり，国籍関係なく同じ人間と
して国の隔たりを超えて会話が出来ました。これが何より
もうれしかったです。
留学に行って，最初の半年は正直心から楽しいとは思え
ませんでした。しかし，生活や言葉に慣れてからは，毎日
人とかかわるのがこんなに幸せで，意味のあることだと感
じられてからは本当に楽しく過ごせました。人との関わり
がいかに大切なのかを知ることができ，国籍を超えた人間
関係を築くことができました。本当に有意義な留学になっ
たと思います。

国立台湾師範大学


〈台湾〉

加藤玲央名（人間社会学域経済学類）

私は ₂₀₁₁ 年 ₉ 月から ₂₀₁₂ 年 ₈ 月まで ₁ 年間，台湾師範
大学に留学しました。今回の報告書では留学をともにした
大浦さんと分担して，これから留学される方が知りたいと
思われる情報について取り上げたいと思います。
【留学先を決めるにあたって】
私は経済学の勉強をしているとき，日本は中国経済と密
接な関係を持っていること，中国語の重要性に気付きまし
た。自分の専攻が中国語ではなかったため，集中して中国
語の勉強がしたいと思い，留学にいたりました。台湾は親
日国で治安も比較的良く，勉強に集中できる環境が整って
いる国だと思います。台湾師範大学の国語中心という名の
言語センターは台湾国内で最も長い歴史をもつ優れた言語
学校であることから，私は台湾師範大学での留学を決意し
ました。
【出発前準備】
出発前の準備としては，パスポートの取得，VISA の取
得のための健康診断，VISA の手続き，留学保険の加入，
航空券の手配，寮の手配，荷造りが挙げられます。時間に
余裕が持てず焦ったり，思わぬ出費に困ったりしないよう
にするため，準備は早めにすることをおすすめします。ま
た，留学する際の諸費用は何かとかさむので，安く済ませ
られるものは安く済ませたほうがよいと思います。
VISA の手続きについてですが，私は日本にいるうちに
居留ビザの申請をして台湾に渡りました。そのため，健康
診断書を日本で書いてもらうのに ₂ 万円ほどかかりまし
た。VISA にはもうひとつ，停留ビザを日本で取得し，台
湾に行ってから居留に切り替えるという方法があって，そ
の方法だと台湾で健康診断書を発効してもらえばいいので
日本で取得するより安上がりだそうです。私は自分の中国
語に自信がなかったため，日本でできることはすべて日本
で済ませました。
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次に留学保険について。私は日本の旅行保険の留学タイ
プに加入しました。これに入らなくても，台湾師範大学の
交換留学生は台湾の国民健康保険に加入し，現地の病院に
行く時，台湾人と同じ医療費で済ませることができます。
航空券の手配については，私は日本から台湾に行くとき
は片道の格安航空券を買って，帰りは台湾の旅行会社で
また格安の片道チケットを購入しました。 ₁ 年オープンチ
ケットを日本で買うより安く済ませることができたと思い
ます。
寮の手配については，台湾師範大学から送られてくる資
料を読み，
申請書を提出するだけで事前準備は終わりです。
どこの寮になるかは大学が手配します。私は大学の目の前
にある学一という寮で，留学生 ₄ 人で一部屋シェアしてい
ました。そこでの共同生活は留学の醍醐味である異文化理
解につながったと思います。
最後に荷造りについてです。荷造りは必要最低限のもの
を持っていくだけでいいと思います。私は大きなスーツ
ケースを準備しましたが，大きいおかげでとても重くて帰
りの飛行機の重量オーバーの課金で泣きそうになりまし
た。台湾で洋服は安く買えるので，現地で買って着て捨て
て日本に帰るというスタンスが一番楽だと思います。ま
た，最近の台湾の冬は意外と寒いのでコートは ₁ 枚持っ
て行ったほうがいいです。台湾は変圧器を持っていく必要
はありません。日本のパソコン，デジカメの充電器のコン
セントはそのまま挿して使っていました。持って行って良
かったのは常備薬とムヒ
（蚊に刺されたあとに塗る軟膏）
で
す。是非参考にしてください。
【金銭面】
お金の管理ですが，私は最初 ₁ カ月分の生活費だけ現
金
（日本円）で持って行き空港で両替して，その後は新生
銀行のキャッシュカードを使っていました。このカードは
PLUS という表示がある ATM ならどこでも現地通貨で引
き下ろせるという優れものです。寮の家賃は ₁ 学期
（半年）
で ₁ 万 TWD
（ ₃ 万円程度）という驚きの安さ，食費は一食
₁₀₀TWD
（₃₀₀ 円程度）あれば足ります。物価が日本に比べ
て安いことがとても助かりました。
【入学手続き】
台湾師範大学では，ピックアップサービスという制度が
あって，師範大学の学生が留学生を空港までお迎えしてそ
の後の入学手続きや VISA の手続きなどを手伝ってくれる
とても素晴らしい制度が整っています。私を迎えに来てく
れた学生は日本語の勉強をしている子だったので，その後
もよく一緒に食事に行ったり，おしゃべりしたりしまし
た。学務係の方も中国語が話せない留学生には英語をゆっ
くり話して親切丁寧に対応してくれます。また，国語中心
のオフィスには日本語がとても流暢なジミーという台湾人
スタッフもいるのでとても頼もしいです。
【是非参加してほしい活動】
台湾に留学する方に是非参加してほしい活動は，毎年 ₆
月の端午節に行われるドラゴンボートという競技です。こ
れはドラゴンの形をしたボートに ₂₀ 人で乗りこんで漕ぐ
スピードを競うもので，台湾の伝統スポーツです。私は，
去年留学していた窪田さんが参加していたチームに入って
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台湾人と一緒に練習に取り組みました。去年窪田さんが参
加してくれていたおかげで，
「金沢からきた留学生ね！」
と
すぐにみんなと仲良くなれてとてもありがたかったです。
練習で一緒に苦しみ，優勝の嬉しさを分かち合ったチーム
メイトは一生の友達です。是非参加してみてください。
続いて大浦さんに現地での生活について紹介してもらい
ます。



大浦

瑞希（人間社会学域国際学類）

留学期間：₂₀₁₁ 年 ₈ 月末～ ₂₀₁₂ 年 ₇ 月末
大家好！台湾師範大学に留学していた大浦と言います。
加藤さんに引き続き，私は台湾師範大学での授業や生活環
境について報告しようと思います。その前に，まず私が中
国語を学ぶ留学先として中国ではなく敢えて台湾を選んだ
理由ですが，いわゆる両岸関係と言われる，中国と複雑な
関係にある台湾の視点から，今後の日中関係を考える上で
のヒントを得られるのではないかと考えたからです。また
中国はこれまで数回研修で訪れたことがあるのに対し，台
湾は一度も行ったことがなかったので，単純に未だ見ぬ土
地で勉強をしてみたいという意欲もありました。これらの
動機から，私は台湾師範大学での留学を決めました。それ
では以下，本題に移りたいと思います。
■授業システム
交換留学生の特権として，台湾師範大学の本科生の授業
と，外国人留学生向けの言語センター
（通称，国語中心）
の
₂ か所で授業を履修することができます。授業の履修方法
はかなり自由が効いていたので，私と同時期に留学してい
た交換留学生の中では，国語中心か師範大学本科のいずれ
か片方の授業だけを履修している者と，両方履修している
者に分かれていました。しかしせっかくダブルスクールで
きる権利が与えられているので，今後台湾師範大学へ留学
される方々には是非積極的にこのシステムを利用して頂き
たいと思います。忙しさは増しますが，その分得るものも
多いはずです。
■語学センター（国語中心）
での授業
国語中心は ₃ カ月＝ ₁ 学期と換算しており，春学期
（₃
～ ₅ 月）
，
夏学期
（ ₆ ～ ₈ 月）
，
秋学期
（ ₉ ～ ₁₁ 月）
，
冬学期
（₁₂
～ ₂ 月）というふうに分かれています。国語中心での授業
の最大の魅力は， ₁ クラスが ₁₀ 名以下の生徒で構成され
ている少人数クラスだということ。人数が少ない分授業中
の発言の機会も多いです。また国語中心全体では授業レベ
ル・扱う教科書・開講時間の種類も豊富なので，きっと自
分に合ったクラスが見つかるはずです。
入学時にはまずクラス分けテストを受け，新学期が始
まって最初の ₁ 週間は，割り当てられたクラスの変更が可
能な期間として設定されています。クラスのレベルや雰囲
気が合わないと思ったら自由に変更できます。ただし，₁₀
名の定員に達したクラスには移ることができなくなるの
で，クラス替えは早々に決断することをお勧めします。ま
た ₁ 度離脱したクラスには原則戻ってくることはできないそ
うですが，人数の空きがある限り先生に頼み込めば受け入れ
て頂けるようです。

K

A

N

A

Z

A

W

A

国語中心のクラスは普通班
（ ₁ 日の授業が ₂ 時間のクラ
ス）と密集班
（ ₁ 日の授業が ₃ 時間のクラス）に分かれてい
ます。普通班の学生は ₂ 時間の少人数クラス以外に，毎月
設定されている時間数だけ自習や大人数クラスへの参加が
求められますが，その目的はビザ延長のためにあるそうで
す。交換留学生は皆，台湾に来てすぐに居留証を取得する
ことができるので実は少人数クラス以外の授業に参加する
必要はないそうです。
■台湾師範大学本科生の授業
台湾師範大学は国語中心と異なり ₂ 学期制です。私は，
₁ 学期目はまだ中国語が拙かったため国語中心では中国語
の基礎を学び，師範大学では特に自分の苦手な聴力や会話
力を伸ばすため，補足的な役割として本科の授業に参加し
ていました。 ₂ 学期目からは中国語
「を」
学ぶ授業ではなく
中国語
「で」
学ぶ授業を積極的に履修しました。一応，台湾
師範大学の入学申請の際には所属学部を決める必要があり
ますが，授業を選択する上では学部の枠を越えて自由に授
業を履修することができます。国語中心の授業は全て留学
生で構成されているのに対し，本科の授業は台湾人の学生
と交流できる貴重な場でした。
■生活環境
私は留学中加藤さんと同じく，大学のメインキャンパス
の目の前にある学一舎という寮に住んでいました。寮は他
にもいくつか存在しますが，私が住んでいた学一舎は立地
が良く，寮のすぐ裏には夜市があって毎日食べ物には不自
由しません。バス停や地下鉄の駅もすぐ近くにあり，寮費
の安さも魅力でした。寮の部屋は ₄ 人 ₁ 部屋で，基本的
にルームメイトは半年にチェンジし，私は留学していた ₁
年の間で日本人・中国人・香港人・ドイツ人と生活を共
にしました。 ₄ 人で共有している部屋においては ₁ 人分の
スペースは狭いし，ルームメイトとは背中合わせに生活を
していて，仕切りも何もない空間なのでプライベートは無
いも同然でしたが，それでも文化を異にする外国の友人と
暮らす生活は新鮮で，毎日が本当に楽しかったです。中国
人と香港人のルームメイトには度々宿題を見てもらってい
ましたし，学校だけでなく部屋に帰ってからも中国語を聞
いたり喋る機会が与えられているのは本当にありがたいこ
とでした。寮ではプライベートは無いも同然と記述しまし
たが，一応寮内には学習室がありますし，また学校には夜
₁₀ 時まで利用できる綺麗な図書館があります。学校の周
りにはおしゃれなカフェなんかも軒を連ねているので，意
外と落ち着いて勉強できる空間はたくさんあります。
■最後に，台湾について
ここまで書いた内容は主に，既に台湾師範大学への留学
が決まった方が参考になるような情報でしたが，台湾への
留学を決めかねている方にも是非読んで頂きたく，この項
目を設定しました。台湾というワードを聞くと，親日的と
いうイメージを抱かれる方が多いのではないでしょうか。
私は ₁ 年間留学してみて，まさしくその通りだと思いまし
た。とにかく台湾の方はみんな優しく穏やかで，親しみの
ある方々です。台湾は食べ物も美味しいし経済的にも発達
していますが，最大の魅力は人の温かさだと思います。ま
た台湾には日本に関心を持っている方や日本語を勉強して
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いる方がたくさんいます。そのため，言語交換の相手を見
つけることには不自由しなかったし，私は特に日本と台湾
の交流を深める組織のイベントに参加する機会が多々あっ
たので，
たくさんの台湾人の友人を作ることができました。
私はなぜか学生よりも ₂₀ ～ ₄₀ 代の社会人の台湾人と友人
になることが多く，そのような広い範囲での交流の機会を
作れたことは本当に良かったと思っています。私はこの留
学を通し，言語の習得以上に，アジア地域を見る視野と友
人の輪が広がったことが何よりも大きな収穫だと思ってい
ます。このような素晴らしい機会を与えてくださった金沢
大学と台湾師範大学の皆様にこの場をかりて改めてお礼を
言わせて頂きたいと思います。本当にありがとうございま
した。この文章を読んでいる方で，台湾だけでなく他地域
への留学も決めかねている方には，是非世界へ羽ばたく勇
気を持って欲しいと思います。日本で生活しているだけで
は得られないものがたくさん待っているはずです！

台湾政治大学


〈台湾〉

柏

賢治（人間社会学域法学類）

■銀行口座について
留学中の費用の調達方法としては，新生銀行やシティバ
ンクなど，現地で両替が不要な銀行口座を開設しておくの
が便利だと思います。提携している ATM があれば駅やコン
ビニなど，どこでも下ろせて便利です。
■寮について
寮にはいくつか種類がありますが，私は四人部屋をお勧
めします。無条件で台湾人の友達が増えますし，夜でも勉
強していて疑問があれば，すぐに質問ができます。同年代
なので共通の話題も見つけやすく，若者言葉や，学校では
教えてくれないことも教えてくれるでしょう。
■言語交換について
台湾には日本語を勉強している，または，これから勉強
したいという方がたくさんいます。私も週に三回程，現地
の日本語学科の学生と食事をしたり遊んだりしながら，お
互いに言語を学んでいました。私にとってはもちろん中国
語の練習にもなりますが，日本語を教えることで，自らも
学ぶことがたくさんあります。私の相手は主に友人の紹介
で知り合いましたが，
学校には言語交換用の掲示板があり，
インターネット上にも相手を探すことのできるサイトがあ
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りました。
■チューター制度について
政治大学では留学生に対して必ず一人，チューターがつ
きます。彼らは日本への留学経験があったり，日本語を専
攻していたり，基本的に日本語が達者な方が多いです。寮
や学校の手続き，携帯電話の契約，履修登録など，特に最
初はお世話になりっぱなしです。
台湾の文化も考慮すると，
簡単なもので十分なので，最初に会う際に彼らへのお土産
を持参したほうがいいと思います。
■言語センターについて
・クラス分けテスト
最初にクラス分けのテストがあり，その結果によってク
ラスが決まります。ただし，
学期が始まった後であっても，
実際は先生に申し出れば，可能な限り自由にクラスを変更
することができます。クラスのレベルを変更したい時はも
ちろんですが，
先生の教え方や課題の量も千差万別なので，
気になる場合は遠慮なく言ってみればいいと思います。
・特別授業
普段の中国語のクラスに加えて，希望者のみ様々な特別
授業を受けることができます。内容は
「発音」
のように普段
の授業の発展なようなものから，
「台湾語」
「お面作り」
「カ
ラオケ」など，楽しく文化を学べるものまで幅広くあり，
他のクラスの人達とも交流できるのでオススメです。一部
材料費がかかるものもありますが，ほとんどは無料です。
■食べ物について
台湾での食事は基本的に外食になると思います。もしア
パートを借りたとしても，キッチンの付いている部屋はほ
とんどありません。台湾の料理は日本人の口に合うものが
多いです。失敗してもそんなに高くはないので，食わず嫌
いをせずに，どんどん試してみるといいと思います。ちな
みに日本企業も多く進出していますが，よほど日本食が恋
しくなった時以外は行く必要はないでしょう。
■電車内でのマナー
携帯電話での通話は OK です。ただし，食べ物
（飲み物，
ガムも含む）
は禁止で，見つかれば罰金です。
＜最後に＞
中国語が勉強したい，留学で色々な経験がしてみたいと
いう方，是非台湾に行ってみてください。帰国時にはきっ
と流暢な中国語で
「まだ帰りたくない !!」
と言いながら，泣
いているはずです。

学生の方の力で台湾へと旅立つことが出来たと言っても過
言ではありません。外国人留学生の方は熱意を持って日本
に留学に来られているので，日本語はとても上手です。こ
の文章を読んでいる留学前の皆さんの外国語力より彼らの
日本語能力の方が上です。安心して胸を借りる気持ちで交
流すれば，きっと多くのものを学べるでしょう。
いざ留学へと出発した後も心配は要りません。留学先の
大学がきちんとチューターをつけてくれます。現地で生活
を始める上で必要な手続きは思いっきりチューターに頼っ
てしまいましょう。
現地では大学の寮に住むことが出来ます。台湾政治大学
の寮は ₄ 人部屋で，台湾人 ₁ 人，留学生 ₃ 人という構図が
多いようです。留学当初の私は中国語も英語も話せなかっ
たので，ルームメイトとのコミュニケーションには少し苦
労しました。これから留学に行く予定のみなさんは，中国
語のほかに簡単な英会話も勉強してから行くと，もっと有
意義に過ごせるかと思います。参考にしてみてください。
留学に行く皆さんは
「外国語学校」
で外国語を学ぶと思い
ます。私も同じでした。政治大学の外国語では簡単な中国
語から教えてくれます。 ₁ クラスの人数も ₅ 人前後と少数
で，分からないところはすぐに先生に聞くことができ，勉
強にはもってこいでしょう。しかし， ₁ 日 ₃ 時間の外国語
学校での授業だけでは不十分です。せっかく留学に行くの
ですから，残りの時間を有効に使ってみましょう。台湾政
治大学には日本語学部があります。私は日本語学部の学生
と遊び，言語交換していました。日本語学部の ₃ ， ₄ 年生
ともなると，日本語が本当に上手です。あなたの語学力に
自信がなくとも大丈夫です。そうしている内に，日本語の
出来ない知り合いも出来てきます。ここからが本番です。
ひたすら聞いて話す，これを繰り返してみましょう。いつ
の間にか語学力が上がっているはずです。
これから留学を考えている皆さん，勇気さえあれば留学
は出来ますよ。嘘だと思うなら，実際に留学へ行って，台
湾政治大学で聞いてみて下さい。吉野の中国語は酷かった
という声が聞けるかと思います。そんな私でも留学は出来
るのです。皆さんならなにも心配は要りません。少しだけ
勇気を出してみましょう。

オーストラリア国立大学




吉野

琢平（人間社会学域法学類）

初めに皆さんに一言言わせてもらいたいと思います。外
国語が話せなくても，ほんの少しの勇気さえあれば留学は
出来ます。そのことについて，今から書かせて頂きたいと
思います。
私の台湾政治大学への留学はとても急な話でした。本来
であれば，学内の面接を経て留学の許可が正式に出てから
₁ 年近くの準備期間があります。しかし，私の場合は留学
を決意してから半年近くで出発という日程でした。当然，
中国語もままならず，勉強しながらの準備となりました。
中国語もままならなかった私は，教授に紹介して頂いた留
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江川

〈オーストラリア〉

未来（人間社会学域国際学類）

オーストラリア国立大学は，オーストラリアの首都であ
るキャンベラに位置する大学です。メルボルンとシドニー
の中間地点に位置していると言えばイメージが容易に思い
浮かぶ方もいるかもしれません。
＜留学前＞
私がオーストラリア国立大学
（以下 ANU）への留学を決
めた時期は，₂₀₁₀ 年の ₁₁ 月でした。一年生の時にモナシュ
大学への語学研修でオーストラリアへの留学を考え始め，
語学力向上と自身の専攻，副専攻である言語学，日本語教
育の知識を身につけると同時に今まで学んだスキルを活か
すために，日本語教育が国内で最も盛んかつ，言語学にも
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強いこの大学を選びました。出国が ₂₀₁₂ 年の ₂ 月と，同
時期に派遣留学の面接に合格した方々よりも半年程遅かっ
たため準備は特に焦る事もなくゆっくりと出来ました。し
かしながら，ANU は TOEFL や IELTS などの留学条件の
一つとなる英語試験の規定点数が他の学部生と同じという
非常に高い点数の上に，ビザの入手手続きには時間がか
かってしまうため，学内面接に合格する前にこれらの準備
（特に上記の英語試験）
はすでにし始めておくことをお勧め
します。留学前における大学とのコンタクトですが，メー
ルでの連絡はスムーズに行かないのが普通だと思った方が
良いです。私も ANU に分からない事があるたびに相談セ
ンターに相談しましたが，返って来たメールはありません
でした。それ故に留学前の連絡面においては，皆さんの身
近にいる方々に相談した方がよほどスムーズに留学準備が
進められるのではないかと思います。私自身も，これらの
経験から後輩たちには同じ思いをしてほしくはないと思
い，オーストラリアから，金沢大学の ANU 留学を目指す
学生からの相談には極力こまめに乗っていました。
＜キャンベラでの生活＞
私はキャンパス内にある学生寮
（一人部屋でキッチン，
トイレは共有）
で暮らしていました。一人部屋のおかげで，
一人でゆっくりしたいときは部屋に行き，友人と話をした
いときは友人の部屋に遊びに行ったり，キッチンで友人と
食事を一緒にしたりするなど，思いのままの生活ができ非
常に快適でした。ショッピングセンターは最寄りのもの
でも歩いて ₃₀ 分程と少し遠いですが，寮から無料のバス
が出ており，大半の学生は無料バスか自転車で買い物に
行っていました。キャンベラには有名なアミューズメント
パークのようなものこそないものの，美術館や戦争記念博
物館，
（古・新）
国会議事堂，各国大使館などが立ち並びま
す。そのため，キャンベラは勉強にはものすごく適した場
所であると言えます。実際に私は新国会議事堂で寮のさよ
ならパーティをしたり，旧国会議事堂で上院，下院の会議
場に入って議員気分を味わったり，日本大使館で衆議院総
選挙のお手伝いをさせていただいたりと，日本では決して
出来なかったようなことも経験する事ができました。前期
後期間には長い休みが入るため，その間にはキャンベラを
離れ，シドニーやメルボルン，ゴールドコーストに行きま
した。金銭的な問題ですが，キャンベラで暮らすには何を
するにも日本以上にお金がかかってしまいます。特に外食
は非常に高く，少しおしゃれなレストランに行くと，必ず
一人 ₂₀₀₀ 円以上はかかります。そのため私は夕食の残り
を次の日のお弁当にするなどして節約していました。寮に
よってはケータリングの所もありますが，
味は評判が悪く，
各食事時間が二時間ほどと限られており，さらには寮費も
倍程になってしまうためあまりお勧めできません。オース
トラリアは野菜もお肉も果物も日本より大きく安い上に，
アジア食料品店で日本の調味料も買う事が出来るので，あ
まりお金を使いたくない学生としては，是非とも自炊をお
勧めします。
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事を外に出す時間）があります。ANU には留学生用の英
語コースがなく，入学までに規定点数を取った学生は最初
から他の現地学生と同じコースを取る事になります。既に
学んだ事柄でも英語の講義で聴くとまったく理解出来ず，
帰宅後にレコーディングされた講義を聴いたり，先生のオ
フィスに質問をしに行ったりなど，慣れるまでには相当の
時間がかかりました。私が履修したコースは日本語教育や
日英翻訳，言語学の初歩や異文化交流でした。日本語教育
のコースでは，休み期間中こちらの大学生に日本語の講義
を行う実習も含まれており，とても有意義な時間となりま
した。さらに ANU では言語のチューター
（個人指導）が頻
繁に行われており，私自身も ANU の学生に日本語の個人
指導をしていました。私が指導していた学生は来年
（₂₀₁₃
年）に日本に留学生としてくる学生で，留学生の立場とし
てお互いの不安，期待を共有する事ができ，私の良き相談
相手でもありました。さらにはジャパンセンターと呼ばれ
る場所で，日本人の先生に将来の相談や勉強，生活の相談
をさせていただくことでも気が楽になりました。こちらに
いる先生はとてもフレンドリーで，お家に招待していただ
いて鍋料理を振る舞っていただいたこともありました。こ
れらの経験，支援のおかげで，最初は講義に参加しても何
も理解出来ず毎日半泣きになりながら寮に帰っていた私
も，無事に全コース合格する事ができました。
この文章を書いている今，私はまだオーストラリアにい
ます。帰国を数日後に控えて今思うのは，これだけ多く
の事を経験し，自分なりに頑張ったと思える今でも
「悔し
い」という気持ちです。オーストラリア有数の大学である

ANU には自分が今まで会った事の無いような，様々な分
野で優秀な学生が大勢おり，学業については，こちらの環
境に慣れた今でも毎日自分の惨めさを感じさせられていま
す。しかしながら ANU での経験によって，今の自分では
いけないのだと痛感させられました。井の中の蛙大海を知
らずとは，まさに今までの私にぴったりの言葉でしょう。
海の大きさを知った蛙は，諦める事なく自身の鍛錬に励み
ます。最後に，この留学生活を支援して下さった先生方，
留学生センターの皆様，友人たち，海外の地に送り出すこ
とを了承してくれた両親に，心から感謝致します。ありが
とうございました。

＜学生生活＞
ANU の授業は基本的には「コース」と呼ばれ，一コマ ₆₀
分，一週間に複数の講義とチュートリアル
（講義で学んだ
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ゲント大学


〈ベルギー〉

八田

知子（人間社会学域国際学類）

私は ₂₀₁₁ 年 ₉ 月から ₂₀₁₂ 年 ₂ 月までの半年間，ベル
ギーのゲント大学に留学しました。この大学を選んだ理由
は，ベルギーが公用語をオランダ語，フランス語，ドイツ
語の ₃ カ国語としており，どのようにそれらの言語が教え
られているのかということに興味を持ったからです。もち
ろん文献を読めば知ることも可能だと思います。しかし，
単一言語国の日本に住んでいるとやはりその状況は想像し
難く，実際に現地で暮らしてみなければ理解することはで
きないと考えたので，ベルギーのゲント大学に留学するこ
とを決めました。以下，項目ごとに私が経験したことを記
述します。
街について
ゲントは首都ブリュッセルから電車で ₃₀ 分～ ₁ 時間ほ
ど離れた場所に位置する街です。また，ゲントはオランダ
語圏ですが，多くの人が英語とフランス語を喋ることがで
きます。そのため，
オランダ語ができなくとも，
英語を使っ
て不自由することなく生活ができます。
ゲントでの生活には自転車が欠かせません！自転車専用
道路があるほど，多くの人が自転車を使用しています
（日
本とは異なり，進行方向は基本的に自動車と同じなので注
意してください）
。したがって，到着後はできるだけ早く
自転車のレンタル手続きを行いましょう。もしレンタルで
きない場合は，フリーマーケット等で安く自転車を購入す
ることができます。ただし，自転車盗難は頻繁に起こるよ
うなので，施錠は怠らないでください。しかし，だからと
いって治安が悪い町ではなく，他のヨーロッパ地域を訪れ
た私の経験上，比較的治安は良いと思います。
住居について
私は ₄ 月中旬に寮の申し込みをし，その時点で満室だ
と言われたので，寮に住みたい方は早めの申し込みをおす
すめします。私の場合は，大学からリストを渡され，何人
かの家主さんとメールで交渉した結果，留学中はホームス
テイをさせてもらう形となりました。部屋を決める際に注
意すべきことは，住所と自分が所属する予定の学部の所在
地
（街中に学部ごとの建物が点在しています）
をよく把握し
たうえで，部屋を決めたほうが良いということです。ゲン
トの道は複雑で迷い易いため，できるだけ大学に近い部屋
をおすすめします。しかし ₁ 番のおすすめは寮です。寮は
キッチンが共用でシャワールームやトイレ，冷蔵庫は個人
部屋にあります。正面玄関や各階の入り口はカードキーが
ないと入れないので，セキュリティに関しても安心できま
す。
授業について
シラバスを確認してもらうとよくわかるのですが，英語
で開講されている授業が非常に少なく，多くがオランダ語
で開講されています。私は Faculty of Political and Social
Science に所属し，授業を ₄ コマ履修していたのですが，
留学生向けの
「Migration and Integration」という授業以外
は個人的に先生方と連絡を取り合い，英語で履修できるよ
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うにプログラムを組んでいただきました。そのため，履修
したい授業が決まっているのであれば，早めに先生とコン
タクトを取った方が良いと思います。前年度のシラバスを
チェックしていても，留学する年によってシラバスで開講
言語が英語からオランダ語のみとなる場合もあるので気を
つけて下さい。
せっかくオランダ語圏であるゲントに留学にするのであ
れば，大学とは別機関で開講される語学クラスを申し込
んでみてはいかがでしょうか。 ₁ 学期間に週 ₁ 回約 ₃ 時間
の授業で，₅₀ ユーロで申し込むことができます
（他言語は
₁₀₀ ユーロくらいかかります）
。 ₁ クラス約 ₂₀ 人，全員留
学生なので交流を深める良い機会にもなると思います。も
ちろん他の言語の授業も開講されており，フランス語，中
国語，スペイン語等があります。人気の言語，例えば中国
語はすぐに満席となるため興味のある方は早めに予約をし
ましょう。
交流について
日本語を学ぶ現地学生のコミュニティ
‘Tomo no Kai’
が
あり，ほぼ毎週イベントを催しているので，積極的に参加
すると良いと思います。彼らは英語も流暢に話すので，英
会話の練習にもなります。また，
寮には中国，
台湾，
ドイツ，
チェコなど多くの国から留学生が在籍しており，英語やオ
ランダ語だけではなく様々な言語やもちろん文化に触れる
良い機会になるでしょう。私が留学していた時はなぜか ₇
割がスペイン人だったので，ベルギーにいながらスペイン
文化を知る機会にも恵まれました。
また日本人に会ったことがない留学生がほとんどなの
で，自分は日本人代表だ！という気持ちにさせられます。
そのため，留学前に日本文化や政治について少し英語で説
明できるように練習したほうが良いと思います。
さいごに
留学はできるなら ₁ 年間をおすすめします。しかし，半
年間だからこそ積極的に行動しなければと思えるようにな
り，日本にいるだけでは得ることができない社交性等を身
につけることができるかもしれません。やむを得ず半年間
あるいはそれ以下の短期間で留学する方も， ₁ 年間留学す
る方も，限りある時間を楽しみ，充実させてください。
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〈チェコ〉

戸倉

脩介（人間社会学域経済学類）

私は ₂₀₁₁ 年 ₉ 月から ₂₀₁₂ 年 ₇ 月までチェコ共和国のカ
レル大学に留学していました。カレル大学は芸術の街プラ
ハにキャンパスを置く中欧最古の大学で，東欧や中央アジ
アからの留学生も多くいます。今回は報告兼カレル大学と
学生寮の紹介をしたいと思いますが，カレル大学は学部ご
とに特色があるため，簡単に
「カレル大学はこういう大学
だ」とは言えません。しかしながら，換言すればカレル大
学は様々な魅力を持った大学であると言えるのではないで
しょうか。
留学の目的
第一の目的は急速に発展する段階を終え，成熟に向かう
チェコの経済の動向を考察することでした。特にチェコが
貿易依存の経済体制を変えようとするのか，欧州金融危機
の影響や対応について現地で学びたいと考え，派遣留学を
希望しました。また，非英語圏でかつ留学経験者が少ない
ところに行ってみたいと考えていました。
留学前の準備
私の場合は派遣期間が約 ₁₀ ヶ月でしたので，チェコに
₃ ヶ月以上滞在するための長期ビザの発行と滞在期間をカ
バーするチェコ共和国の保険会社の保険への加入が必要で
した。ちなみに保険の加入はオンラインで申し込み可能で
すが，時差 ₈ 時間をはさんでのメールのやり取りはそれな
りに面倒な上に時間がかかります。
生活面
私はプラハ ₆ 区にある学生寮に住んでいました。部屋は
簡素な作りの二人部屋で，キッチンは共同，シャワー室と
トイレは男女兼用でした。寮から徒歩 ₁₀ 分ほどの場所に
大型のスーパーマーケットがあるので，日用品や食料の調
達には事欠きません。寮の近くにはバス停とトラムの停留
所があるので，中心地へのアクセスも良いです。寮の真横
にはパブがあるので，
食事やお酒を楽しむこともできます。
食事については，昼食はキャンパスにあるカフェテリア
で定食等を食べることができます。また，経済学の講義が
行われる講義棟はプラハの中心地にあるので，好きなお店
で昼食をとることができます。夕食は自炊をするか，外食
をするかの二択で寮内に食堂などはありませんでした。
学習面
交換留学生は，原則としてカレル大学の学生と同じよう
に授業を履修することができます。授業は講義型のものが
主ですが，大学院の授業では意見を求められることも多く
なります。単位にならない授業などもありますが，その授
業を受けたという証拠が欲しければ教授からサインとスタ
ンプを貰うことができるので心配ありません。基本的に金
沢大学からの留学生は英語で開講される授業を受けること
になると思いますが，稀に授業内容や受講人数，教授の判
断などで授業での使用言語を英語に変えてくれる場合もあ
ります。また，自身の専攻以外の授業を履修することも可
能なので，留学生でも比較的自由に履修計画を立てること
ができるでしょう。一方で留学生には自立した学習態度が
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要求されるような印象を受けます。留学生向けの英語の授
業やアメリカや北欧の大学で聞くような少人数・チュー
ターによる添削指導つきのコースなどは私が知る限りでは
ありません。英語で開講されている授業の数はそれなりに
多いですが，学部向けのものは色々な意味で
「カレル大学
の学生のために英語で開講されている授業」のように感じ
ます。私は冬学期には以上のことを知らなかったので上手
く履修計画を立てることが出来ませんでしたが，夏学期に
はその反省から完全に英語で行われる大学院生向けの授業
を中心に履修しました。
反省
私はあまり熱心に英語を勉強しませんでしたが，非英語
圏に留学する場合でも留学生間のコミュニケーションは英
語が主なのでもう少し英語学習に力を入れておくべきだっ
たと思います。チェコ語の学習についても，金沢大学では
チェコ語の授業はありませんが，代替としてロシア語を履
修してスラブ語の文法体系を把握しておけば良かったなと
後悔することもあります。また夏学期には授業を取りすぎ
て消化できなかった面もあったので，履修計画は学期ごと
だけでなく ₁ 年間を通しての計画を立てておくべきだっ
たのかもしれません。
感想等
非英語圏への留学，特に新しく協定が結ばれた大学や長
い間留学する学生がいなかった大学への留学を躊躇う方も
多いのではないでしょうか。確かに英語圏ではない場所で
の留学生活はそれなりに苦労するとは思いますが，見方を
変えれば毎日英語圏では出来ない経験が出来るということ
です。留学を意識している皆様，非英語圏への留学も考え
てみてはいかがでしょうか。
最後になりましたが，この場を借りて留学という機会を
与えてくださった先生方，チェコでの留学生活を支えてく
ださった皆様に深く感謝致します。



皆川

泰蔵（自然科学研究科数物科学専攻）

₂₀₁₁ 年 ₉ 月から ₂₀₁₂ 年 ₉ 月までの ₁ 年間，チェコのカ
レル大学に留学しました。チェコはヨーロッパの中央に位
置しており，他のヨーロッパの国へのアクセスが非常に便
利です。公用語はチェコ語で人口は約 ₁₀₀₀ 万人，面積は
₇₈,₈₆₆ 平方キロメートルで日本の ₅ 分の ₁ 程度の小さな国
です。旧社会主義国であり第二次世界大戦後から ₁₉₈₉ 年
のビロード革命まで共産党の一党独裁が続いていました。
首都のプラハはヨーロッパの中でも非常に美しい街の一つ
で古くからクラシック音楽や芸術の都として知られ，現在
は世界中から観光客が訪れています。
カレル大学
カレル大学に留学希望の申請書を作成し自分が興味があ
る分野や研究領域などを記述した上で，カレル大学が留学
生を配属する学部や学科を決定するという形で手続きが進
みました。私の場合は数物科学部に配属が決まりました。
そこで主に応用数学に関するクラスを受講しました。一つ
のクラスにつき受講者数は ₄ 人から ₁₀ 人弱で日本の大学
に比べて非常に少ないという印象を受けました。人数が少
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ないため教授ともコミュニケーションが取りやすく，分か
らないところがあればすぐに質問できる雰囲気でした。ま
た教授側も頻繁に学生に問題を出したり意見を求めてきた
りしたのでみんなで議論をする機会が多く，学生や教授に
関係なくコミュニケーションがとることができました。単
位を取るためのテストはペーパー試験の他に口頭試験があ
り，教授が学生に問題を出して学生がその答えを口頭もし
くは黒板を使って説明するというスタイルが一般的でし
た。チェコ語が喋れない留学生などはもちろん英語で問題
を出されますが，教授の言っている質問が聞き取れなかっ
たり自分の思っていることをうまく説明できなかったらど
うしようと緊張することもありました。しかし前述の通り
普段の授業でお互いの距離が縮まっているため教授も無駄
に学生側を緊張させるようなことはせず，むしろ落ち着い
た雰囲気を作って口頭試験を行ってくれました。チェコの
大学のキャンパスは学部や学科ごとに街に点在しており，
授業の取り方によっては地下鉄や路面電車などを使って街
中を移動しなくてはなりません。これも日本の大学と比べ
たときの面白い違いだと感じました。キャンパス自体も昔
の建築物の内部を改装して使われているものが多いので
ヨーロッパのクラシックな雰囲気の中で授業を受けること
ができとても感動できました。
チェコでの生活
チェコの公用語はチェコ語ですが若い人たちは英語がと
ても堪能です。大学内ではもちろん街の中でも ₂₀ 代や ₃₀
代の若い人に英語で道などを聞いたりすればだいたい英語
で返してきてくれます。ですのでチェコ人の友達とコミュ
ニケーションをとっていると自分の英語力が徐々に上がっ
ていくことが感じ取れました。よって英語が苦手でいきな
り英語圏に留学するのは少し厳しいという場合，ヨーロッ
パなどの英語が通じる非英語圏を選ぶことも自分の力を伸
ばす選択肢の一つだと思います。またチェコのような小さ
な国でも日本に興味をもっている人たちはたくさんいま
す。私の場合，インターネットを通して日本のアニメや文
化を見て日本語を勉強し始めたチェコ人達に多く出会いま
した。彼らから分かったことはチェコ人は異文化に対して
非常に好奇心旺盛だということです。また違う価値観を受
け入れることに対しても柔軟で寛容であると感じ，そこは
我々は見習うべきだと思いました。
最後に
私は今まで一度も海外に行ったことがなかったので，こ
の留学が初めての外国でした。最初は非常に不安で実際に
大変なことが思いもしましたが外国に住めば必ずハプニン
グは起こるものなのでどれもいい経験になったと感じてい
ます。留学をするとしないでは将来，フットワークが全く
異なってくると思います。留学には多くの経験をし大きく
成長できる価値があると確信しています。

ユバスキュラ大学


佐武

〈フィンランド〉

寛之（医学系研究科医科学専攻）

私は ₂₀₁₁ 年 ₉ 月から ₂₀₁₂ 年 ₆ 月の約 ₉ ヵ月間，フィン

16

ランドのユヴァスキュラ大学に交換留学させてもらいま
した。北欧フィンランドはサンタクロースやムーミンの
生まれた国です。また産業の面では，携帯電話で有名な
NOKIA などがあります。フィンランドの公用語はフィン
ランド語ですが，テレビなどで子供のころから英語に触れ
る機会が多いためにほとんどの人が英語を話すことができ
ます。
留学前に日本でできることは英語の勉強と，自分が留学
する国から来ている留学生から話を聞くことです。留学前
にその国がどんな国かを知ることで，自分が留学することを
よりイメージしやすくなると思います。
ユヴァスキュラは，首都ヘルシンキから電車で約 ₃ 時間
かかります。都会ではありませんが，湖や森など自然があ
ふれるすばらしい街です。市内にはユヴァスキュラ大学と
ヤムク大学の ₂ 校があります。ヤムク大学は日本の西南学
院大学と提携しており，ユヴァスキュラ大学外でも日本人
留学生や日本に興味を持つフィンランド人と出会うことが
できます。また大学の研究員として働く日本人も多くいま
す。
大学の授業は，留学生用に開講されているものは多くあ
りません。
その代わり担当の先生にアポイントさえ取れば，
正規の学生用の授業にも参加できます。授業は日本のよう
に生徒が座って聞いているだけではなく，常に先生が生徒
と対話をしながら進めていきます。そのため授業中に意見
を求められることもあり最初は戸惑いますが，どんな意見
でも先生は理解しようとしてくれるため，慣れれば授業が
楽しくなります。
またユヴァスキュラ大学では日本語の授業が開講されて
います。フィンランドでは漫画やゲームのコスプレが大変
人気があり，日本に興味を持つ学生が非常に多いです。そ
のためユヴァスキュラ大学では毎週水曜日に，そういった
フィンランド人の学生と日本人留学生が自由に参加して話
をできる
「日本語ミーティング」
という会が大学の図書館で
開かれています。そこで日本人研究員やフィンランドに修
士の取得に来ている学生とも出会うことができました。日
本語ミーティングのメンバーでイベントを企画したり旅行
に行ったりもしました。ユヴァスキュラに行く際には，ぜ
ひ参加して欲しいと思います。
日常生活についてですが，学生の多くは KOAS という
日本の生協のようなものが管理する寮でルームシェアをし
ています。私は Ristonmaa
（学生寮の集合しているエリア
のひとつ）に住んでいました。Ristonmaa は大学から自転
車で ₁₅ 分ほどのとても静かな場所で，ゆっくりと勉強す
るには良いところだと思います。近くの Roninmäki とい
う別の学生寮の集合しているエリアでは毎週のように学生
によるパーティがあるため，勉強に疲れたら行くと良いと
思います。食べ物はお米も売っているので，そんなに困る
ことはありませんでしたが，パッケージの表記はすべて
フィンランド語なので最初は値段を確認するのも苦労しま
した。またレジのシステムも日本とは少し違うため，最初
はフィンランド人のチューターについてきてもらうと良い
と思います。
最近は日本でも北欧への注目が高まり，興味を持つ人が
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増えています。留学を考える人もたくさんいると思います
が，最初に書いたように公用語はフィンランド語ですので
本当に英語を学びたいという人にはお勧めしません。けれ
ども，自然を大切にして自然を楽しみながら生活を送る
フィンランドの人々と触れあうことができたのは，何物に
も代え難い経験だと思います。ぜひみなさんにもフィンラ
ンドに興味を持ってもらいたいです。最後に留学中に金銭
面，精神面で支えてくれた家族や友人に感謝します。



舟崎

早織（人間社会学域国際学類）

Moi!（フィンランド語で「こんにちは」）森と湖の国，フィ
ンランド。サンタクロース，ムーミン，オーロラ，サウナ・
・
と言ったほうが，馴染み深いかもしれません。ここでは，
そんな皆さんにとっては謎が多いであろう，フィンランド
での留学生活を紹介したいと思います。
1 ．留学の動機
もともとは，
「英語の勉強＝英語圏」
という固定観念が自
分の中にあったため，
英語圏への留学を志望していました。
しかし，英語圏以外の国に視野を広げてみることでユバス
キュラ大学が ₁ ）高い水準で知られるフィンランドの教育
を学ぶため ₂ ）将来の夢である英語教師として必要とされ
る英語能力向上のため私にとって有意義な学びの場である
ことから，ユバスキュラ大学への留学を決断しました。さ
らに，①ユバスキュラ大学がフィンランド国内でも特に言
語教育に特化した大学であること②言語的にも，シャイで
寡黙な人が多いという性格的にも日本人と似通った国民性
をもつフィンランド人がどのように第二言語を習得してい
くのか，フィンランドの言語や文化の学習もしながら広い
視野から英語教育を見られること③自分自身がフィンラン
ドの教育システムのもとで英語を学べること，などが具体
的な目的となり，これらは私の留学生活における軸となり
ました。
2 ．学習
私は教育学部に属し，主に教育，言語
（英語・フィンラ
ンド語）
，フィンランド文化の授業を履修していました。
教育学部以外の授業も受講可能ですし，留学生向けの授業
は英語で開講されています。教育の授業では，フィンラン
ド教育について体系的に学べる他，フィンランド人の教師
の卵達と混ざり，発音の指導法や教室運営などをより実践
的に学ぶことができました。授業の主体は学生であり，グ
ループワークやペアワーク，ディスカッションが中心と
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なって授業が進められていきます。フィンランドは
「落ち
こぼれ」を出さない教育で有名ですが，私自身もその恩恵
を大いに受けていました。どの授業でもペアワークやグ
ループワークの中でサポートし合い，教授が意見を出しや
すいように話を振ってくれるなど，クラス全体が，全員で
授業を作っていこうとする姿勢が感じられ，学ぶこと，失
敗を恐れず英語を使って考えを発信することに対する意欲
が面白いくらいに湧き出てくるのです。まさしくこれが
フィンランドの
「教育マジック」
なのかもしれません。
また，ユバスキュラ大学では留学生に対するサポート体
制が整っており，快適な留学生活を送ることができます。
例えば，チューターは出国前から連絡を取り合い生活に
必要な手続きの手助けをしてくれます。さらに Each One
Teach One というペアでお互いに母語を教え合う学習プロ
グラム，Friendship Family Program という週末ホストファ
ミリー制度，Café Lingua というグループでの言語交換会，
日本に興味のある学生が集まってイベントを企画する日本
語サークル，留学生向けの文化体験イベントなど，様々な
機会を有効に活用することができます。
加えて，隣接する小中高校への訪問や，日本語クラスで
のティーチング・アシスタントの経験，市の文化センター
と大学の日本語クラス，高校の英語クラスで授業をさせて
もらえたことも，学んだことを最大限に生かすことのでき
る貴重な経験となりました。
3 ．言語
英語圏以外の国に留学する際に心配なのは，言語の問題
であると思います。フィンランドの公用語はフィンランド
語とスウェーデン語ですが，フィンランド人は流暢に英語
を話します。授業や他の留学生との会話も英語であるた
め，日常生活は英語中心です。しかし ₁ 年も過ごすので
あれば，その国の言語を学ぶことも大変重要なことである
と私は考えます。言語を学ぶことは，文化を学ぶことであ
り，生活の背景とその言語を使っている人間に通じること
です。私も留学当初は英語だけで十分であると考えていま
したが，フィンランド語の授業が魅力的であったこと，そ
して何よりも住んでみてフィンランドが大好きになったか
らこそ，より多くのフィンランド人とコミュニケーション
をとりたいという思いが，私のフィンランド語学習の大き
なモチベーションとなりました。
4 ．生活
フィンランドでの生活は，
とてもシンプルなものでした。
最初は，あまりの日本とのギャップに困惑するかもしれま
せん。ホストファミリーのお父さんとは，－ ₃₅℃にもな
る長い冬を乗り切る暖炉のため，森で薪割りをします。お
母さんにはむせかえるような甘い香りに包まれた森で摘み
とったキノコやベリーを使って，フィンランド料理を教え
てもらいました。夏至の日には，友人と沈まない太陽を湖
畔の焚火でお祝いし，朝まで踊りあかします。そして信じ
られないかもしれませんが， ₁ 年中湖で泳ぎ，サウナで冷
えた体を温めます。時には夜空いっぱいのオーロラショー
にも出会えます。
人々の生活にはいつも森と湖が根ざしており，何もない
からこそ，自然と共存し，人の温かさを感じることができ
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ました。今となってはその
「何もない」
生活が恋しくてたま
らないのです。家族・友人と過ごす自然の中での時間は私
にとって最大の癒しとなり，勉強への原動力ともなりまし
た。そして ₁ 年間の留学生活を通して，私はすっかりこの
フィンランドという国に魅了されてしまいました。
また，長期休暇には，国内・国外問わずとにかくいろい
ろな所へ実際に行ってみることをおすすめします。私自身
フィンランドは北から南まで，ヨーロッパは留学中に ₁₄
カ国まわった際には，出来るだけ現地と交流を持つように
し，その国での生活を体験するようにしました。多くの文
化を知り，より広い視野から多角的に留学先の国や日本を
見つめることができる貴重な経験となるでしょう。
5 ．最後に
ユバスキュラ大学での留学は自分のやりたいことが
ぎゅっと詰まった，非常に濃い，全力で駆け抜けた ₁ 年間
でした。留学の ₁ 年間を実りあるものにするかどうかは，
自分次第です。そして留学中，辛い時や迷った時に自分の
軸となるもの。それは，自分自身の留学に対する目的で
す。派遣留学の選考の際に表明した目標は，留学中の自分
にとっての一番のモチベーションであり，苦しい時に原点
に立ち返ることができました。
フィンランドで学んだ一番のことは，
感謝の気持ちです。
競争し合うのではなく，助け合いながら学びを進める教育
システムのおかげで，まっすぐな気持ちで勉強に取り組む
姿勢ができました。自然の恵みに感謝しながら毎日を過ご
し，小さなことでも Kiitos
（ありがとう）
の言葉を忘れない
フィンランド人からは多くの優しさをもらいました。そし
て何よりも，今回留学を支えてくださった家族や先生方，
先輩や仲間，そして出会った人達全ての方に心から感謝し
ています。Kiitos paljon! 本当にありがとうございました。

アールト大学


石田

〈フィンランド〉

陽太（自然科学研究科機能機械科学専攻）

＜はじめに＞
僕はフィンランドの首都にあるアールト大学に ₉ 月か
ら翌年 ₆ 月までの ₁₀ カ月間留学しました。アールト大学
は，ヘルシンキ工科大学，ヘルシンキ経済大学，ヘルシン
キ芸術デザイン大学という各分野で国内トップの ₃ つの
大学が ₃ 年前に統合されてできた大学です。ビジネスに必
要な工学，経営，デザインの知識を集約して，フィンラン
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ドの競争力を高める目的で統合されました。
＜留学の目的＞
僕の主な留学の目的は，コンピュータサイエンスを学ぶ
ことでした。僕の専攻は機械工学なのですが，大学での研
究はコンピュータサイエンスに近い分野を研究しており，
また将来は IT 企業で働きたいと考えていました。フィン
ランドは，IT 国際競争力ランキングにおいてアメリカに
次いで世界 ₂ 位の地位にあり，IT 分野では国内一のアー
ルト大学は，コンピュータサイエンスを学ぶのに適してい
ると考え，アールト大学を選びました。
＜留学中の授業＞
留学中は，
プログラムや近年主流の IT 技術，IT サービス，
スタートアップベンチャーなどのコースを取りました。個
人的に IT に関心があったので独学で勉強していたのです
が，しっかりと勉強するのは初めてだったので，ついて行
くのが大変でした。
特に印象に残っているのが，Aalto Service Camp とい
うコースです。これは工学，経営，デザインの学生 ₅ ～
₆ 人でチームを作って，IT ベンチャー企業を立ち上げる過
程をすべて体験するコースでした。非常に作業量の多いグ
ループワーク主体のコースで，週に ₂ ～ ₃ 日は終日グルー
プワーク， ₂ 泊 ₃ 日の合宿もありました。そこで僕はフィ
ンランド人，スペイン人，オーストラリア人，ナイジェリ
ア人と国籍豊かなチームで，食品アレルギーを持つ人たち
向けのサービスを作りました。実践的でレベルの高いコー
スだったのですが，せっかく留学に来たのだから挑戦して
みよう，という気持ちで受講しました。
初めのころは，グループのなかで思っていることをうま
く言えず，議論に入っていけてない状況だったのでとても
辛かったです。自分の考えはあるのですが，それを皆に納
得してもらうだけの英語力がないためうまく伝わらず，そ
の結果自信を無くしてうまく喋れませんでした。思ってい
ることが伝えられないのはとても悔しくて，つらくて，何
度も逃げ出したくなりました。
そこで僕は，自分のアイディアを説明するのにあらかじ
め図を作っておき，口でうまく言えない部分を図で補って
説明することを試みました。また他のことも出来るだけホ
ワイトボードで図を書いて説明するようにしました。そう
することで次第にチームの皆がより自分の考えを理解して
くれるようになり，議論に入れるようになってきました。
最終的に図を用いて説明した自分のアイディアが採用さ
れ，チームに貢献できたのはとても嬉しかったです。異文
化間のコミュニケーションの壁は高く，挫折しそうなこと
もありましたが，やりきった時に今までにない達成感を味
わうことができました。
＜友人関係＞
僕は留学に行く前に，留学先での友達づきあいに対して
なんとなくこんなイメージを持っていました。欧米からの
留学生達とパーティ三昧で，ガンガン音楽の鳴り響く部屋
でダンスしたり，遊びにいったり，お酒を飲んだり…。実
際にそういうパーティはたくさんありました。イメージ通
りの友達作りをするために，何度かパーティに参加して友
達を作ろうとしましたが，激しいノリについていけずにう
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まく立ち振る舞えませんでした。結果，本当に親しい友人
ができなくて苦労しました。
しかしよく考えると，僕は日本でダンスをしませんし，
激しいノリよりも落ち着いている方が好きです。したがっ
て日本では周りの友達もそのような人が多いです。そんな
僕がいきなり異国の地に行って，全く違う性格の人と仲良
くなるのは難しいと思いました。もちろん，違った価値観
の人と仲良くなれるのは素晴らしいことです。ですがそれ
にこだわって友達ができないのは本末転倒です。
そこで僕はそういったイメージを捨て，色んな人と深く
交流することにしました。そうすると，何人か親しいフィ
ンランド人の友達ができました。友達は割と落ち着いた性
格の人が多かったです。その友達とは，フィンランドや日
本の料理を一緒に作って食べたあとサウナへ行くという，
フィンランドらしいゆったりしたホームパーティを毎週
やっていました。また友達の実家のホームパーティに呼ん
でもらって，フィンランドの一般家庭の趣を味わえたのは
とてもよかったです。帰国後，日本社会の早い流れの中で
生活していると，フィンランドのゆったりとした生活が恋
しくなります。
特に仲良くなったフィンランド人の友達とは，じっくり
なんでも話し合える仲になりました。サシで何時間も議論
し続けられる一生ものの友達です。僕は少し難解なことを
英語で言おうとすると，焦ってうまく言えないか，簡単な
表現に直して言うしかありませんでした。ですがその友達
と議論するときは，しっかりと話を聞いてくれたので高い
レベルで議論ができました。彼と議論した日本とフィンラ
ンドの違いは，僕にとってとても貴重な経験です。
当たり前のことなのですが，外国人にも派手好きな人も
いればおとなしい人もいて，自分と合う人，合わない人も
でてくるわけです。そういうことを無視して，イメージ通
りの友達を作ろうとして失敗したのだと思います。相手は
○○人だから・・じゃなくて，個性を持った人なのだと認
識して，しっかりコミュニケーションを取ることが大事だ
と学びました。
＜これから留学に行く皆さんへ＞
留学に行く前は，
留学先では外国人の友達いっぱいつくっ
て，授業もたくさん取って，課外活動もして・・など，皆
それぞれ理想を持っていると思います。留学に行くと，た
くさんの刺激を受けて勢いがつくので，そのままうまくい
くこともあります。一方で理想通りいかず，つらいことも
あります。₁₀₀％理想通りになって楽しいなんてことは絶対
にありません。必ず理想と現実にギャップがあり，それを
頑張って埋めたり方向修正することが大事です。そこで必
死になって考えたことというのは，留学後の生活にも大き
く影響してくると思います。したがって留学中に考えたこ
とはしっかりとメモに残しておくことをオススメします。
また世間の一般的な留学のイメージというのは理想化さ
れすぎていると思います。これに振り回されると，こんな
はずじゃなかったのに，と落ち込みます。ですが留学の形
は一つではなく，一人ひとりそれぞれの色があります。一
般的な理想に振り回されず，自分のやりたいことを出来る
範囲で頑張れば，
より充実した留学生活になると思います。
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〈ドイツ〉

詩織（人間社会学域人文学類）

自分が留学を志した時に，先生や留学した先輩に聞いて
役に立ったこと。また，聞いておけばよかったこと。
後輩へのメッセージになるように
0 ．はじめに
今この報告書を読んでいる方々は派遣留学に興味を持っ
ており，実際に留学を経験した人の率直な感想や，具体的
に留学で得たものは何か，ということを知りたいのではな
いだろうかと思うので，主にその ₂ 点について，私が ₁ 年
間留学したドイツという国の様子を交えつつ述べようと思
います。
1 ．留学に行ってしかできない勉強がある
最初の集中語学コース
（intensive Sprachkurs）で の 約
₂ ヶ月は苦しいものでした。ドイツ語をほとんど話せない，
通じない。また，他の留学生たちが日常生活において英語
で話すため，英語の不得意なわたしはうまくコミュニケー
ションをとることができませんでした。日本語を話すのは
週 ₁ 回程度の Skype と，ひとりごとだけ。もちろん留学生
向けであるこの語学コースにドイツ人学生はいないため，
ドイツ人の友だちもできない…とても辛く，寂しかったで
す。しかし心の底ではこの ₁ 年を無駄にしてたまるか，絶
対に他の留学生に負けない，と強い気持ちを持って勉強を
続けました。
他のクラスメートより語彙が乏しく，授業中の文章の理
解が間に合わなかったので，教科書の文章は事前に辞書で
調べて読み込んでおき，家では大きな声で読み上げて発音
の練習もしました。スーパーに買い物に行けば野菜や果物，
生活用品の名前をメモして覚え，道を歩けば標識や看板から
さまざまな単語を学びました。
単語を教科書から学ぶことは日本でもできるので，ドイ
ツに来ることでしかできない勉強をしようと心がけていま
した。
さらに，友だちと話していて分からないことがあればす
ぐに
「どういう意味？」
と質問し，会話で使う表現や，短く
便利な言葉を覚えていきました。真似をすることから始め
たので，友達の口癖がすぐにうつってしまいました。わた
しの友だちは，ひとつのことについて説明をしだすとすご
く詳しいところまで教えてくれました。ディスカッション
がすごく好きな人たちだったので
「それは違う！」
と横やり
を入れられて時には全然違う話題になってしまうまでに白
熱して一つの単語について議論したこともあります。その
おかげで一度質問した単語の意味を忘れることはなく，結
果，辞書には載っていないようなネイティブが使う現代の
ドイツ語を使うことができるようになり，文学や語学を学
ぶためだけでなく，人と話すためにドイツ語の能力をつけ
たいというのが留学動機のひとつであったわたしにとって
は，単純ですがとてもいい勉強法でした。
2 ．留学をして得たものとは？
留学を通して自分が変わったな，
と思うことがあります。
それは，自分に自信を持ち，何にでも前向きに取り組む
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ことができるようになった点です。ただ散歩しているだけ
で声をかけられて何の接点も無いところから友達ができた
り，道にずらっと路上駐車された車を見ながら，日本とは
違うドイツ人の生活スタイルを考えることができたり，と
いう何をしても初めての経験につながっていく留学中の生
活なので，自分を成長させるためには常に行動あるのみだ
と考えていました。どんなことからも何かを吸収しようと
するモチベーションの高さは，日本にいた時のわたしには
なかったものです。この変化が自分に自信を与えました。
また，これは帰国後に気が付いたことですが，全く知り
合いのいない一度も訪れたことのない街にひとりで降り立
ち，
覚えたての言葉を使って何とか生活し，
毎日大学に行っ
て友達と話して遊んで，
ときには問題が起きて困り果てて。
そんなことをしているうちに，常にある意味での重石を背
負った生活に慣れてしまい，日本で暮らすことがすごく気
楽になった，とも感じています。
3 ．おわりに
先ほども述べたように，留学で得たものは自信と，まだ
まだたくさんありますが，もうひとつ大切だったと思うこ
とがあります。それはたくさんの人々との出会いです。は
じめはコミュニケーションがとられなかった留学生とも一
緒に旅行やスポーツをして，別れの際には涙を流すまでに
仲良くなることができました。様々な国から様々な目的を
持って，でも一緒にドイツ語を勉強するというのはとても
貴重な機会だし，楽しいものです。ドイツだけでなく，す
でに何ヶ国かに留学したような気分です。また，ドイツで
暮らす日本人たちとの出会いもありました。日本という国
に誇りを持っていたり，逆に日本が嫌でドイツに暮らして
いたり，状況は様々でしたが，いずれにせよ自身の生活を
満喫している人々を見ると，人生の選択の余地の広さを感
じました。そしてもちろん，博識でわたしにたくさんのこ
とを教えてくれたドイツ人たち。ささいなテーマでとこと
ん盛り上がる彼らの輪の中に割って入るのは至難の業でし
たが，分からないことがあればとことん教えてくれて，わた
しの存在を大切にしてくれた彼，彼女たちがいなければわた
しの留学生活はとことん無意味になっていたと思います。
これから留学を考えている人に向けての実用的な情報は
報告会でも，個人的にもいくらでも相談にのります。これ
は派遣留学の機会を与えてくださった大学に対しての感謝
のかたちです。ドイツに限らず，留学というひとつの経験
は多くのチャンスや変化をあたえてくれます。今後も金沢
大学から多くの後輩たちが世界に出ていってくれたら嬉し
いです。
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ナンシー第二大学（現ロレーヌ大学）〈フランス〉


神田

康平（人間社会学域地域創造学類）

私はナンシー第 ₂ 大学へ約 ₄ ヵ月の間，留学をさせて
頂きました。手伝って下さった先生や留学生係の職員の方
をはじめ，本当にありがとうございました！ 約 ₄ ヵ月
という短い時間でしたが，
私にとっては非常に中身の濃い，
人生の中で最も有意義な ₄ ヵ月間でした。今回の報告書
では，①準備
（費用と勉強）
，②フランスでの生活，③授業，
④良かったことの ₄ 点について報告させて頂きます。
まずは，①留学準備です。私の場合，留学準備から帰国
までのなかで，留学の費用をどうやって調達するのかが最
も難しい問題でした。というのは，情けない話ですが，給
付型の奨学金を取れるような成績でもなく，両親からも資
金援助は受けられない状態でしたので，自分の力で準備す
る他なかったからです。生活費に関しては，両親からの仕
送りも一切ないので，生活する分の費用に加えて留学費用
もアルバイトと奨学金で賄うことになりました。
フランスの場合，留学ビザを取得するためには一か月あ
たり，最低 ₆₁₅ ユーロの経済証明が必要です
（₂₀₁₂ 年 ₁₂ 月
現在）
。つまり， ₁ 年間のビザを取る場合ですと，申請時
に ₆₁₅ × ₁₂ ヶ月分は最低でも蓄えておかなければなりま
せん。私は ₄ ヵ月だけでしたので，これ程高額ではなかっ
たのですが，半年以上分は用意しました。加えて，第 ₁ 種
奨学金を留学中も受け取れるように手続きしたので，これ
で現地でお金に困るようなことはなかったです。
留学したいけれどお金がなくて…という方，結構いらっ
しゃるかと思います。でも，何とかなるものです。 ₁ 番良
いのは，成績優秀で給付型の奨学金も貰うことですが，そ
れができないからといって諦めるにはとてももったいない
です。それ以上の価値が留学にはあります。
フランス語に関しては， ₂ 年後期時に仏検準 ₂ 級を取っ
ていました。最低でも， ₃ 級レベルの文法と，綴りと音の
関係性ぐらいは頭にいれておいた方が，現地到着後の伸び
が違ってくると思います。英語はナンシーではあまり通じ
ないので，気をつけてください。
次に②フランスでの生活に関してですが，これまで感じ
たことのない感情というものをたくさん経験しました。そ
れはどちらかというと，喜びや楽しさよりも，辛さや驚き
といったものの方が多かったです。私が留学中，最も感情
をつき動かされたエピソードを ₂ つ紹介します。
₁ つは，フランス人の友達がパリを案内してくれた時の
ことでした。夕食をレストランで済ませた後，外に出る
と，₄₀ 代後半ぐらいの女性から
「今日食べるものがありま
せん。お金を頂けないでしょうか」と言われたのです。こ
れには非常にショックを受けました。
行ってみればわかるのですが，フランスでは多くのホー
ムレスの方が道端に座っているのに気づきます。
彼らは
「お
金をください」という看板を掲げて，道行く人にも同様の
声を掛けます。フランスに着いて約 ₁ ヵ月。自分の中で
はそういう光景に対して慣れていたつもりでしたが，面と
向かって直接言われたのは初めてでした。私と友達は少し
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ばかりのお金を彼女にあげたのですが，
遠くを見ると，
エッ
フェル塔が光り輝いている光景が，その時の状況と対照的
で，その光もどこか虚しく感じられました。ただし，日本
が貧困というものを一般の人から目に見えないように隠し
ているのに対し，フランスではこのように自分は貧困だと
外部に発信できる分，まだ健全なのかも知れません。
₂ つめは，フランス人のジョークのきつさです。冗談が
冗談に聞こえないのです。これには私も何度か泣かされま
した。友達から教えてもらった単語や地名を私が忘れる度
に，
「T’
es nul」と言ってくるのです。これは，「お前は全
然だめなやつだな」
「使えねぇな」
といった意味です。これ
を頻繁に使ってくるので，外見上は気にしてないように振
舞っていましたが，心の中では本当にきつかったです。
言われる度に我慢して溜めこんでいたのですが，とうと
う爆発する時が来ました。私が友達の家の机で勉強してい
た時です。彼が横から
「何で君はそんなに勉強するの？
そんなの無駄だよ！ だって，君はすぐ忘れるんだから。
」
と言われ，今まで溜めこんできたものが爆発してしまいま
した。私が涙ながらに
「何で君はそんなにひどいことを言
うんだ，俺は真面目にフランス語覚えようと頑張っている
のに」
と言うと，彼も泣いてしまって，
「君をそんなに傷つ
けていたとは知らなかった」と言ってくれました。日本で
同じようなことを言われたのなら，私はそこまで気にしな
かったと思います。
言葉が十分に理解できないのに加えて，
意見や感情をうまく伝えられないといったことからくる，
孤独を感じる環境の中で，
デリケートになっていたのです。
個人的には，俺が
「T’
es nul」と言われる度に落ち込んで
いたのを，彼が全く気づいていなかったことに驚いたので
すが，基本的に言葉にして出さないとわかってくれない文
化なのでしょう。これに対して，日本人は相手の気持ちを
読み取る能力に長けており，その意味で過ごしやすい国な
のだと思います。
後からわかったのですが，
「T’
es nul」というのは仲が良
いからこそ言える冗談というのを，別の友達から教えても
らいました。これ以降は，冗談を冗談で返すようにし，ス
トレスを溜めこまないようにしました。それでもギョッと
する冗談が彼らの口からは出てくるのですが，大切なこと
は気にしないことです。
₃ つめは③授業についてです。初めクラス分けのテスト
があるのですが，私が少し遅れてナンシーに到着したせい
か，リスニングのテストがなく，リーディングとライティ
ング，それからスピーキングのテストのみ受けました。そ
のせいか，結果は ₈ 段階あるレベルのうち，上から ₂ 番目
の高さにある ₇ のクラスに配属されました。正直，かなり
大変でした。自分にはレベルが高すぎるからと，メールで
クラス変更のお願いをしても，とりあえずやってみなさい
と言われ，その後直接先生に伝えても
「頑張れ！」
と言われ
るだけ。結局最後までクラス変更なしだったのですが，も
う少し強く言っておくべきだったと後悔しています。皆さ
んも，ちょっと自分にはレベル高いなと感じたら，クラス
変更をお願いするべきです。初めは断られるかも知れませ
んが，言い続けたらきっと聞いてくれるはずです。
最後に④の良かったことについてです。ここまで読まれ
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た方は，あんまり良いことなかったんじゃないかと思われ
るかも知れませんが，むしろ良いことだらけで，とても良
い経験をさせて頂いたと思っております。私は，留学生活
以外でこんなに感情が揺れ動いたことはありませんでし
た。その時は一生懸命できついと思っていたことでも，今
こうして想い返してみると，行って良かったと思えること
ばかりです。留学に少しでも行きたいという志があるなら
ば，絶対に行くべきです。そこには，今まで経験したこと
のない世界があります。



加藤

充志（人間社会学域経済学類）

僕はフランスのナンシー第 ₂ 大学に行きました。大学付
属の語学学校に入り，毎日フランス語の学習をしました。
特に僕の場合，渡航時の語学レベルが低かったため， ₈ つ
あるレベルのうち下から ₂ 番目のクラスに配属されまし
た。クラスメイトはスペイン，
シリア，
ペルー，
ベネズエラ，
中国や韓国といった国からの人たちで，主に現地で進学や
就職をするためにフランス語を学んでいました。週 ₂₀ 時
間みっちり授業があり，フランス語以外の言語は皆使わな
いようにしていたことと，日本人の学生は他にはいなかっ
たので，始めは先生が何を言っているのか分からず，とて
も苦労しました。ここでどのように僕が学習を進めたか，
少し紹介しようと思います。
始めのうちは何を言っているのか本当に分かりません。
そもそも語彙が少なく，簡単なフレーズすら頭に入ってい
ないからです。そこでまずは単語を入れ替えるだけで他の
文が出来上がる，汎用性があるものを中心に基本の言い回
しを覚えました。
複雑な活用のある言語の場合，
はっきり言って大変です。
そこで je veux 動詞の原型（英語の I want to DO にあたる）
のように活用を知らなくても会話ができるものから始めま
した。
また，自己紹介を流暢さ，発音ともに完璧にしました。
始めのうちは何度も繰り返す表現なので，これが滞りなく
言えるようになると自信がつきます。
それからフランス語の場合，数字が複雑です。始めは理
解が追いつかずに聴き取りにとても苦労しました。この課
題を克服するために，日曜日には朝市に行きました。スー
パーでは買いたい商品をレジにおくと，勝手にレジ係の人
が計算してくれて，モニターに金額が映し出されます。し
かし市では様々な種類の商品
（主に野菜ですが）
を複数の売
り主から買います。それも金額はだいたい口頭で伝えられ
るので，始めのうちは数字の聴き取りのいい訓練になりま
した。
また，初学者の場合，聞いて分からないことを質問して
もやはり分かりません。分からないことは家で調べてある
程度理解してから学校で質問してみましょう。日本語で調
べてもかまいません。面白いほど理解できます。
この方法が功を奏したのか， ₂ 学期間の留学中の目標で
あったフランス語試験の B ₁ レベルに ₁₂ 月に合格するこ
とができました。
後期はグループ ₅ に配属されました。前期は完全固定の
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時間割で基礎学習が中心でしたが，後期は必修の他に選択
科目を選択することができたので，コミュニケーションに
重きを置いた時間割にしました。
ナンシーでは勉強以外にも多くの活動に参加しまし
た。特にフランスの一般家庭に行ってご飯をご馳走になる
Faim d’
echange と地元の高校生との交流が印象に残って
います。
Faim d’
echange では普段見ることのないフランスの一
般家庭にお邪魔し，
アルザス地方の伝統料理であるベック・
オフを頂きました。訪問する前はまだ自分のフランス語能
力が低かったので不安に思っていたのですが，奥さんが日
本人の方だったのでお恥ずかしいながらたまに頼ることで
楽しい時間を過ごすことができました。この夫婦とはその
後もいっしょにクリスマス市に行くなど深い付き合いをす
ることができました。
最後に後輩へのアドバイスです。
海外は日本ほど安全ではありません。身の回りには注意
しましょう。
身分証
（パスポート）
は携帯しましょう。旅券を持ってい
なかった日本人学生が駅で職質され，警察に一事拘留され
る事件がありました。
女性は服装に注意しましょう。日本の
「カワイイ」や
「大
人っぽい」
は残念ながら海外では
「春を売る人」
の服装です。
また男だからといって安全ではありません。知らない人
には付いて行かないようにしましょう。
学校だけが勉強の場ではありません。スーパー，レスト
ランや駅などいろいろな場所が学習の場になりえます。

ダブリンシティ大学


中西

〈アイルランド〉

悟（人間社会学域経済学類）

私は大学 ₃ 年の ₉ 月から翌年 ₇ 月の交換留学でした。こ
の経験が今後英語圏や Dublin City University
（以下 DCU）
への留学を考えている方のお役に立てればと思います。
【準備】
留学を志す人にとって，派遣大学先が提示する TOEFL
の点数を取ることは言うまでもなく重要です。私は合計
TOEFL を三回受験しました。聞いたこともあるかと思い
ますが，TOEFL は受験すればするほど点数が上がる傾向
にあります。それは試験に慣れるからです。TOEFL さえ
突破できれば，それ以外の準備
（専門分野や日本理解等）
に
時間を使うことができます。
「まだ勉強不足だから」
「まだ
締め切りまで時間がある」等と言わず，機会があればどん
どん受験することをオススメします。
また TOEFL 学習と並行して忘れてはいけないのが，派
遣大学先の情報収集です。私は DCU の情報を得るため，
すでに DCU へ留学された先輩方に会う・DCU からの交
換留学生と仲良くなるよう努めました。やはり直接情報を
得る方が具体的に留学先でのイメージを掴みやすいです
し，その後のモチベーション向上にも繋がりました。事前
に
“自分”
で情報を掴み，考え，行動していくことも
「留学」
の意義だと感じました。
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【大学環境】
大学は市街地からバスで ₂₀ 分程離れた住宅地域にあり
ます。主要空港であるダブリン国際空港からもアクセスが
良いです。主に使う施設は図書館，各授業講義棟，留学生
窓口，学生組合，コンビニ，ジム等です。DCU では希望
を出せば，相互語学学習のための紹介サービスも大学側で
行ってくれています。
【生活面】
多くの留学生は大学の寮に入居します。アイルランドで
はルームシェアが基本的です。キッチンとリビングは共同
スペースで個室が別にあります。私のフラットは他 ₄ 人と
もアイルランド人女性だったため，比較的落ち着いて生活
することができました。もちろん，希望があればフラット
の変更や，
退寮し自分でアパートを借りることもできます。
食料品は大学から徒歩圏内に大型商業施設があり，市街地
に出ればほとんど困ることはありません。アジアンマー
ケットだけではなく，映画館やレストラン等，日本と変わ
らない生活ができます。
【学習面】
学部別，授業の難易度
（学年別）
で分けられているので履
修科目を選びやすいです。もちろん授業によって制限はあ
りますが，基本的に留学生は学部の垣根を越えて履修をす
ることが可能です。授業は ₁ 回 ₅₀ 分週に ₂ 回あるのがほ
とんどです。また種類として lecture と seminar に分かれ
ているので，自分の希望する形態を選べます。授業内容に
ついては WEB サイトからシラバスが閲覧可能なので見て
みてください。日本の大学と同じように出席点・レポート・
中間試験・期末試験で成績が決まります。DCU には留学
生用にアドバイザー
（日本語担当の先生）
をつけてもらえる
ので留学生係の人と並行して助言を頂くことができます。
【最後に】
留学には様々な
「機会」
があります。それを活かすかどう
かはあなた次第です。
“能動的”
に行動することで同じ留学
でも全く違う経験ができると思います。これから留学を予
定している人は目的意識を忘れず，留学前からいろんなこ
とにチャレンジしてください。私もサポートする側として
なにかお役に立てれば幸いです。
気軽に連絡してください。
ダブリンでの一年間は私にとって
「特別な一年」でした。
大学内外での活動を通して多様な人，価値観に出会うこと
ができました。当たり前に考えていた家族や友人の存在が
どれだけ自分の支えとなっていたか改めて気づくことがで
きました。それらは今後，私の人生の重要なベースになる
と思います。このような経験ができたのは，機会を与えて
くださった金沢大学・DCU の先生・留学生係の方々，家族，
アドバイスを頂いた先輩方のおかげです。本当にありがと
うございました。



澤口

佳歩（人間社会学域経済学類）

はじめまして！ 経済学類の澤口佳歩です。私は ₂₀₁₁
年 ₉ 月から一年間，アイルランドのダブリンシティ大学
（DCU）
に留学していました。
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【留学の目的】
中学生の頃から英語が好きで
「いつかは留学したいな～。
将来は海外で働いてみたいな～。
」
なんて漠然と思っていた
私ですが，実際に留学を決意したときに考えていたことは
以下の二つです。
①英語で専門科目の授業を受けたかった：
「言語は意思疎
通の道具だから，ただ英語が話せるだけじゃ海外では働け
ないんだよ。
」
という高校時代の恩師の言葉をうけて，大学
では英語で何か専門科目を学びたいと思っていました。そ
こで，国際会計基準に興味を持ち，すでに国際会計基準が
適用されている EU 圏で会計学の授業を受けようと思いま
した。
②社会に出る前に海外で生活してみたかった：
「将来は海
外で働きたい。いろんな国の人と仕事がしたい。
」
と思って
いた私ですが，ふと
「
（そういえば私海外で生活したことな
いけど，
）
言葉も文化も違う人に囲まれた環境で，私はちゃ
んとやっていけるのか？」ということを疑問に感じたので
す。
【アイルランドでの生活】
アイルランドがどこにあるか，みなさんは知っています
か？イギリスの隣にある北海道と同じくらいの大きさのア
イルランド島…の南側約 ₆ 分の ₅ がアイルランド共和国
です。ちなみに北東部はイギリス領です。北アイルランド
問題を思い浮かべる人もいるかもしれませんが，基本的に
アイルランドは治安のいい国です。
人もフレンドリーです。
一部治安の悪いエリアもありますが，そういう地域に近づ
かないようにして，日頃からそれなりに注意していれば危
険な目にあうことはないと思います。
公用語は英語とアイルランド語ですが，アイルランド語
は義務教育で習っただけという人も多く，一部地域の人以
外は英語で生活しています。アイルランドの英語は訛りが
ありますが，個人的にはダブリンのアクセントはそんなに
聞きにくくないと思います。地域によってはものすごく聞
きにくい英語を話す人がいますが
（私のルームメイトがそ
うでした）
，日本語に方言があるのと同じですし，慣れる
しかないです。
【大学の環境】
大学はほどよい大きさだと思います。敷地内に図書館，
食堂，パブ，寮，スポーツジム，コンビニ，薬局，ホール
があります。大学のバス停からシティセンターまでは ₂₀
分くらいで，バスの本数もけっこう多いです。大学から歩
いて ₁₅ 分くらいのところにはショッピングセンターがあ
り，大抵のものはそこで揃えられます。
学内には学部生用の寮が三種類あって，私はそのうちの
Hampstead Apartment に住んでいました。リビングとキッ
チンはルームメイトと共用で，個室にトイレとシャワーが
ありました。私のルームメイトはアイリッシュの女の子 ₄
人でしたが，部屋によっては全員留学生だったり，女子 ₁
人と男子 ₄ 人だったり，様々です。
サークルもいろいろあって，私は Japanese Society と
ヨガサークルに所属していました。Japanese Society は
DCU で日本語を勉強している学生と留学生が交流する
サークルで，このサークルを通して多くの友人ができまし
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たし，現地でのイベントに参加するきっかけにもなりまし
た。
【授業】
DCU に留学する場合， ₅ 月頃に応募書類と一緒に履修
登録の用紙を送ります。
「授業のレベルや雰囲気が分から
ないのに，もう決めないといけないのかぁ…」と不安に感
じるかもしれませんが，これはあくまで仮登録なので，そ
の時点で興味のある授業を登録しておいて問題ありませ
ん。交換留学生向けのオリエンテーションのときに，履修
登録の方法や留学生向けの英語の授業の説明があります
し，正式な履修登録の前に日本人の先生との面談もあるの
で，先生と相談して決めることもできます。
DCU には交換留学生がたくさんいるので，留学生用の
英語の授業は豊富でした。他の国から来た留学生と仲良く
なれたり，文化の違いについても学ぶことができたりする
ので，いくつか取ってみたらいいと思います。
専門科目に関しては，幅広くいろんな学部の授業を選
ぶことができました。私は会計の授業やグローバルカル
チャーの授業などを取りましたが，やはり基礎知識がある
と授業についていくのも少し楽になると思うので，日本に
いるときから専門科目をしっかり勉強しておくべきだと思
います。
【終わりに】
私にとってこの一年間は長いようで短いようでやっぱり
長い，濃厚な日々でした。留学中も帰国してからも，辛い
ことや大変なことはいろいろあって，悩みっぱなしの毎日
でした。ですが，その分自分としっかり向き合うことがで
きたと思います。留学し始めの頃は，私の発音が悪かった
せいか何度も聞き返されたりして，自信をなくして人と話
すのがこわくなったこともありましたが，今思えばそれも
貴重な経験です。
最後になりましたが，これから留学するみなさんが有意
義な生活を送れることを願っています！

ノルウェー科学技術大学


松田

〈ノルウェー〉

崇志（人間社会学域国際学類）

私は，平成 ₂₃ 年 ₈ 月から翌年の ₆ 月までのおよそ ₁₀ カ
月間，ノルウェーにあるノルウェー科学技術大学
（以下
NTNU）に留学させていただいた。本学から初めて NTNU
に留学するということで，右も左も分からなかった私が，
ノルウェー留学を通じて，どのような苦労をしたか，また，
どのような心がけを大切にすべきかについて，微力ながら
後輩へのメッセージとして残す所存である。
そもそも，私がノルウェーというヨーロッパ北端の国を
選んだ理由として，大きく ₂ つある。 ₁ つに，自分の専門
である第 ₂ 言語習得について，ノルウェー語を公用語とし
ながら，大半の国民が英語を流暢に操るというバイリンガ
ルの国で，より実践的に学びたいと思ったからである。 ₂
つに，これは不純かもしれないが，日本ではあまり知られ
ていない，マイナーかつ英語が通じる国に行きたかったこ
とが挙げられる。今の時代，イギリスやアメリカ留学に行
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く日本人は多いが，ノルウェーはどうだろうか。話のネタ
になるだろうと，興味本位で選んだといっても過言ではな
い。
私がこのような理由で留学を決断したのは，大学 ₂ 年
の冬だった。というのも，₁₁ 月の派遣留学候補者選考で，
落選したためである。このとき，派遣留学の権利を得るた
めには，準備というものが非常に大切であるということを
痛感した。選考に提出する書類は早めに，特に TOEFL な
どの英語の試験には，とにかく早い時期からの勉強が必要
である。もし，派遣留学に行きたいと考えている読者がい
て，まだ TOEFL を受けたことがないのなら，これを読ん
だあと，ただちに TOEFL を申し込むべきである。個人的
な意見として，
「勉強してから受ける」
というスタンスより
「受けてから勉強する」
の方が，
その後の勉強の捗りが良い。
費用や労力がかかる試験ではあるが，受験に時期尚早とい
うことはない。
第 ₂ 次の選考で，ようやく権利を手にしたのは ₂ 月で
あった。ここで，あくまで，本学の留学候補者となるわけ
だが，いかんせん実際に留学する ₈ ～ ₉ 月まで，時間が
たくさんある。と，
誰しもが思うだろう。光陰矢のごとし，
時間が経つのはあっという間で，意識的に目標を持って勉
強に取り組まないと，留学後に大変な苦労をする。とはい
うものの，
私が
「これから留学するんだ」
と実感を得たのは，
現地へと旅立つ飛行機の中であり，勉強のモチベーション
は浮き沈みが激しかった。しかし，やはり留学後，授業に
ついていくこと，課題をこなすこと，友だちと話すこと，
どれも苦労した。この苦労は，留学直前までの努力で和ら
げることができるのではないか，と私は考える。
さて，ここからは，留学中に大変だったこと，失敗した
ことをアドバイスという形で述べようと思う。もちろん，
留学を総括した感想というのは，
「楽しかった，良い経験
になった。
」
という言葉で簡単に表せる。しかし，どんなこ
とが楽しかったのか良い経験になったのかは，人によって
異なるだろうし，それをここで述べても，留学後の楽しみ
が減ったり，
新鮮味を感じなくなったりするかもしれない。
脅しのように聞こえるかもしれないが，少なくとも私が苦
労したことを教訓に，読者のそれぞれが少しでも留学の大
変なところを感じとり，同じ轍を踏まないでいただければ
幸いである。
₁ つ目は，日本の文化・言語・食事など幅広い分野に関
しての知識があると便利だということだ。派遣留学では，
提携先の大学に，日本語学科やそれに準ずる機関が存在す
るはずだ。そこには必然的に，日本に興味を持っている人
や日本語を上達させたい人が大勢いて，日本人を見るやい
なや，声をかけてくるかもしれない。日本人だからといっ
て，
あれこれ質問してくるかもしれない。そうなったとき，
“I don’
t know”で済ませるとがっかりされるかもしれない。
事実，私の周りにも日本に興味がある，ないに関わらず，
日本についての質問してくる友だちは多かった。日本人だ
から日本のことは知っていて当たり前，と周りの外国人は
思っていることが多い。特に，コアな文化，経済や政治の
分野まで話が及ぶと，英語力より既存知識の乏しさで答え
られないことが多々あった。日本についてたくさん学んで
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おけ，とは言わないが，ある程度知っておくと友だちとの
会話で苦い思いをすることはあまりないのではないか，と
考える。
₂ つ目は，やはり，授業の受け方，どのように勉強して
いくか，目標をどのように達成していくかを明確にしてお
くことが望ましい，ということだ。長期的な留学というの
は，一見，さまざまな知識を身につけ，語学力を伸ばし，
専門性を身につけることができる絶好の機会だと思われ
る。しかし，実際のハードな内容や授業形態など環境の違
い，語学力の不足によって，毎日毎日が手一杯になり，本
来の目的や計画していたプロセスから離脱してしまうこと
もある。私も，レポートやプレゼンテーションに追われ，
「クリアすればよい」
と目標を最低限に修正し，ずるずると
結局は自分の限界にチャレンジすることができなかった。
また，現地に行って，自分の想定していた授業とは異なる
内容を講義されることに気づく，ということもあった。こ
のような失態を防ぐためにも，大学・授業選び，最終目標，
どのようなプロセスで力を養っていくか，どのように困難
に対処していくか，などを事前に逆算的によく考えること
が大切である。
私は，ここでは書ききれないほど，失敗が多くあった。
だが，その経験の多くは今，本学に復帰し勉強している中
でも生きている。そういう意味では失敗とは言わなくても
いいかもしれない。しかし，より有意義な留学生活を送る
ために，上記のことに留意していただき，今一度，留学す
ることを自分がどのように捉えているか考えてほしい。そ
して，自分に投資すればするほど，留学は素晴らしいもの
になるだろう。
かなり生意気なことを書き連ねてしまったが
（NTNU や
ノルウェーのことに触れず，すみません）
，留学を考えて
いる皆さんが思い思いの成功を手にすることを切に願って
いる。

バルセロナ自治大学


〈スペイン〉

下伊豆ちひろ（人間社会学域国際学類）

「poco a poco」
私の留学を支えてくれた言葉です。スペイン語で
「少し
ずつ」という意味です。初めてのスペイン，初めてのヨー
ロッパ。右も左も，前も後ろもわからない私に，日常の簡
単な会話さえままならない私に，周りの友人や先生，バ
スで出会ったおばあさんまでもが，
「poco a poco, poco a
poco（ 少しずつ，少しずつよ。）」と励ましてくれました。
一年間，本当に少しずつ少しずつ，でも確実に成長する自
分を，しっかり実感することができました。
今回，派遣留学の報告書を書くにあたって，スペイン，
バルセロナ自治大学での ₁ 年間の留学を終えて，これから
留学を控える後輩たちにアドバイスとなればと，いくつか
自分なりに考えてみました。
まず一つ目は，しっかり準備をして欲しいということで
す。すでに述べたように，私の，留学スタート時のスペイ
ン語力は，かなり低いもので，今思えば
「よくあんなレベ
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ルで留学を決意できたな。
」
とその勇気を褒めてやりたいく
らいです。もちろん成長はしました。そのための努力もし
たし，あの
（低い）
レベルからよくここまで頑張ったと，自
分の伸びしろには満足しています。しかし，留学に行く前
の時点で，もっとできることがあったと痛感したのも事実
です。習った範囲の文法事項の定着，必須単語の暗記，日
本にいてもできることを留学先でやるのは，本当にもった
いないと思います。留学でしかできないことがある，得ら
れないものがある，
身につかないことがある。だからこそ，
日本でもできることは日本でしっかりやっていく必要があ
ると感じました。 ₁ 年間の留学で ₁₀ 伸びるとして，₀ の状
態でスタートすれば，帰国時は ₁₀。でももし，₄ まで日本
で頑張ってから留学に行けば，₁₄ になって帰って来れる
かもしれない。向こうについてからスタートではなく，留
学が決まった時点から出発までの間に，どこまで自分を伸
ばせるかが，向こうでの ₁ 年間に大きく影響するというこ
とを覚えておいて欲しいのです。
二つ目は，
食わず嫌いをしないで欲しいということです。
食べ物ももちろんですが，いろんなイベントや活動，パー
ティー，授業。
「たぶん私には合わないだろうな」
と，やる
前から，行く前から，ストップをかけてしまうのは本当に
残念だと思います。もちろん，合わないこともあるし，気
に入らないことだってあります。そんなことのほうが多い
かもしれません。日本とは違う環境，文化，好み，習慣。
いろんな
“初めて”
がそこにはある。やってみて，行ってみ
て，好きになれなかったら，それはそれで仕方ない。そこ
で一つ
「あ，私はこれがあまり好きじゃないんだ」って学
ぶはずです。それが大事なんだと思います。確かに留学の
最大の目的は，目標言語の習得かもしれません。しかし，
その言語を話す国・地域に根付く文化や習慣，そして人々
を理解することが，言語習得に大きくつながることは明ら
かで，それは私自身が身をもって実感してきました。体当
たりでその土地ごと言語を学ぶことで，生きた言語を，生
きたまま体得してくることができると思います。
そして三つ目は，とにかくおしゃべりになろう！ と言
うことです。これはあくまで自分の体験に基づいた，私の
個人的な意見であり，必ずしもそうしなければいけないと
いうことではありません。落ち着いていて，
物静かな人が，
ダメだと言っているのでは全くありません。ただ，私自身
おしゃべりが大好きで，
「人と話したい」
という欲がかなり
強い性格が幸いして， ₁ 年間でかなり自分の語学力を伸ば
せたのだと感じているのです。いつも友達に
「よくしゃべ
るね」
と言われていた私が，留学初期の頃
「ちひろは静かだ
ね」と言われました。₂₀ 年間の人生の中でそんなふうに言
われたのは初めてでした。決してキャラ変したわけでも何
でもなく，ただただ言葉が出てこなかったのです。友達の
言っていることを完全に理解するだけの聴解力がなかった
のです。自分の意見・気持ちを表現する動詞，
形容詞，
名詞，
文法の知識がなかったのです。それでも，心の中も頭の中
も。話したいことや伝えたいことでいっぱいでした。その
気持ちを糧に，必死に知っている言葉だけでも
「しゃべる」
ようにしました。声に出さない限り伝わらないと思ったか
らです。分からないから話さないのでは，いつまでたって
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も話せないのです。とても
「スペイン語」
と呼べるようなも
のではなかったし，友達の頭の上にたくさんのはてなマー
クが浮かんでいることがしょっちゅうでしたが，
それでも，
何度も説明し，訂正してもらい，また言い直す。その繰り
返しで，どんどん話せるようになっていきました。言葉は
コミュニケーションをとるためのツールです。道具に過ぎ
ないのです。その道具を使って，伝えたいことが，そして
伝えたいという意志がないと伸びないと思います。
四つ目は，もうありきたりかもしれませんが，友達をた
くさん作ってください。
「私は狭く深く付き合いたい。広
くても浅い人間関係には意味がない。
」
という人もいるかも
しれませんが，私は，そうは思いません。広いからといっ
て全て浅くなるということはないし，その中で特に深い付
き合いをする人，たまにお喋りする程度の人，と繋がりの
強さに差があっても問題ないと思います。ただ，広く多く
の人と知り合うことで確実に自分の世界は広がり，いろん
なチャンスも増えます。せっかく世界各国の人と出会う機
会を与えられているのです。十分に活かすべきだと思いま
す。
ほかにも，
留学を通して知ったことや学んだことは，
いっ
ぱいありますが，全て書くのは難しいので，この辺にして
おきます。
私は，自分の留学生活に，心の底から大満足しています。
₂₀₀％，よい留学だったと自信を持って言えます。知った
こと，学んだこと，見たもの，聞いたこと，食べたもの，
感じたこと，行った場所，出会った人々， ₁ 年間の留学生
活の全てに誇りを持てるし，ほかの人を羨ましいと思うこ
とも，違う道を選べばよかったと後悔することもありませ
ん。心から，自分のような留学生活を送って欲しいと，後
輩たちに言いたいです。私の経験が，後輩の留学に少しで
も役に立てば，幸いです。
最後の最後に，留学という貴重なチャンスを与えてくれ
た大学や，サポートしてくださる先生方，留学生センター
の方々，そして支援してくれる家族，応援してくれる友達
に。いつもいつも感謝の気持ちだけは，忘れないでくださ
い。



河合

千春（法学部 法政学科）

私は平成 ₂₃ 年の ₉ 月～ ₂₄ 年 ₂ 月までバルセロナ自治大
学
（Universitat Autonoma de Barcelona 以下 UAB と記
載）
へ留学し，帰国後卒業，そしてその年の ₄ 月から中堅
企業で輸出部営業として働いています。就職先では幸運な
事にスペイン語圏のマーケットを任せてもらえる事にな
り，今は新規開拓の仕事をしています。私の派遣留学は就
職の内定が決まってから半年間留学をし，帰ってすぐ就職
というまれなケースです。
＜遅い派遣留学＞
大学一年生の頃から海外とかかわりのある仕事をしたい
という気持ちがありました。そのため語学を伸ばし，海外
生活の経験をつまねばと思う反面，当初金銭的に余裕が無
かったですし，語学のための勉強であれば派遣留学とは違
う形でもいいじゃないかと考えていました。そこで個人で
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格安のフィリピン英語留学でスパルタコース
（朝の ₈ 時か
ら夜の ₁₁ 時まで英語漬け）
を受けたり，内閣府青年育成事
業
「世界青年の船」
に参加したりなど，派遣留学とは別のや
り方で勉強しました。
（どちらもプログラムもすごくお勧
めです。
）
その後，今や誰もが話せる英語ではなく，大好きな
「ス
ペイン語」をゆっくりと腰を落ち着かせて学びたいと思っ
たこと，単位を取り終えた卒業までの半年間をより充実さ
せ，将来に生かしたいと考えたことから，私は大学生活の
最後の期間をスペインへの派遣留学にあてることに決めま
した。また，卒業後は就職すると決めていたので，留学出
発までに何とか内定を決めなければなりませんでした。留
学準備は自分の思っている以上に時間がかかり，就職活動
と並行してするのは大変でしたし，内定へのプレッシャー
はありましたが，運よく縁のある会社を見つける事が出来
ました。
＜本音の意見＞
バルセロナへの留学は本当に行ってよかったと心から感
じています。もう一度，過去へ戻ってどこへ留学したいか
と聞かれたとしても，私はバルセロナと答えます。ただ，
UAB への派遣留学を考える方に知っておいて欲しい事を
以下記述したいと思います。
● 注意点 ●
① カタルーニャ語
大学の殆どの授業はカタルー
ニャ語です。カタルーニャ地方の言語で，スペイン語と
フランス語の合いの子のような言葉ですが，スペイン語
初級～中級者にとっては特に大きな壁です。寮でも，カ
フェでもカタルーニャ人同士はたいていこの言葉でコ
ミュニケーションを図っています。ただし，留学生向け
の授業等，カステジャーノ
（Castellano）＝一般的なスペ
イン語のクラスもあります。
② 週に ₂ 回だけのスペイン語の授業
私たちの受
けた Castellano のクラスは ₃ レベルに分けられ， ₁ クラ
ス ₂₀ 人から ₃₀ 人ほどの大クラスでした。スペイン語を
勉強しに行った私には週 ₂ 回合計 ₃ 時間しかないこの
クラスの量と質が大変不満でした。他大学の日本人留学
生は，大学に併設されている語学学校
（別途授業料負担
あり）に通っていました。私の場合は，バルセロナの中
心街にある格安の語学学校
（Easy speaking）を自分で探
して通っていました。
③ 通訳翻訳学部の授業
学部では通訳者や翻訳者に
なりたい学生のための授業が行われており，留学生でも
講師と相談の上受講が可能です。しかし，留学生向けで
ない授業はかなりレベルが高いです。英語やフランス語
の授業にも出てみましたが，授業のスピードと内容は留
学生向けのものと違って格段に濃いです。毎回のように
課題はでますし，予習復習がかなり大変なので，スペイ
ン語と並行してやろうとすると，二兎追うものは一兎も
得ずということもあるでしょう。
④ UAB 大学側の留学生へのサポート
サポートは
はっきりいってあまり期待できません。日本人の留学生
担当講師はいらっしゃいますが，日本の大学のように留
学生課が献身的にサポートしてくれるという事はない
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です。これも経験の一つと思い，自分で何とかするしか
ないです。手続きが煩雑なものもたくさんあるので，周
囲の留学生たちとしっかり情報共有することも大切だ
と思います。
⑤ スリ・強盗が多い。 現地のスペイン人たちもかなり
用心している位スリは大変多いです。ましてや，日本人
は標的にされやすいので十分に注意を。
このような注意点があるのですが，留学中には思い通り
に行かない事は必ず出てくると思います。満足のいく留学
になるかどうかは派遣先での自分のアレンジ次第だと思い
ます。思い通りに行かない時に自分で解決するかが，自分
をきっと成長させてくれます。また，スペイン語圏で他大
学もあるようですし，自分自身で留学先の選択肢を探す手
もあります。
● アピール点 ●
① 上手くコネクションを利用すれば，活動の幅がかなり
広いですし，素敵な出会いがたくさんあると思います。
かの有名な
「ガウディ」
について，日本人建築家の大先生
を講師にその秘密を色々と教えていただいた事もあり
ました。また，在バルセロナ日本領事館のお手伝いで日
西の色んな催しにも参加できます。
② カタルーニャ文化は特異です。
大変面白い独自の文化・
習慣があります。
③ バルセロナの町並みは旅行したヨーロッパの町の中で
も一番素敵だと思います。
④ フルーツ，野菜，ハム，チーズ等，食べ物最高ですし，
気候もよいです。物価も日本よりは安いです。
⑤ 大学の雰囲気は静かで勉強しやすいです。₂₄ 時間開
放の自習室もあります。大学内には，バルやお店，映画
館等設備も整っています。
⑥ 大学内を電車が走っているのでバルセロナ市街までの
交通の便は良いです。
⑦ 日本語を勉強している学生が多く，言語交流がしやす
いです。私たちの年は日本語クラスにサポート役として
の受講も可能でした。また，Tandem という学校運営の
言語交流サイトがありスペイン人の言語交流相手がす
ぐに見つかります。
＜留学準備のお勧めスペイン語勉強法＞
① RTVE とインターネット検索してください。スペイ
ン放送協会のサイトです。字幕はないですが，スペイン
語でニュースやドラマなどを日本からでも見る事がで
きるので耳慣れをするのに，もしくは言い回しを覚えた
りするのに大変お勧めです。
（iphone アプリもあり。
）
② Anki というソフトもお勧めです。単語を覚えるのに
よいツールです。
（iphone アプリもあり。
）
③ スペイン語の本を音読する事が効果的だと思います。
見て，声に出して，その声を聞く事で，少なくとも，目，
口，耳と三方向からの情報が入るので記憶にとてもいい
そうです。最近読んだ本で Álex Rovira celma（₂₀₀₄）
“La
buena suerte”Empresa avtiva はお勧めです。
＜この場を借りて留学を悩んでいる人へ＞
私自身，派遣留学をするかしないかで迷いました。就活
が障害だったからです。しかし，派遣留学を決意した事で
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後悔しなくて済みました。私は大学 ₄ 年生まで，留学は次
の機会にと
「先延ばし」
をしていましたが，皆さんにはそれ
をお勧めしません。大学で過ごす時間はぼけっとしていた
らすぐに終わります。すぐに ₄ 年生，すぐに就職です。や
りたいと心に少しでも引っかかったなら，四の五の悩まず，
動くべし！そしてその決意した後は後悔しないように必死
で成功させてください。留学に障害はつき物，葛藤もたく
さん生まれます。
だけども，
“Querer es poder.”
（したいと思うこと＝出
来ること）
です。
因みに，留学で ₁ 年留年扱いになる事を気にかける人が
いるかもしれませんが，世間では ₁ 年， ₂ 年学生時代を長
くする事は実際なんのマイナス面とも思われていないとい
うのが今の私の感想です。また，社会にでると留学に行っ
た人，外国語を話せる人は五万とおり，殆どの場合それほ
ど特別ではないです。外国語はあくまでも道具です。道具
自体の精度を上げる事は必須ですが，その道具を使いこな
す自分を育てる努力と自分独自のビジョンを持つこともす
ごく大切だと感じています。

iÁnimo! Espero que tengáis la buena suerte.

シェフィールド大学 


北村

〈イギリス〉

有里（人間社会学域人文学類）

イギリス・シェフィールド大学に ₁ 年間の派遣留学をさ
せていただいた，人文学類英語学・英文学コースの北村有
里です。 ₁ 年間の留学を終え帰国して約半年，周囲から
「留
学どうだった？」と聞かれることが多々あります。その時
私はまず
「楽しかったよ！…勉強とかは大変だったけど。
」
と反射的に答えることが多いのですが，この ₁ 年間はまさ
にこの一言に尽きると感じています。今回このご報告の中
ではなぜ私が留学を志し，実際に行ってみてシェフィール
ドで何を感じ学んだかを中心にイギリス，
シェフィールド，
そしてシェフィールド大学がどのようなところかをご紹介
したいと思います。
留学がしたい！
私がシェフィールド大学に留学を志したきっかけは中学
時代に市の派遣留学生として行かせていただいた ₁₀ 日間
のアメリカでのホームステイでした。これは特に選考など
はなく偶然の巡りあわせで行かせていただいたのですが，
初めて行った海外は非常に刺激的であるとともに英語を用
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いて考え方・文化がまるで違う人々と交流することの面白
さを肌で感じました。そしてそれ以来
「大学に入ったら絶
対に留学しよう」と漠然と留学を意識するようになりまし
た。その後大学に入学し英文学に興味を持つようになり，
外国人の私たちからみる英文学と自国の作品としてイギリ
スの学生がみる英文学，さらに他国の学生がみる英文学に
はどのような共通点・相違点があるのかというところに感
心が湧きました。
そこで巡り合ったのが英文学において
（そ
の他の分野もですが）最高水準を誇り，英国一の学生組合
を持つシェフィールド大学でした。勉強のみならず課外活
動にも積極的なシェフィールド大学の学生とだったら英文
学はもちろんのこと，お互いに色々なことを学び合い刺激
しあえると感じ，この大学に志願書を提出することを決め
ました。
活きた英語を学ぶ
留学をして数カ月，最初に私がぶつかった壁は意外にも
私の
「アクセント」
でした。日本で触れる英語のほとんどが
アメリカ英語であること，また留学前に個人的に指導して
いただいていた先生がアメリカ人であったことから留学
当初，出会った人の ₉ 割以上に
「ところでアメリカに住ん
でいたことがある？」や
「どうしてアメリカアクセントな
の？」
と聞かれました。
中には
（本人に悪気はありませんが）
「アメリカ英語は間違っているんだからイギリス英語を話
さなきゃ」と言う人さえいました。このことは最初のカル
チャーショックであり最初は自分の英語は悪いのではない
かとさえ感じました。決してイギリス英語がすべてではあ
りませんし，留学生も多いシェフィールドでは様々なアク
セントが存在したり，日常生活をしていくうちに自然と現
地のアクセントは身についていったりするのでそこまで気
になるものではなくなっていきましたが，イギリスの大学
で勉強するうえでこのような差異は事前に認識しておいた
ほうが良いかもしれません。
また英語力について，留学前に TOEFL や IELTS でのス
コアアップが求められるのは学内の選考会においても派遣
先留学から留学許可をいただくにも必要不可欠ですので大
切ですが，それ以上に留学先では
「勉強としての英語」
では
なく
「コミュニケーションツールとしての英語」
が重要視さ
れました。どんなに頭で考えていてもそれが相手に伝わら
なくては意味がありません。そのような面において全体的
に日本人はまだまだ発言力が弱いと痛感しました。ですか
ら失敗を恐れずとにかく伝えてみるということも大切なの
だということを強調したいです。私の例を挙げると，私が
後期にとっていた授業の中で ₃ 年生
（最終学年）の
「現代文
学」という授業がありました。後から知ったことなのです
が，この授業は ₁₀₀ 人以上の受講生の中で留学生はたった
の ₂ 人。また，その中で英語のノンネイティブは私だけ
でした。ですからもちろん少人数で行なわれるセミナーは
₁₀ 人中イギリス人 ₉ 人，日本人 ₁ 人。最初はこの状況が
恐ろしく単位取得は諦めようとさえ思ったのですが， ₂ 回
目のセミナーのペアディスカッションの中で予習をしても
どうしても分からなかったところを思い切って
「分からな
い」
と相手に伝えました。すると
「実は私もここの解釈が分
からなかったの。
」
と相手も答え，授業中一緒に質問の意味
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や作品の解釈を考えようということになりました。私はこ
こで自分の英語に自信がないから，周りがネイティブだか
らという理由で諦めるのではなく，とにかく思ったこと，
例えそれが
「分からない」
であっても伝えることに意義があ
るのだと実感しました。あくまで英語というのは
「手段」
で
ありそれを使って何がしたいのか，何が出来るのかを留学
前から考えられたら良いかと思います。今ではこの授業を
とったことにより英文学自体への理解，そして留学前の目
標であったネイティブによる自国としての英文学の見方に
対する理解などを得ることが出来，心からこの授業をとっ
て良かったと感じています。
日本人としての誇り，日本の良さの再認識
先ほども述べた通りシェフィールド大学は留学生が多
く，私のルームメイト ₅ 人もそれぞれアメリカ，バハマ，
ブルガリア，キプロス，そして日本からの留学生でした。
それぞれに国柄や個性があり良い意味でも悪い意味でもカ
ルチャーショックを日々受けながら生活していました。ま
たシェフィールド大学には日本語学部があるため，日本
人，現地学生による Japan Society というものが存在しま
す。
そこでは日本に興味がある学生と情報交換が出来たり，
語学の練習をお互いにすることが出来たりしました。こう
いった環境の中で生活していると日本を客観視することが
出来，私は改めて日本の良さを感じる事が出来ました。そ
のため帰国後，今まで当たり前だった家族，友人など，日
本にあるすべての人，ものに感謝の気持ちを持つことが出
来るようになったと自負しています。もちろんこれから留
学するその国について学ぶことも重要ですが，それと同様
に自分の国のことをよく知るということも重要だと思いま
す。色んな国の人と話していると
「日本ではどう？」
と聞か
れることもしばしばです。少し大げさですがそのような時
には日本代表のような気持ちで答えられるよう，日本につ
いて学んでおくことも留学において大切なことと思います。
最後に
留学前の選考から今まで私を支えてくださった家族を始
め友人，先輩，先生などすべての方に感謝を申し上げます。
これから留学するみなさん，今回私がここに書かせていた
だいたことは私の体験をもとにしたものであり，留学で感
じ，
学ぶことはひとそれぞれだと思います。
だからこそ行っ
て自分の目で確かめてみてください。感じてください。そ
の踏み出す一歩を私の報告書がお手伝いできていたら幸い
です。



山田

崇博（人間社会学域国際学類）

私はイギリスのサウスヨークシャー州にあるシェフィー
ルド大学に ₂₀₁₁ 年の ₈ 月初旬から ₂₀₁₂ 年の ₆ 月の末まで
の約 ₁₁ か月の間留学をしていました。留学した内の最初
の ₂ ～ ₃ か月はすべてが目新しく，慣れないことばかり
で時間はゆっくりと過ぎて行きましたが，残りの日々は
あっという間に過ぎて行ってしまいました。この報告書で
は，私が留学を志望してから実際に渡航するまでの流れと
注意事項，そしてシェフィールド大学での生活や経験，感
じたことなどについて書いていきます。
｛留学を志望してから，イギリスに渡航するまで｝
私は金沢大学に入学する以前から留学をしたいとなんと
なく考えていましたが，本格的に留学をしようと考え始め
決意したのは ₂ 年生の ₆ 月頃でした。その頃には，私自身
もこの冊子を手に取りどのような大学があるのか，先輩方
はどのような体験をしてどのように留学生活を送っていた
かを読み刺激を受け参考にしていました。
私がシェフィールド大学を志望した理由として，シェ
フィールド大学の政治学部はイギリスの大学でもトップ ₃
に入るほどの高い評価を得ている学部であるため，私の専
門科目である国際政治やイギリスの外交政策，特にイギリ
ス発祥の国際関係理論学派である英国学派の理論について
学ぶにはイギリスで学ぶのが最も理想的であったためで
す。その上，シェフィールド大学の student union
（生協の
ようなもの）はヨーロッパで最も規模が大きく，図書館も
年中無休で ₂₄ 時間開いており，また，街の治安もイギリ
スでもっともよい街のうちの一つであることもシェフィー
ルド大学を志望する大きな要因となりました。
留学を目指している皆さんに一つアドバイスしたいの
が，計画書の作成に力を入れるべきである。ということで
す。私は，なぜシェフィールド大学に行きたいのか？具体
的にどのような授業をとりたいのか？また，なぜ私が選ば
れるべきかを自己分析し， ₂ か月以上の時間と ₁₀ 回以上
文章を教授のお手を借り吟味し，面接に臨みました。学
校の成績や TOEFL などの得点がたとえ芳しくなくても，
しっかりと計画をたて準備をすれば派遣留学への候補生と
して選ばれることが出来ます。
候補生として選ばれたのちは，TOEFL や IELTS の勉強
をし，要求されたスコアを満たし，着々と出国の準備を進
めていきました。勉強をさぼらないこと，出国の前には歯
医者などにはしっかり行くことをお勧めします。私は歯医
者の保険が利かない海外保険に入っていたため，イギリス
で虫歯になった時に日本でしっかり治療をしていかなかっ
た事を後悔しました。
｛イギリス・シェフィールド大学での生活｝
イギリスでの暮らしは，遊びに勉強に，旅行にと，とて
もバランスのとれたものになりました。まず，私がイギリ
スでどのような授業を受けてどのような勉強をしたのかに
ついて話したいと思います。シェフィールド大学は，大学
関係者から ₄ 人のノーベル賞受賞者を始め，国際社会を
リードする優れた人材を輩出しているイギリスでも屈指の
総合大学です。また，ヨーロッパにおける日本研究のパイ
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オニアとしても知られています。すでに述べたように私は
国際政治，特に人間の安全保障や国際関係理論について学
びました。私が選択した授業は ₇ つあります。前期に ₄ つ
の授業，後期に ₃ つの授業をとりました。 The University
of Shefﬁeld では ₁ term につき合計 ₆₀ 単位相当の授業を
取ることが求められており，私は前期に ₂₀ 単位の授業を
₂ つと ₁₀ 単位の授業を ₂ つとり，後期の授業では ₂₀ 単位
の授業を ₃ つ取りました。そのうちの一つの政治学部の
International Relation Theory という授業について紹介し
たいと思います。政治学部の授業は ₂ 年生のもので，国
際関係理論の基本と歴史，理論とその応用を学びました。
Lecture を聞き，Seminar に備えて Required Reading を読
み準備するといった形です。ほとんどの授業は Lecture と
Seminar で構成されており，Seminar に向けて予習をする
といった形で行われています。Seminar にアジア人は一人
もおらず，課題，生徒，教授の質も高くついていくのにやっ
とというのが現状でした。しかし，
予習復習をしっかりし，
Seminar にしっかり参加し出来るだけ授業で発言し，中間
のエッセイは ₂₅₀₀ 字で
「国家主権と人道的介入の必要性に
ついて，私たちは国境を越えて正義を行使する義務がある
か否か」というテーマで，リビアの例を使い国際関係理論
のうちの一つである英国学派の理論を基に書きました。期
末試験は ₂ 時間の記述試検でしたが，何とか時間内に終え
ることができました。この授業は大変でしたがとても充実
したものでした。授業一つ，試験一つにしても日本とは大
きく違っており，クラスについていくのに図書館にこもり
がちになっていたのは今となってはいい思い出です。
授業の前や終わった後には，willyaki という日本食屋台
でアルバイトをして生活費や旅行代を稼いでいました。こ
の屋台では主に焼きそばをお昼時に売っていました。日本
人留学生と現地の学生でお店を共同で管理，経営していた
ので，発注や接客，ガスの交換などの現場の仕事はすべて
自分たちの力で，
もちろん英語で行わなければならず，
ミー
ティングを繰り返し店の改善点などをみんなで話しあった
りしていました。いろいろな国の学生や教授，一般の方と
接客するのはとても良い経験になりました。このアルバイ
トで稼いだお金でヨーロッパのさまざまな国やモロッコな
どの国を旅行することができました。
また，遊びやサークルの面では Japan Society というサー
クルに所属しており，そこでの様々なイベントに参加した
り，チームに所属してフットボールをしたりしました。週
末は友達と飲んだり，クラブにいったり，ピークディスト
リクトという国立公園にピクニックをしたりと遊びと勉強
の両立もすることができ，とても充実した留学生活を送る
ことができました。
｛最後に｝
初めての海外での長期滞在で学んだこと，経験したこと
感じたことは，実にさまざまでした。それらの多くは本や
TV からではなく実生活を通して肌で感じたものです。初
めて，日本人として民族的にマイノリティーの国で暮らす
ことによって，母国である日本を今までとは違った視点で
見ることができました。日本の良い点，欠けている点，変
わっている点などです。日本では外国人と会う機会はあま
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り多くはありません，どこを見回しても日本人ばかりです
が，イギリスにはさまざまな国の人がいます。文化の違い
考え方の違いから学ぶものは多く，またそれによって日本
という国を外からみることの興味深さは海外でしか味わえ
ないものです。授業においては，個人差はありますが全員
が積極的な姿勢でクラスに臨み，日本での授業とは違う雰
囲気があり，政治学，国際関係学の勉強を楽しむことがで
きました。
また，イギリス留学の利点のうちのひとつであるヨー
ロッパ圏へのアクセスの良さを存分に利用して，ヨーロッ
パ各国をまわりました。また，モロッコへ旅行しアフリカ
大陸に足を踏み入れることができました。留学をしていな
かったら，現地のガイドを雇ってサハラ砂漠に行く経験な
んてできなかったことは確かです。旅においては，さまざ
まな歴史的な建物や，大自然を味わうことができました。
英語のコンプレックスなどはやはりまだ残っています
が，この一年間，勉学，遊び，旅行，どれもバランスよく
楽しめたのは確かです。授業あとにイギリス人の友達やリ
トアニア人の友達，また日本人の友達とビールを飲みに
行ったりご飯を食べに行ったり，お昼や学校の後のピク
ニックをしたりとイギリス生活を満喫することができまし
た。迷うことや，落ち込むことなどもありましたが全体的
にとても実のある留学生活を送れたと思っています。この
留学という機会を与えてくださった大学の関係者の皆様，
家族，留学でであった人全員に感謝したいと思えるような
留学でした。これから留学する皆さん，また留学を志して
いる皆さんに，少しでも私の体験談が留学をするにあたっ
ての手助けになることを願っています。

リバプール・ジョン・モアズ大学 〈イギリス〉


松田有紀子（人間社会学域学校教育学類）

私は，リバプール ･ ジョン ･ モアズ大学に ₉ ヶ月間留学
していました。 ₉ ヶ月いう月日は短く，あっという間でし
た。そんな私の留学生活の中で，人と関わることで学んだ
ことを書きたいと思います。
私の住んでいたリバプールという町は，
とても賑やかで，
活気にあふれた街でした。様々な国から来ている人が集
まって，個人個人で異なる価値観の人と出会うことで，そ
んな考えもあるのか，
と体験を持って学習することが多く，
貴重な経験が出来たな，と思います。
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私の留学生活は着いた日から大変な日々でした。寮の受
付で手違いがあり入寮できなかったり，やっと入寮できた
と思ったら一部のルームメイトから人種差別を受けたり。
周りの人が何を言っているのかわからない，自分の言いた
いことが言えない。自分の言いたいことが言えないから，
なかなか自分が出せず，友達もうまくできない。誰もが最
初に通る道，と言い聞かせていましたが，
「ああ，つらいな」
と正直思うことだらけで，最初は悩むことが多かったのを
覚えています。
しかし，慣れてくるとだんだんと自分を表現できるよう
になり，生活が楽しくなってきました。日本とは全く違う
景色も，街の雰囲気も，ほかの留学生とともに受け，話し
合う授業も，すべてが刺激的でした。最初はできなかった
友達も自分からどんどん話しかけて，
自分を知ってもらい，
相手とコミュニケーションをする中で，腹を割って話せる
友人も出来ました。また，時々受ける人種差別もどうでも
いいやと思うようになってきました。自分にとってかなり
辛かったことでしたが，今となっては本当に貴重な経験を
したな，と思います。
留学を通して，最も感動したことは，人の優しさです。留
学を通して，私はたくさんの人の優しさに触れました。全て
ここで書くことができませんが，₂ つ紹介したいと思います。
まず一つ目は，あちらでお世話になった恩師の優しさで
す。私は日本で英語教育を勉強しているので，母国語を英
語とするイギリスでの教育に大変関心を持っていました。
ですので，違うキャンパスでやっていた教育授業に普通学
生の中に混じって授業を受けていました。留学生用のクラ
スではありませんので，
授業についていくのは大変でした。
しかしその先生の丁寧なサポートのおかげでなんとかのり
きることができました。また，私がどうしてもやりたかっ
た現地の小学校訪問の夢もその先生のおかげで実現するこ
とができました。
「なんとかして小学校の授業を見学した
い」と相談したところ，
「それは絶対あなたのためになる」
といって小学校や手続き担当の事務にかけ合ってください
ました。自分の力だけでは絶対無理だと思って諦めかけて
いた私を，その先生が救ってくださったのです。実は留学
生を受け入れるジョン ･ モアズ大学は主に経済学部と法学
部であり，離れたキャンパスにある教育学部は留学生に無
縁なところでした。ですので，教育学部の先生は全く私た
ち留学生のことを知らなかったのですが，突然来た留学生
を大変丁寧にご指導してくださいました。自分で行動しよ
うにもどうにもならないことも多い，不安な環境で過ごし
路頭にも迷っていた私にとって，その先生の助けは本当に
大きなもので，感動しました。そして，将来私はこんな先
生になりたい，心からそう思いました。
私はイギリスの小学校を ₂ 校訪ねたのですが，その小学
校はどちらも日本と比べるととても規模は小さく，こぢん
まりとしていました。しかし，入ってみるととてもアット
ホームな雰囲気で先生の周りに児童が集まって，わいわい
とにぎやかな授業が行われていました。日本人が珍しいの
か私が授業を見に行くと，ニコニコしながら私の方を振り
返ったり，日本語喋ってとせがんできたりと，私に興味を
持ってくれていました。その好奇心旺盛で本当に素直な子
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供たちを見て，
子供はどこに行っても変わらないなと思い，
やっぱり可愛い子供達と関われる仕事がしたいなと思いま
した。
授業は，
やはり日本でいう国語を，
英語でやっており，
私の見た授業では，子供たちの発信力や想像力に重点を置
いた授業がなされていました。次にどうなるのか想像して
みよう，みんなと意見を共有しよう，ということが多く，
ノートを全くとっていなかったことに驚きました。生徒の
意見が教室中を飛び交い，子供たちは授業に夢中になって
いました。私の見た授業がたまたまこうだったのかもしれ
ませんが，何よりも自分を表現することに重きを置いた教
育観は，日本とは違うところがあり，とても面白く，勉強
になりました。
二つ目は友人の優しさ，大切さです。私には私を支えて
くれるかけがえのない友人がいました。ともに遊んで笑っ
て楽しさを共有したり，悩んだとき話を聞いてくれたり，
彼らは大きな存在でした。彼らがいなければ私はやってい
けなかったであろう，と思います。留学中，本当に多くの
人と出会いました。学校で出会う友人だけでなく，その家
族，ソサイエティでの友人，習いに行っていた柔術の先生
やその柔術仲間，どの出会いも素晴らしく，かけがえのな
いものでした。そんな出会いを繋いだのは，やはり言語で
す。言語を通して全く知らない人と出会い，分かり合い，
友人になる。一見普通のことに見えても，すごいことだと
思います。言語の力って偉大だな，と身をもって感じ，一
生言語を学習していきたいと心から思いました。
いろんな発見もあり，多くの人と出会い，留学を通して
素晴らしい経験をしました。
一生忘れないような経験です。
このような経験をさせていただいて多くの人に本当に感謝
しております。
以上が，私の派遣留学報告書です。



川口

瑠衣（人間社会学域学校教育学類）

私は ₂₀₁₁ 年 ₉ 月から，₂₀₁₂ 年 ₃ 月までの ₆ ヶ月間，イ
ギリスのリバプール・ジョン・モアズ大学
（LJMU）
に留学
しました。今回は，私の留学生活について紹介します。
私が留学を決心した大きな理由は，
「胸を張って英語教
師になりたい」という思いからでした。大学 ₂ 年次に大学
のプログラムを利用して，タフツ大学の語学研修
（ET ₄ ）
に参加しました。そこで，英語でコミュニケーションをと
れる楽しさ，異文化に接する面白さ，自分の伝えたいこと
を上手く表現できない歯痒さ，他の国の大学生が自分より
遥かに流暢に英語を話すことによる劣等感など，沢山のこ
とを感じて帰国しました。それ以降，英語圏に長期間身を
置いて，英語やその文化に触れてもっと色々なことを感じ
て学びたい，一人の人としてもっと成長したいと思うよう
になり，大学の派遣留学に応募しました。
【大学・授業について】
LJMU は市街地の中心部にあり，とても良い立地です。
大学の周りにはレストランなどの沢山の飲食店があり，₃
分程歩けばすぐに街中へと入ることができます。大学には
Student Union という生協のようなもの，₂₄時間利用可能な
図書館などがあり，勉強するには最適の環境が整っています。
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私たち留学生は，主に留学生向けに開かれている講義を
取ることになっていました。中には日本語学部の日本語の
授業などもありましたが，私の専門は英語教育や言語学な
どの分野だったので，自分の専門に関する講義を取って
いました。私は ₁ 週間に言語学，比較文化，英語，英語
教育の ₄ つの講義を取っており， ₁ つの授業は Lecture と
Seminar の ₂ コマセットとなっています。留学生向けの授
業では，他国からの留学生であるスペイン人，フランス人
などと一緒にグループ活動やディスカッションをする機会
があり，イギリス以外の国籍の人と話す機会を得ることが
できました。また，LJMU の正規学生であり英語を母国
語としない学生が対象となっている英語の授業では，英語
で英語を学習するというとても貴重な体験ができました。
そこでは，文法やアカデミック英語について学びます。最
後に，英語教育の授業は留学生向けに開講されている講義
ではなく，LJMU の教育学部用の講義でした。そのため，
登録期間に教育学部の教授に講義に参加したいと直接お願
いをして，なんとか受けることができました。私の卒論に
関連のあるものだったので，毎週街から離れた教育学部の
キャンパスに通い，イギリス人に混ざって講義を受けてい
ました。留学生向けの講義での英語は比較的聞き取りやす
いですが，一般のイギリス人学生向けの講義での英語はつ
いていくだけで精一杯でした。
テスト期間やレポートの締め切り前は，図書館に閉じこ
もって必死に勉強していました。
数百ページもの本を読み，
数千ワードのレポートを複数書かなければなりません。母
国語である日本でそれらをこなすことはそこまで難しくな
いのですが，それが英語になったというだけで負担が一気
に増え，想像を絶する程辛い思いをしました。しかし，い
くつかこなしていくうちにそれに慣れている自分がいまし
た。これが留学中に成長したと感じた瞬間の一つです。
【生活について】
私は半年間の留学だったので，大学の寮には入らずシェ
アハウスに住んでいました。
シェアハウスというのは，
キッ
チン，バス，トイレを共同で使い，個人が ₁ つずつ部屋を
持つという住居形態です。寮に比べて家賃が大分安く，同
居人であったイギリス人やフランス人と交流もできたので
とても良かったと思っています。市街地からは少し離れて
いる住宅街だったのですが，大きなショッピングセンター
が近くにあり，市街地行きのバスが ₁₀ 分置きに出ていた
ので，不自由なく生活することができました。更に，家と
大学が離れていることで，行動範囲が大きく広がったよう
に感じています。
LJMU に は 日 本 語 を 学 ん で い る 現 地 学 生 か ら な る
Japanese Society というサークルがあり，日本からの留学
生は基本的にはそこに所属します。そこでは，日本に興味
のある現地学生が沢山いるので，沢山の友人を作ることが
できました。毎週パーティーが開かれ，お酒を飲みながら
話したり，
ビリヤードをしたり，
クラブに行ったりなど様々
なイベントがありました。私はこれらのイベントのおかげ
で英語が上達したと感じています。お酒を飲んでリラック
スした状態で友人と色々なことを話しているなかで，自分
の伝えたいことを伝えることができるようになっている自
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分に気付きました。他にも，沢山の友人の考え方や価値
観，私の知らなかったことを山程教えてもらいました。リ
バプールでできた友達は一生の宝物です。
【その他】
イギリスに来て実際に住むことによって感じたことは，
イギリス独自の文化というのが街のいたるところから感じ
ることができました。
町並みや建物が全く違うところ，
人々
の仕草や考え方も私たちとは全く違うところなど，すべて
が新鮮でとても刺激になりました。
イギリスに留学する楽しみの一つとして，イギリス国内
への旅行，
ヨーロッパ諸国への旅行というのがありました。
もともと私が旅行好きということもあり，沢山の場所へ自
ら足を運び，そこの人々や文化に直接触れ合いたいという
思いが強かったからです。そのため，様々な国の文化を生
で感じることのできるこの機会を逃すまいと，留学前はア
ルバイトをしながら，旅行の計画を立てる程の意気込みで
した。そのおかげで，₆ ヶ月という短い間に ₇ カ国も訪れ
ることができました。また，イギリス国内旅行にも頻繁に
出かけ，色々な人々と関わり，沢山のものを見て感じ，イ
ギリスという国の虜になってしまいました。このアクティ
ブに動いた ₆ ヶ月間は私の貴重な財産です。
この ₆ ヶ月で私は人間的にとても成長することができ
ました。振り返って見ると，いい思い出ばかりですが，時
には泣きたいくらい辛いときもありました。しかし，それ
を乗り越えてこそ今の自分があります。留学から帰国後の
₄ 月から，リバプールでの ₆ ヶ月を糧にして教員採用試験
の勉強を始めました。ビザが切れる日までちょうど ₆ ヶ
月間，私はイギリスにいたので，試験の準備は万端にはで
きませんでしたが，それ以降必死に勉強した結果，今夏に
は合格通知を手にすることができました。合格することの
できた要因はこの留学だと感じています。この留学のおか
げで，英語コミュニケーション力が向上し，人に留学のこ
とについて熱く話すことができるようになり，更に， ₆ ヶ
月間やり遂げたことに対して，自分に自信が持てるように
なりました。
来春からは，英語の教師として働くことになります。リ
バプールでの留学で得たこと，英語だけでなく自らの体験
や感想を子どもたちに伝えていきたいと考えています。一
歩踏み出して，
留学に挑戦して本当に良かったと思います。
このような貴重な機会を私に与えてくださった皆様，あり
がとうございました。
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上田

峻嗣（人間社会学域国際学類）

リヴァプールジョンモアズ大学に約一年間留学しており
ました国際学類米英コース ₄ 年の上田峻嗣と申します。こ
の報告書の中では調べたらわかることではなく，私が留学
生活を通して感じたことやもっとこうすれば良かったこ
と，さらには留学準備の段階で足りなかったことなどみな
さんが今後留学を志す際に少しでも役に立てるようなこと
を
【留学前】
，
【留学中】
，
【留学を終えて】
という ₃ つのパー
トに分けて書いていきたいと思います。
【留学前〜派遣留学者選考について〜】
まず，留学に行くまでの流れとして派遣留学者の選考が
学内で行われ，その後派遣先が決定されます。選考の際に
必要なものが TOEFL，IELTS といった英語能力試験のス
コア，金沢大学の先生に書いていただく推薦状，そして派
遣留学を行う上での計画書です。私がここでみなさんにお
伝えしたいことは二つあります。一つは英語能力試験にお
いて留学する際に必要なスコアを取ること，そして二つ目
は自分が留学で何を学びたいか，何を経験したいかといっ
たことを明確に計画書に記すことです。一つ目のスコアに
関してはご存じの方も多くいらっしゃると思いますが，留
学先を決定する上では非常に重要なものです。私自身あま
り良いスコアを持っていないので偉そうなことはいえませ
んが，これはとにかく勉強して下さいとしか言えません。
どのように勉強するかという点については，金沢大学の先
生方に相談したり，TOEFL 対策の授業が開講されている
のでそれを受講したり，友人と勉強会を開いたりと勉強す
る機会はたくさんあります。それをどう利用するかはあな
た次第です。派遣留学の申し込み締め切りなどを考慮する
と時間は思っているほどありません。その限られた時間を
最大限に活用してください。一，二年生の間は時間にまだ
余裕があると思います。そのあいた時間で友達と勉強会を
したり模擬試験を解いてみたりと準備をしっかりすれば結
果もついてくるのではないかと思います。次に計画書につ
いてですが，これは明確に何がしたいのか書かなければな
りません。確かに一，二年生の間でこれについて研究した
いと明確に決めることは難しいかもしれません。実際私も
派遣留学選考時はまだ研究内容が明確ではなくその後ゼミ
に配属された際に少しずつ決まっていき実際にそれを派遣
先で学びました。しかし何を勉強したいかがまとまってい
ない状態での留学はもったいないと思います。というのも
ただでさえ短い期間で学べることも限られているなかで，
何を学ぶか考えていたらそのうちに留学自体が終わってし
まいます。限られた期間を充実させるためにもしっかりと
準備をして下さい。その手段として希望する大学に留学し
ていた先輩に直接会って話をすることをお勧めします。実
際にそこで学んだ人たちと話をすることでどんな授業が受
けられるのか，どれくらいのレベルなのか，など自分の留
学ビジョンをより明確にできると思います。私自身もっと
留学前にたくさんの先輩方にお話を聞いておけばよかった
なと思うこともありました。ここでは留学を希望する上で
の核となる部分について書きましたが，実際に派遣留学先
が決定した後のことなどここでは書ききれないほどやらな
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ければならないことはたくさんあります。留学に少しでも
興味をもたれた方は是非先輩と話してみてください。それ
があなたの留学を豊かなものにすると思います。
【留学中】
次に留学先で受講した授業内容やリバプールでの生活様
式について書きたいと思います。まず，一年間という短い
期間の中でイギリス政治をベースに様々な分野について勉
強したいという願いが留学前からあったので，政治系の授
業だけでなくビジネスやジャーナリズムといった幅広い分
野の授業に参加しました。政治系の授業
（British Political
History）では周りが全員ネイティブスピーカーで自分だけ
が留学生というなかなか日本では経験できない環境の中で
勉強に励みました。実際この授業は留学生には開講されて
いなかったのですが，どうしても学びたかったので先生に
頼みこんで聴講という形で参加しました。最初のうちは先
生の
「さぁ，ディスカッションを始めよう。
」の言葉を聞く
たびに憂鬱になっていましたが，何回か出席するうちに何
か発言しなくてはもったいない，この機会を活かさなけれ
ばと考えるようになり，つたない英語ながらも必死に発言
をして間違いがあれば教えてもらうというように良い方向
に向かって行きました。分からなかったら分からないと
しっかりと意思表示しなければ理解したと見なされどんど
ん進んでいくので，そこには注意して授業に取り組んでい
ました。
生活様式はというと平日は学校に通って週末はサッカー
の学生リーグに参加したり友人と飲みに行ったりというよ
うに日本とさほど変わりません。食に関してもほとんど自
炊をしていましたし，日本の食材もチャイナタウンなどで
購入することができたので特に困ったことはありませんで
した。ただ，外食ばかりだとお金もかかる上に間違いなく
体に良くないと感じる食べ物が多かったので自炊すること
をお勧めします。
【留学を終えて】
帰国してから留学して一番良かったと思うことはたくさ
んの人に出会えたことです。大学で出会った友人や先生方
はもちろん日本から留学で同時期にヨーロッパ諸国に来て
いた学生たちと出会う機会がたくさんあり，彼らと交流で
きたことで自分の視野が広がりましたし，刺激にもなりま
した。不思議な縁でリバプールにて一年間勉強し様々な人
と出会いそこから得たものが今の自分を形成するもののな
かで大きな割合を占めていると本当に思います。留学はつ
らいこともたくさんありますしなかなか思うように物事が
進まないこともあると思いますが，それを乗り越えたとき
達成感とともに大きな自信につながると思います。私の留
学生活が全てうまくいったかというとそんなことは全くな
く後悔していることもありますが，一年間自分から行動し
てたくさんのことを学んだということは自信につながりま
した。留学を少しでも考えているみなさん，是非いろんな
先輩や先生方に相談して自分の留学ビジョンを立ててみて
ください。
最後になりましたが，私の留学を応援して下さった先生
方，友人，そして何より一番サポートしてくれた家族に感
謝し恩返ししていきたいと思います。

K



A

N

A

山口

Z

A

W

A

未央（人間社会学域国際学類）

私は ₂₀₁₁ 年 ₉ 月から ₂₀₁₂ 年の ₆ 月まで，リバプールの
ジョン・モアズ大学に留学していました。約 ₉ ヵ月間と
いう，あまり長くはない期間ですが，多くのことを体験で
きました。では，この派遣留学に対して，私が苦労した点，
良かった点，または反省点などを述べていきたいと思います。
【留学前】
派遣留学は，派遣が決まるまでも，志望動機書の提出や
面接などで大変ですが，決まった後も大変でした。まず，
これから留学される方は，こまめに行き先のビザ情報など
をチェックしておいてください。ジョン・モアズ大学は基
本，TOEFL などのスコアは要求されません。しかし私達
の時はいきなり留学目的のビザ取得には IELTS の一定以
上のスコアが必要と聞かされました。しかも留学に間に合
うには受けるチャンスはあと一度…という留学が決まって
うかれきっていた頭には大事件でした。なんとか基準は満
たせたのですが，さらにぎりぎりになってやっぱりスコア
はいらなくなった，なんてことがありました。国によって
は予防接種なども必要なところもあるので，ビザ取得の情
報は常に把握しておいたらいいと思います
（必要な書類さ
えそろえばすんなり取れます）
。また，住む家を決めるの
も一苦労です。この大学には学校系列のアパートがあるの
で，多くの生徒はそこを利用します。しかし，たくさん種
類があって，その場所もばらばらなのでそこから自分でど
こに住むかも決めなければなりません。私は学校のホーム
ページ上から場所や値段，施設を比較し契約しました。当
たり前ですが，全部英語なので非常に苦労しました。しか
し，ついつい面倒くさいことは後回しにしてしまい，契約
の締め切りぎりぎりまで振り込みをしていなかったので，
あわや契約が打ち消し，という非常事態が起きそうになり
ました。みなさん，
ぜひ早め早めの行動を心がけて下さい。

【授業】
ジョン・モアズ大学の授業は，渡航前に私達が選ぶこと
ができる授業の大雑把なシラバスのようなものが送られて
きて，
あらかじめある程度選んでおきます。我々留学生は，
便宜上 economy のクラスに配属されます。なので，授業
ではそのコースの生徒や他の留学生と出会うことが多いで
す。授業についていけるのかという不安もありましたが，
どの授業もパワーポイントなどを利用してあり，聴覚だけ
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ではなく視覚でも授業の内容を知ることができました。し
かし，それらは留学生が多いので，比較的先生たちもわか
りやすい英語で話されていたように思います。実は，この
ような授業の他に，映画学科の授業にお邪魔させていただ
きました。映画の授業というものは私の留学の目的の一つ
でした。私は非常に映画が好きで，さらに卒業論文も映画
研究を，と考えています。なので，日本ではあまりない，
映画のクラスにかねてから出席してみたいと思っていたの
です。履修はできなくても聴講したい，と伝えればほとん
どの先生が許可してくれると思います。専門的な講義にな
り，その分難しかったですが，また違う角度で映画という
ものを知れたので，意味があるものだったと思います。も
し，少しでも興味がある授業があったら，ためらわずにま
ずはチャレンジしてみる，
ということが大事だと思います。
【生活】
よく，イギリス料理はまずいと言われます。その通りで
す。そのため私はよく自炊をしていました。 ₆ 人ぐらいの
フラットメイトと ₁ つのキッチンを共有するのですが，案
外広く，使いやすいです。近くにチャイナタウンがあり，
日本食なんかも売っていたので，よく買いに出かけていま
した。また，前述のフラットメイト達もとても親切にして
くれたので，特に生活に困るようなことはありませんでし
た。また，リバプールには Japanese society というサーク
ルがあって，そこで多くの友人を作ることができます。彼
らはみんな日本に興味がある人々なので，とっても話しや
すいです。しかし，これは私の反省した点なのですが，日
本のことをあれこれ聞かれても，答えられないことがたく
さんありました。
留学前はついつい外国への憧れなどから，
外へ外へと目を向けてしまうものですが，ぜひとも自国の
文化，出来事をたくさん学んでください。自国のことをよ
く知らないのにえらそうに外国について語る人は，なんだ
か滑稽な気がします。
【最後に】
私はこの留学を通して少し良い方へ変われた気がしま
す。向こうではいろんなことを自分でしなければなりませ
ん。自分で学び，自分で行動する。異文化の中でこれがで
きたのだから，日本でならさらに何でもできる！という大
きな気持ちが持てました。そして，イギリスではすべてが
新鮮だったので，どうやらどんな時でも風景をしっかり見
る，という癖がついていたようです。帰国後，出発前はな
んでもなかった金沢の夕焼けなんかが本当にきれいに感じ
られてびっくりしました。もちろん留学中は反省すべき点
も多々ありましたが，けして無駄な時間ではなかったと言
えます。もし留学を考えているなら，ぜひみなさんチャレ
ンジしてみてください。得られるものは人によって違うで
しょうが，きっと素晴らしい体験が待っていることと思い
ます。



小野田

昌恵（人間社会学域国際学類）

私は ₂₀₁₁ 年 ₉ 月から ₂₀₁₂ 年 ₆ 月まで，イギリスにある
リヴァプール・ジョン・モアズ大学
（LJMU）
に留学しまし
た。みなさんはイギリスと聞いてどんなイメージを持ちま
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すか。紅茶，英国紳士，サッカー，UK ロックなど様々な
イメージを思いつくと思います。イギリスに留学する前，
私もこのようなイメージを持っていましたが，実際のイギ
リス人の性格や生活，文化は未知のものでした。しかし，
₁₀ ヶ月間の留学を通して様々なイギリス文化に触れ，以
前よりイギリスという国を身近に感じられるようになりま
した。今回はイギリスでの留学体験記を書かせていただき
ます
【留学の動機】
私は中学生の時からずっと留学に憧れていました。大学
生になって，留学生と交流したり，周りに留学を志す友達
がいたりして，留学が少しずつ身近なものなっていきまし
た。身近になるにつれて，
「私はなぜ留学したいのか」
につ
いて必死に考えました。留学の目的を持つことはとても大
切だと思います。私は，留学中に壁にぶつかったときや落
ち込んだ時に目的を思い出してまた頑張ることができまし
た。私の留学の動機は，①英語力の向上 ②国際政治を海
外で学ぶこと③様々な考え方を身につけること ④日本
の外へ出てみたい！という好奇心 です。私は実は他の
大学を志望していたのですが，落ちてしまい， ₂ 次募集で
LJMU を選びました。LJMU を選んだ理由としては，英
語圏であること，政治学部があることの ₂ 点です。
【リヴァプールについて】
私が留学していたリヴァプールは，イギリスの北西部に
位置します。貿易や工業で栄えた都市で，昔は労働階級の
都市だったそうです。あの有名なザ・ビートルズの出身地
でもあります。リヴァプールの特徴を日本の都道府県に例
えると，人柄は大阪の人のようで，服装が派手で
（私がイ
ギリス国内を旅行して比べた限りでは）
，言葉は東北弁く
らい訛っていると思います。リヴァプールの独自の訛りは
スカウス
（scouse）
と呼ばれています。イギリス人も，
リヴァ
プールに来た頃，何を言っているかわからなかったと言っ
ていました。
スカウスはイントネーションがかなり独特です。それだ
けではなく，スカウス独自の言葉もあります。例えば，ス
カウスでは，thank you を ta と言い，I have no money を
I’
m skint と言います。始めの頃は，店員さんが‘ta’と言っ
てお釣りを渡してくれるのですが，それが
「ありがとう」
の
意味と知らなかったので，何度も聞き返したこともありま
した。今思えば，少し面倒くさい客だったなあと思います
（笑）
。訛りは想像以上でした。
【勉強・生活】
まず，勉強面について書きます。基本的に留学生はビジ
ネス学部に所属しますが，他学部の授業も ₂ つまで受講可
能でした。私は政治学部の授業を受講していました。残念
なことに，LJMU の政治学部は ₂₀₁₂ 年でなくなることが
決まっていて， ₃ 年生の授業しかありませんでした。その
ため，ハイレベルな科目しかなく，最初は
「あなたの語学
力じゃ難しい」
，と断られましたが，先生と相談して，授
業をとることができました。熱意をみせることが大切だと
思います。イギリスでの授業のスタイルは日本のとは違っ
ています。多くの授業が講義とセミナーの ₂ 部構成となっ
ています。セミナーでは，先生が生徒に意見を求めたり，
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ディスカッションをしたりして進んでいきます。セミナー
は大変でしたが，日本とは異なるスタイルでおもしろかっ
たです。
次に生活面について書きます。LJMU には日本語学
部があるので
（₂₀₁₃ 年にはなくなってしまうのですが）
，
JAPAN SOCIETY（J-SOC）というクラブがあります。そ
こで，日本語に興味のある人と出会うことができます。
J-SOC に来るのは，LJMU の生徒だけではなく，他大学
の人や働いている人もいて，交流範囲を広げることができ
ました。また，
私はバドミントンクラブに入っていました。
何も予定のない日曜日は留学生の友達と一緒にバドミント
ンをしていました。寮生活は私を含め ₈ 人で，キッチンが
共有でした。イギリスで生まれ育ったインド人やパキスタ
ン人の ₁ 年生の子と一緒で，トラブルもなく仲良く生活で
きたと思います。
【留学後に思うこと】
留学した ₁₀ ヶ月間は大変なこともありましたが，すば
らしい経験ができました。しかし
「あの時ああしていれ
ば！」という後悔も少しあります。その悔しさをバネにし
て，これからも頑張っていきたいのですが， ₁ つだけ留学
を志すみなさんに紹介したいと思います。
それは，
「語学力」
です。留学は，語学研修とは違い，英語を学びに行くので
はなく，英語を使って勉強するのですから，ある程度の語
学力は必須です。私は不十分な語学力で行ったため，始め
の頃は言いたいことがあっても言えなかったり，意思疎通
ができなくて孤独を感じたり，授業で何を言っているか分
からなかったり，ということがありました。留学前からあ
る程度の語学力があったなら，私の留学生活はまた違った
ものになっていたと思います。これから留学を目指される
みなさんは当たり前のことかもしれなせんが，より有意義
な留学生活になるようにある程度の語学力をもって留学を
してほしいと思います。
留学した ₁₀ ヶ月間はあっという間でした。本当に思い
出がいっぱいつまった素敵な経験ができたと思います。ど
んな留学生活になるかは自分次第です！自分の夢に向かっ
て頑張ってください！！また，留学をしようか迷っている
人がいるなら，私はぜひ留学へ行くことを勧めたいです。
勇気を出して一歩を踏み出してください。あなただけのす
ばらしい経験が待っていると思います！応援しています。
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直也（人間社会学域法学類）

KEEP CALM AND CARRY ON!!
みなさんこんにちは。私は平成 ₂₃ 年度に派遣留学候補
生としてイギリスの
“Liverpool John Moores University”
（以下 JMU）に約 ₅ ヶ月留学をしてました法学類の三浦直
也です。今回この派遣留学報告書に私の体験談を載せても
らえるという話を頂いたので少しですが留学で得たもの，
感じたことを紹介します。これから留学を目指している
人，またはざっくり海外，イギリスに興味があるという人
にとって少しでも参考になれば幸いです。
①きっかけ
留学と聞くと少なからず
「留学は興味あるけどちょっと
長期は不安…。
」
，
「お金の問題が…。
」などいう人がいるの
ではないでしょうか？私も留学前は留学に対してはそのよ
うなお決まりの悩みを持つ学生の一人でした。入学当初，
ぼやーっと海外への留学に興味はあったものの
「できたら
いいな」どまりで気付いたら ₃ 年生になろうとしていまし
た。そしてある日，お世話になった先輩が留学から帰って
こられて一緒に食事をしているときにいろいろ当時の話を
聞かせてくれました。その時です !! その先輩の話をしてい
るときの顔がとても嬉しそうに見えました。その表情と聞
かせてくれたエピソードに心を打たれてしまい
「留学はこ
こまで人を変えるのか」
と思い留学を決心しました。
②留学決意から学内選考まで
留学の決意を先輩に話したところとても親身に相談に
のってくれました。とりあえず学内選考で採用されるため
に勉強をしなければならない。予想通りです。予想外だっ
たのは…伸び悩む英語のスコアです。前述した通り大学 ₃
年次に留学を決意しました。英語は ₁ 年のときに必修分し
かやってません。高校時代も英語が得意だったとはいえ約
₂ 年のブランクは想像以上に英語力の低下に結びついてい
ました。 ₁ 回目に受けた TOEFL のスコアは散々なもので
したし志望理由書も英語はおろか日本語でもちゃんと書け
ない始末。派遣留学ともなると金沢大学を代表して留学す
ることになりますので生半可な気持ちだと通用しません。
私の場合スコア以前に志願理由の筋が通ってないと何度も
注意されました。準備不足や不安などから諦めようと何度
も考えました。それでも諦めずに取り組めたのは先輩を含
め周りの応援が支えになったからだと思います。そういっ
た中，無事 ₂ 次選考で候補生として JMU に行くことが決
定しました。
③留学決定から出発準備
候補生として選ばれたとはいえ勉強をおろそかにするこ
とはできません。むしろ私の場合決まってからのほうが緊
張感が増してきて勉強に励むようになったくらいです。海
外へ長期間留学する場合はビザの申請が必要となりますが
私は滞在が ₆ ヶ月未満だったので必要はありませんでし
た。
（イギリスでは ₆ ヶ月を超える滞在の場合ビザが必要
となります。
）
また今まで海外に行ったことがなかったので
パスポートの申請から始める必要がありました。とにかく
準備については何もかもが初めてだったので経験者から話
を聞いて回ってました。やはり生の声を聞くのが一番参考
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になります。他にも留学中に必要なお金を貯めるべくアル
バイトも以前よりも増やしました。勉強，アルバイト，情
報収集などたくさんのものに追われて疲れたときは
『地球
の歩き方』
を読んで想像を膨らませていました。事実，
『地
球の歩き方』は地図や路線情報などが詳しく記載されてい
るので帰国直前まで役に立ちました。
④いざ，Liverpool
₉ 月某日。出国のため成田空港へ。もちろん国際線も初
体験です。あまりの緊張で機内では
「Water」すらまともに
通じず不安が高まるばかり。イギリス
（ロンドン）
に到着し
てからも入国審査で少しトラブルがあり雲行きが怪しくな
るばかり。リヴァプールの住むところに着くころにはとっ
くに夜中でした。それではさっそく実際のリヴァプールで
の留学生活について書いていこうと思うのですが，つらつ
ら書いていっても読みにくいと思いますしスペースも限られ
ているのでよく聞かれる質問とその回答を箇条書きにしてい
きます。
・リヴァプールへの移動手段は？
→ロンドンからは電車で約 ₂ 時間半。近隣のマンチェス
ター空港で降りた場合そこから電車で ₁ 時間ほどで着き
ます。
・リヴァプールってどんなところ？
→ビートルズ，サッカー，世界遺産の港町，程よく都会で
過ごしやすいです。
・住まいは？
→フラット
（ハウスシェア）
でした。日本人 ₃ 人・外国人 ₃
人が最終的には日本人 ₃ 人・外国人 ₁ 人になったのでなん
とも日本的な環境でした。
・大学での授業は？
→ ₁ 日 ₂ ， ₃ コマであまり多く履修はしませんでした。も
ちろん講義はすべて英語でしたが日本語のクラスに混ぜて
もらったり非常に有意義でした。
・英語は喋れるようになった？
→はじめの ₁ ヶ月はまったく話せず聞けずで苦労しまし
た。 ₂ ヶ月もすると完璧とまではいえませんが生活に必要
な言葉を選べるようになりました。
・授業以外では何をしていた？
→ Japanese Society というサークルがありいろいろな人と
交流ができました。またハロウィン，クリスマス，誕生日
などイベント時にはパブや友人宅でお酒を飲んだりゲーム
をしたりしました。また時間がある日は街をぶらぶら歩い
たりジム
（JMU の学生は無料！）
にも行ってました。
・イギリスの料理はマズイって聞くけど実際は？
→ぜひ自分の舌で感じてください。リヴァプールで一番お
いしかったのは中華料理です。
・気候は？
→思ってたより日本的な気候です。雨は多いと言いますが
金沢よりは幾分ましかと思います。
・トラブルは？
→治安については良いとは言い切れませんが幸い大きなト
ラブルには巻き込まれませんでした。強いて言うなら家で
パーティをした翌日に気付いたら机とイスが燃えて炭に
なっていたことです。
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・一番の思い出は？
→ほぼ毎日お酒を飲んでいたことです。私もそうですが周
りがお酒好きが多かったこともあり交流が広がり楽しかっ
たです。ちなみにイギリス人はとてもお酒が強いです。
⑤帰国，およびまとめ
正直なところもっとたくさんの経験談を書きたかったの
ですがキリがありませんし文字で伝えるには限界を感じて
います。しかし逆を言えばそれだけ内容の濃かった留学生
活だったと断言できます。留学を経験した方に話を聞くと
よく
「視野が広がる」
ということを耳にします。留学以前は
いくら聞いてもそれが何を意味するのか掴めないままでし
た。今回の派遣留学を通じて初めて日本を離れて生活しま
したが，離れたことで発見できたものがたくさんありまし
た。イギリスと比較することで日本の文化，性格について
考えることができましたし自分を見つめなおすこともでき
ました。おそらく視野が広がるという意味を理解できな
かったのはその感じ方は人それぞれであって，今回自分の
中で納得できる答えが見つけられたのでこの留学は大変有
意義だったと感じています。
さて，読み返してみると中身が詰まってるとは言い難い
ものになってしまったのでぜひ他の報告にも目を通してく
ださい。魅力的な報告で盛りだくさんのはずです。そこで
少しでも興味が出てきたらチャレンジしてみることをお勧
めします。努力次第でチャンスは全員に等しくあります。
良い学生生活を！！
最後に，留学に協力して頂いた家族，友人，そして大学
職員の皆様にお礼を申し上げます。

ニューヨーク州立大学バッファロー校


穴山

〈アメリカ〉

塁（理工学域機械工学類）

私は ₂₀₁₁ 年 ₈ 月から ₂₀₁₂ 年 ₅ 月までの約 ₉ か月間，ア
メリカのニューヨーク州立大学バッファロー校に派遣留学
させてもらいました。バッファロー市はニューヨーク州の
北西部に位置し，少し足を伸ばすとナイアガラの滝に行く
ことができます。同じニューヨーク州でもタイムズスクエ
アなどがあるマンハッタンへはバスで ₇ ～ ₈ 時間の距離
にあり，雰囲気も正反対ではっきり言ってド田舎です。車
社会ですし，治安の悪いところも多いですが 総括してバッ
ファロー市は典型的な東海岸のアメリカらしい都市です。
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大学院進学
理系で大学院進学を予定している方は三年生でこの派遣
留学制度に申し込むのも一つの手です。一番のメリットは
専門科目を三年以上学んでいるので言語に不安があっても
授業内容をカバーできるという点です。教科書に書いてあ
る数式，グラフなどから内容を推測することができ，これ
はすごく大きなアドバンテージです。私自身，何度も自分
が金沢大学で学んだ専門知識に助けられました。結果論で
すが四年生で留学できてよかったです。

• 大学

大 学 は 広 く，north campus と south campus に 分 か
れています。といっても医学系以外の授業は全て north
campus で開講されます。キャンパス間は無料のシャトル
バスがあり，生活必需品は south campus 近くのモールで
買うことができました。
また，バッファロー校はニューヨーク州で一番大きな総
合大学で学生数が ₃ 万人もいます！大学に占める留学生
の割合も約 ₁₅％と非常に高く，これはアメリカの大学で
トップ ₂₀ に入ります。そのため留学期間中は本当に毎日多
くの人に会えました。学生数，留学生がともに多いのはバッ
ファロー校の一番の長所です。

• 授業

バッファロー校は前述したとおり，留学生が多いので留
ESL があります。私も前期に ₂ つ，
学生用の英語学習授業，
後期に ₁ つ履修しました。
ESL 以外は全て専門科目の機械工学に関する授業を履
修しました。どの授業も課題の量が多かったのですが，そ
の分自分のためになりました。現地の学生と一緒にグルー
ププロジェクトを進めることで日米の学生の違いに気づけ
ました。それが自分の財産になっていると感じます。
授業についてひとつアドバイスすると，講義の学生の人
数をチェックするべきです。大講義室でやるような ₁₀₀ 人
単位の授業より， ₂ ，₃₀ 人向けの小さいクラスのほうがお
勧めです。ネットで学生数を確認でき，最初一週間は金沢
大学と同様に履修する授業が変更可能です。なので，おも
しろそうな授業はとりあえず出席してみてそこから履修し
たい授業を選択できます。私自身，少人数の講義のほうが
現地学生と関われましたし，何より自分から積極的にコ
ミュニケーションをとる必要があったので，自分の留学生
活にとって非常にプラスになりました。

• 住居

• 動機
私は高校の頃から，大学に入学したら海外の大学に交換
留学したいと思っていました。一度海外の大学に在籍し，
自分の専門分野を日本人以外の学生と一緒に学んでみた
かったのです。金沢大学を受験したのも，派遣留学提携校
の多さが理由の一つでした。

私は韓国人の留学生との ₂ 人部屋でした。といってもこ
れは偶然で，バッファロー校の事務の方がランダムに振り
分けるので，現地の学生と四人部屋になる可能性もありま
す。万が一ルームメイトと相性が良くなくても変更するこ
とができるので心配はいりません。浴室などを ₃ 部屋 ₆ 人
共用でしたが，特に問題もなく ₉ か月間過ごせました。

留学時期
当初は二年生で派遣留学制度に応募する予定だったので
すが，自分のだらしなさもあり結局三年生で申し込み，四
年生の夏から派遣留学させてもらいました。私は大学院進
学を予定していたので ₅ 月に帰国してから試験勉強をし，
₈ 月に大学院試験を受けました。

私の留学生活は華やかなものではなく，地味なものでし
た。基本的に平日はキャンパスから出ず，授業がない時間
も図書館で授業の課題や復習，ミーティングなどをしてい
ました。課題の量が多く，教科書も当たり前ですが日本語
ではないので，その分勉強に費やす時間が増えるのは当然

• 生活
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でした。
反対に週末はキャンパスから出てイベントに参加した
り，
友達とスポーツをしたりして遊んでいました。
バッファ
ロー校は学生が多い分，毎日キャンパスでイベントを催し
ています。時間を調整し，そのような行事を楽しめるのも
この大学の魅力だと思います。

• 最後に

現在，留学することは珍しいことではありません。一口
に
「留学」
といっても様々な種類があります。その中で私は
派遣留学制度を利用させてもらい，海外の大学で自分の専
門科目を学べました。時間が限られていたからこそ達成で
きたこともあったし，だからこそ全力で頑張れた ₉ か月間
だったと思います。期間中多くの恥をかき失敗をしました
が，断言できることは，留学させてもらって本当によかっ
たということです。ぜひ後輩のみなさんにはこの素晴らし
い制度を利用し，海外で刺激を受け，金沢大学に還元して
ほしいです。
まだ派遣留学に申し込もうか迷っているみなさんへ。就
職活動時期？卒業一年遅れる？お金かかる？…など留学を
ためらう理由なんていくらでもあります。でも極論を言え
ば全て言い訳ですよね。本当に自分がやりたいことだった
ら達成できるし，するべきです。
この文章を読んでいる時点でみなさんの心は決まってい
るはずです。留学したいんでしょ？留学しちゃえばいい
じゃん！と私は思います。以上です。みなさんの留学が人
生最高の経験の一つになることを願っています。



清原

佳穂（人間社会学域国際学類）

みなさん，こんにちは。私は ₂₀₁₁ 年 ₈ 月から ₂₀₁₂ 年 ₅
月まで，ニューヨーク州立大学バッファロー校
（以下 UB）
に留学していました。私が留学を志したのは，大学に入っ
てすぐ，一年生の前期のことです。たまたま授業で交換留
学から帰ってきた先輩のプレゼンテーションを聞いたのが
きっかけで，派遣留学に興味を持ちました。一年間，外国
で生活したらきっと自分を鍛えられるに違いない。私もあ
の先輩のように輝きたい。そんな単純な思いと， ₁ . 自分
の専門にあたる映画分析やアメリカ学についてもっと深く
学ぶ， ₂ . 長い間勉強してきた英語をコミュニケーション
手段として使えるようになる，という目標を胸に，私の留
学はスタートしました。
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1 ．UB について
UB に着いて一番はじめに思ったのは，「広い！！！」と
いうことです。UB はニューヨーク州立大学の中では最も
大きく，キャンパス内の施設もとても充実しています。図
書館は ₂₄ 時間空いているし，シアターはあるし，大きな
ジムもあるし，サッカーコートもあります。ジムの中にオ
リンピックが開けそうなほど素晴らしいプールと飛び込み
台があるのを見た時は，さすがに驚きました。さらに，シ
アターでは毎週映画が上映されていたり，ジムではヨガや
ズンバを始めとするワークショップが開かれていたりし
て，学生はこれらにも自由に参加できます。キャンパス内
だけでも十分に楽しく過ごせるほど環境が整っていまし
た。また，もうひとつ UB の特徴としてあげられるのが，
留学生が非常に多いということです。なんと，留学生数は
全校生徒の ₁₄％を占めます。そのためか，私も多くの留
学生と友達になり，彼らが頑張っている姿をみては，私も
頑張らなければ，と励まされたものでした。
2 ．寮について
私が住んでいたのは Ellicott の Red Jacket というところ
です。留学前に，住む寮と部屋のタイプを選べたので，私
は ₂ 人部屋を希望していたのですが，なぜか ₄ 人部屋に割
り当てられ，アメリカ人のルームメイト ₃ 人と共同生活を
送っていました。私のルームメイトは自分の時間とスペー
スをとても大切にしていて，お互いに全く干渉しないよう
に生活していたので，住み始めた当初はそのドライな関係
に戸惑いました。
何とか仲良くなろうと思っていましたが，
結局最後まで関係は変わらず，それが少し残念でした。そ
のかわり，同じフロアには仲の良い友達ができました。同
じフロアの友達とは，よく一緒にラウンジで勉強をして，
勉強に飽きると，スナックを食べながら，うわさばなしか
ら歴史の話まで，色んなことを話しました。みんなで笑い
合う時間は本当に楽しくて，大好きでした。
3 ．勉強面
UB ではさまざまな授業が開講されているので，興味の
ある授業がたくさん見つかりました。日本の大学と同じよ
うにガイダンスを受けてからどの授業をとるか決められる
ので，興味のある授業はとりあえずガイダンスを聞きに
いってみてください。私は ₂ 学期間で，ESL という留学
生のための英語の授業を ₃ つと，専門の授業 ₅ つをとりま
した。どのクラスも課題が多く，ほぼ毎日大量の文献を読
み，毎週少なくとも一回はエッセイを書かなければなりま
せんでした。
また，
専門の授業のほとんどにディスカッショ
ンがあり，これには大変悩まされました。前もって準備し
てもディスカッションに参加できずに授業が終わることも
多く，ふがいなくて何回も落ち込みました。普段の授業も
全く理解できずに終わることがしばしばありました。そん
な時は教授に質問しに行ったりしてなんとか乗り切りまし
たが，そうする中で，留学先で自分が学びたいことを学ぶ
ためには，高い英語力が必須であること，何を学びたいの
かという目的意識を明確に自分の中に持ち，モチベーショ
ンを維持することが非常に大切で，そして大変であること
を実感しました。
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4 ．クラブ活動
UB は生徒数が多いこともあり，スポーツ系や文化系
の多種多様なクラブがあるのはもちろん，国別の Student
Association（以下 SA）もあります。クラブ活動をすること
によって活動の幅も人との出会いも広がるので，参加して
みるといいと思います。知り合いが一人もいないクラブに
一人で飛び込むのはとっても勇気がいりますが，私はその
勇気が振りしぼれずに後悔したこともあるので，みなさん
は始めの一歩を臆さずに踏み出してみてください。私はい
くつかのクラブ活動に参加したほか，JSA という日本に興
味を持つ学生が集まる SA に所属していました。その活動
の一環としてインターナショナル・フィエスタというダン
スの大会に参加したのが，留学生活の中で一番の思い出で
す。インターナショナル・フィエスタとは，各国の留学生
を中心としたダンスチームがそれぞれ自分の国をテーマに
創作ダンスを作り，競うというもので，国際色の強い UB
ならではのイベントです。私は過去に新体操をしていた経
験があったため，なんとアメリカ人のパートナーと一緒に
JSA チームのダンスを振り付けし，さらにリーダーとして
多国籍なメンバーが集まるチームを率いることになりまし
た。その大仕事を引き受けてからは困難の連続で，パート
ナーと意見が合わなかったり，練習を思うようにまとめら
れなかったり，自分の英語力にもどかしさを感じたりと，
何度も悔しい思いをしました。練習に行くのが嫌になった
こともたくさんあります。しかし，どんな時にでも笑顔を
忘れずに楽しく練習することを心がければ，チームもまと
まるし，私が一生懸命であれば，チームのみんなも支えて
くれることに気付き，とにかく精一杯練習に取り組みまし
た。そして大会当日。全員がベストを出しきって，最高の
パフォーマンスをしました。残念ながら賞は獲得できませ
んでしたが，大会後に達成感からみんなで涙を流し抱き
合ったこと，チームのみんなからもらったありがとうの言
葉は，賞よりもずっと価値がありました。フィエスタから
学んだことは数知れません。一生ものの，素晴らしい経験
です。
5 ．最後に
私の留学生活はほんとうにあっという間に過ぎて行きま
したが，得るものは多かった ₉ ヶ月間だったと思います。
では，一体何が得られたか？私が得たものは，残念ながら
ネイティブ並みの英語でも，自分の専門への深い造詣でも
ありません。日本では出会うことのできなかったたくさん
の人との出会い，自分を見つめなおす時間，そして自分を
試す経験です。留学は，語学力が身に付く魔法ではありま
せん。留学に行っただけで，素晴らしい人になれるわけで
もありません。お金だって，たくさんかかります。みなさ
んの留学の目的は何でしょうか？その目的のために，日本
でできることはありませんか？是非一度，立ち止まって考
えてみてください。それでもやっぱり留学するしかないと
思えたなら，その気持ちを忘れずに，そして支えてくれる
家族や周りの人の気持ちも忘れずに，全力でいろいろなこ
とに挑戦してみてください。応援しています！
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ウィリアム・アンド・メアリー大学


寺山

〈アメリカ〉

里穂（人間社会学域人文学類）

₂₀₁₁ 年 ₈ 月から ₂₀₁₂ 年 ₅ 月までの約 ₁₀ ヶ月アメリカの
ウィリアム・アンド・メアリー大学に留学しました。この
十ヶ月は，本当にたくさんの人々に支えられ，いままで経
験したことのないほど多くのことを学び，一日一日を大切
に過ごすことができました。初めての海外生活はホーム
シックや英語が思うように聞き取れない・話せないで最初
は辛いこともありましたが，楽しく充実はそれよりももっ
とたくさんあったので紹介していきたいと思います。
留学生用の授業は基本的にはなく，正規学生とともに授
業を受けます。そして幅広い科目の中から自由に興味のあ
る授業を取ることができます。各科目受講定員が限られて
おり，人気のある授業はすぐに埋まってしまいますが，直
接先生のところに伺って受講したい旨を伝えるとあっさ
り OK してくれることもあったので，ぜひ諦めずに好きな
授業を取ってください。私は主に，TESOL，言語学，文
学の授業をとりました。ほとんどの授業が ₁₀~₂₀ 人位の講
義で，ディスカッションも多く自分の意見が求められまし
た。また，毎週ペーパーを課す授業もあり，英語で読んで，
考えて，書くということは授業を通して鍛えられました。
TESOL の授業では将来アメリカや海外で英語を教えたい
と思う学生が集まっており，彼らと一緒に授業のデモンス
トレーションをしたり，カリキュラム作成を発表しあった
り，とても楽しかったです。テスト勉強を一緒にしたり，
ペーパーを見てもらったりしたのも，この授業でできた友
達でした。どの授業も予習のリーディング，課題，テスト
など量は多かったですが，一つ一つが自分が成長できる
チャンスだと思って取り組んでいました。テスト期間にな
ると ₂₄ 時間図書館で勉強している学生も多く見られます
が，₁₂ 時には寝ると決めて体を壊さないよう自分のペー
スで勉強していました。英語で試験やペーパーに取り組む
という点で現地の学生よりも時間がかかりますが，自分が
がんばった分評価として返ってきますし，Good Job! と言
われたときはすごく嬉しかったです。また，様々な国籍の
学生が在籍しているので留学生という扱いでなく，現地の
学生と同じ立場で授業に取り組むことができます。春学期
にとった Advanced Expository Writing のクラスでは ₁₀ 人
くらいで，自分の書いた作品をクラスで読みあってリバイ
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スし，完成させていくのですが，クラスメイトは皆英語の
ネイティブだったので，私にとっては先生を含めクラスの
皆が英語の先生でした。最後に先生からもらった手紙の中
に
「あなたを英語のネイティブだと思って評価をつけたの
で，あなたのライティングは平均以下です。
」
と痛烈な一言
も書かれていましたが，他のクラスメイトと同じクラスの
一員として接し評価をくれたことはとても嬉しかったです。
W&M の学生はとても勉強に忙しく自分から積極的
に英語を話す時間と相手を探さないと，自分も ₁ 日中
勉強して終わってしまうこともあります。そこで私は
Conversation Partner という制度を利用して，最初の ₁ 学
期間，パートナーに週に ₁ 度会い，ランチを食べながら英
語を話す練習をしました。また，ミールプランに入ってい
たので積極的にミールプランを持っている友達を誘ってご
飯を食べながら，ずっと英語で話していました。 ₁ 日 ₃ 食
友達と食べれば ₃ 時間は英語で話していることになります
からね！貴重な海外での時間ですので，自分から積極的に外
に出て，友達と楽しく英語を勉強するのもよいと思います。
W&M の留学生センターは留学生と地域の人々を結ぶ
機会を多く提供してくれます。FLAG
（Foreign Language
Ambassador Group）では，地域の小学校で自分の国につ
いての授業をしました。日本と日本の小学生についての発
表をしたあと，折り紙を一緒に作りました。小学校の授業
や給食，放課後の過ごし方にしてもアメリカと日本では違
いますが，アニメが好きなことは共通していました。折り
紙は ₁ 回目つるを作ったのですが，今まで折り紙を折った
ことのない生徒にとってすごく難しく，
“I’
m lost”が多発
したので， ₂ 回目は簡単な雛人形を折りました。生徒同士
お互いに教えながら皆作り上げることができ，最後に
「あ
りがとう」って日本語で言ってくれたときはすごく嬉し
かったです。また，Global Family では，留学生センター
がウィリアムズバーグに住む地域の家族を紹介してくれま
す。私のホストファミリー ₃ 人兄弟のいる家族で，月に
₁ ， ₂ 度会い，一緒に近くの町を歩いたり，Thanksgiving
や Easter のランチに参加させてもらったり，クリスマス
にゴスペルを聞きにいったりなど大学生活とはまた違った
文化体験ができました。その他にも，留学生センターは
Pumpkin Carving や Washington Trip などたくさんの行事
を催してくれ，他の国からの留学生と交流したり，アメリ
カの文化を体験する良い機会となりました。
私は，Reves Hall という様々なバックグラウンドを持
つ留学生と国際関係に興味のあるアメリカ人学生の住む寮
に住んでいました。私のルームメイトは韓国出身の同い年
の女の子でした。彼女は中学生のころからアメリカの学校
に進学していたので，アメリカの生活に慣れていると同時
に，
英語で学校生活をおくる上での大変さも経験しており，
いつも適切なアドバイスをくれました。Reves は小さな落
ち着いた寮でポートラックパーティなどの行事も多く，友
達も作りやすい寮だと思います。派遣留学生は通常，アメ
リカ人との ₂ 人部屋で寮は選べません。Reves のみは ₃ 月
のアプリケーションの後，ルームメイト情報とともに住み
たいか否かの意思を伝える機会があります。私は冷暖房完
備なことと国籍豊かな学生が多く楽しそうと思い住もうと
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即決しました。
W&M には JCA（日本文化部）や J-House と呼ばれる寮
があり，この二つの場所で日本語を勉強している学生や日
本文化に興味のある学生とたくさん交流することができ
ます。JCA では週に一度ミーティングとディナーがあり，
Big and Little や日本祭り，他のアジア文化部と共同でダ
ンス発表会，Winter Formal などたくさんのイベントを行
ないます。また J-House でも日本料理を作ったり，映画を
一緒に見たり，Conversation hour で一緒に日本語会話の
練習をしたりしました。その他にもキャンパスには日本語
を勉強している学生がたくさんいるので，すれ違うと
「こ
んにちは」と声をかけてくれたり，習ったばかりの日本語
で話しかけてくれたり，散歩しているだけでも楽しかった
です。
W&M での ₁₀ ヶ月がなかったら今の私はいないと思え
るほど，W&M での留学生活は毎日が刺激的でした。様々
なバックグラウンドの人々と話せばそのたびに新しいこと
が次々学べます。英語で伝える難しさやはがゆさを経験す
れば，日本語で思うように話せることがなんて素敵なこと
だったのだろうと実感します。間違えてもいいからゆっく
り話してみよう，失敗してもいいからやりたいことはすべ
て挑戦してみようということを心に留めて ₁₀ ヶ月を過ご
しました。そしてたくさんの大切な友達ができた本当にか
けがえのない時間でした。ぜひ一歩も二歩も踏み出して，
自分なりの留学生活を送ってください。

タフツ大学


〈アメリカ〉

棚田

早紀（人間社会学域人文学類）

“We know that this moment is so precious, and that it’
s

short. And I know that I am not what I am, but I am what
I do.”* ₁
そう呟いたのはタフツ大学教授・デイビッド = コールマ

ンです。あまりにも短く，貴重な一瞬をどう生きるか，彼
の言葉は私たちに問いかけます。
しばしば留学経験者の口を衝いて出る一般的な
「海外生
活による自立」や
「外国語の習得」とは特質を異にして，タ
フツ・キャンパスの進歩性とそこでの対人交流が私に多大
な影響を与えたことは間違いありません。大学内外の競争
の厳しさに裏打ちされるように，タフツのアカデミクスは
素晴らしかった。治安状況はよく，生活環境は整ってお
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り，ファカルティの質は高く，授業プログラムは充実して
いました。しかしながら，タフツへの留学体験が私にとっ
て特別だったのは何よりも，それが人と人とのかけがえの
ない共感の瞬間をもたらしたからです。学術都市ボストン
においてタフツ・コミュニティの培ってきた自由主義の土
壌，そしてそこに息づく多様性に感動し，私は駆けだし
叫びたくなるほどぞくぞくしました。
“Embracing Minds,
*₂
Embracing Differences.” を掲げるキャンパスにおいて，
背景の様々な人々と色々なものごとについて真摯に問答を
繰り返す毎日。机に向かって本を読んでいても味わえな
い，決して代用のきかない共感の瞬間に私は震えていたの
です。
あるときには，宗教に対する考え方の相異に関わらず同
じ人間として共感する瞬間がありました。ゴスペルの授業
の一環として
（ゴスペルは音楽専攻の開放科目として開講
され，どの専攻の学生でも履修可能）
，₂₂₀ 名の授業参加
者のうち有志 ₅₀ 名がニューオーリンズで無償コンサート
を行ったときのことです。ボストンから飛行機に乗り， ₅
日間，初めて知ることになった友達と寝食を共にし，教会
や街頭やバスのなかで歌い体を揺らしました。私たちのな
かにはキリスト教徒も，そうでない人も，アフリカン・ア
メリカンも，そうでない人もいました。共通点は，
「みん
なで歌うのが好き」というところ。ストームが去ったコン
サート最終日の夜，屋外テラスでジャズ演奏を聴きながら
旅のルームメイトの ₃ 人とざっくばらんに宗教観を語り
合っていました。私は仏教の風習に慣れた無宗教の哲学を
もちますが，これからどうしていこうか
「考え中」
という地
点にあり，残りの二人も
「考え中」
です。そのうち ₁ 人はコ
リアン・アメリカンで父が司祭，母が教義普及者という厳
粛なカトリックの家庭に育ち，自身も敬虔なキリスト教徒
でしたがタフツに進学しリベレートされた結果無宗教に転
じるに至り，それを家族には打ち明けられないでいるとい
いました。もう ₁ 人はブータンからの移民でプロテスタン
トの家庭に育つも教義上の罪を犯すことにそれほど罪悪を
感じないといいました。彼女はまた，
仏教に傾倒しはじめ，
答えを導き出すために来学期からインドに留学するところ
でした。向かい合い，目を合わせ，頷き，ときには手を取
り合って相手の話に耳を傾ける。そうして互いの宗教に対
する考え方を理解しようと努め，自分の意見を整理しまし
た。相違点を強調するのではなく，共通点を導き出して生
じる調和に歓喜しました。また，ツアー後，冒頭で紹介し
た教授で音楽プロデューサーのデイビッドに手紙が届きま
した。教会で私たちのゴスペルを聴いた男性からです。手
紙にはこうありました。
「私は聖なる教会での行いに厳格
で，あなたたちが歌い叫び踊るのを見，正直むっとした。
しかし，考えはたちまち変わりました。私には ₄ 歳の息
子がいて，いつも厳しくしつけていますが，実は彼が何を
考えているのかいつも理解に苦しんでいたのです。ところ
が隣に座っていた彼は，あなたがたのコンサートで心から
楽しそうに歌いだし踊り出したのです。それが息子の気持
ちを理解するきっかけになった。そして私にとってもコン
サートは楽しかった。本当に感謝しています。
」
もちろんこ
れは，ある宗派がいいとかわるいとかいう話では全くあり
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ません。繰り返しになりますが，相手を理解しようと努め
耳を澄ませ，違いを乗り越えて共感の生まれた瞬間の一例
です。
またあるときには共感の瞬間とは，対話によってセク
シュアリティの相異に関わらず人間本来の共通性が導かれ
ると知ったときでした。時折，私の部屋に友人がふらりと
訪ねてきて自身の社会的背景や目標とする生き方について
長話をすることがあり，ある日，オープン・ゲイの子が自
分の性について話すことがありました。繊細で敏感だと自
認する彼が私に，自分の同性愛に気付きはじめた十代前半
の戸惑い，それを認めるに至るまでの数年間の苦悩，そし
て大学進学前に家族へ告げるときの緊張など真剣に語って
くれました。日本語を流暢に話し来日経験があり日本人の
知人友人を数多くもつ彼ですが，ヘテロ・セクシュアルな
傾向の強い日本において未だ自分の同性愛を明かしたこと
はありません。
「こんな風に話せた日本人はサキがはじめ
てだよ。聴いてくれてありがとう。
」
そう言った彼の笑顔が
目に焼き付いています。以来，彼と私は互いに男性，女性，
同性愛者，異性愛者などという看板とは関係なしに率直に
語り合う貴重な時間を共有するようになりました。
タフツ・
コミュニティの多様性は国籍，出身地，母国語，宗教，民
族，性など多岐に渡ります。そして当人の属性
（それが多
数派でも少数派でも）に関わらず，市民としての個人に対
するサポートが強力です。もしも基本的人権を侵害するよ
うな行為が認められた場合には，それは大学のサポート・
サービスへ通告されなければなりませんし，その通告シス
テムが作動するケースもごく稀です。タフツでは様々な背
景相異の垣根を越えた交流が盛んであり，そこで必要とさ
れる道義的倫理観が総じて高いのです。一例として，法学
部が主催した映画
“Miss Representation”* ₃ の上映会が挙
げられます。
“Miss Representation”は女性客体化を先導
する国内マスコミをフェミニズムの視点から批判するド
キュメンタリーです。上映後，法学部の大学院生がプレゼ
ンして会場から意見を求めました。学生運営のウェブサイ
トや学内掲示を見た数百人が会場の大講義室に集まってお
り，次々に手を挙げる学生のなかには男性も女性も，異性
愛者も同性愛者もいました。当時，私は考えを限られた時
間内に整理できず発言しませんでしたが，活発な議論の下
敷きとなる学生たちのエシックスを垣間見，触発されまし
た。それは，同じ映画をひとり部屋で鑑賞して他人の反応
に無知であるのとは全く異なります。そこに複数の生きた
人が集まり，相互理解に向かおうとするからこそ生まれる
共感の瞬間を私は捉えることができたのです。
静かに瞬きしてみてください。瞬いた時間を取り戻すこ
とはできないとわかるはずです。大きく目を開き，顔を上
げてみてください。実に奇妙な問題に，世界が直面してい
るとわかるはずです。私がタフツで貴重な共感を味わって
いるのとまさに同じ瞬間に，周りとは異なる宗教の聖典が
燃やされたり，
周りとは異なる肌の色の人が虐げられたり，
周りとは異なる性の人が嘲笑を浴びたりしています。道端
で酒に酔った人が傍観者に悪態をついたり，近所の人が隣
人の悪い噂をふれ回ったり，友達同士が意見や外見の異な
る人を仲間外れにしたりしています。彼らが必要としてい
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るのは，安心して心地よく他者と生きていくために自ら生
みだせる共感の瞬間ではないでしょうか。言葉を所有して
生きる人の間に，唯一普遍のスタンダードなど存在し得な
い，そう私は確信しています。
「世間」
で
「普通」
と呼ばれる
状態は常に，
「限定された空間・時間内」
での
「マジョリティ」
に過ぎないのです。限定的・一時的な
「世間の普通」
が全世
界普遍の唯一絶対的標準と誤認される，この現状こそが，
今日紛糾されている異文化理解・多文化共生の，つまりは
他者との共鳴の，大きなバリアではないでしょうか。幸運
にも私は留学中の ₁₀ ヶ月間，これから他者との間に共感
の瞬間を生んでいくための真摯な対話の姿勢
（あるいは技
術・方法）を身につけ実践してきました。そしてそれは金
沢大学の派遣留学プログラムに支えられ，タフツ大学の進
めるリベラリズムに励まされ，十人十色の聡明な人々との
交流から実現しました。この場を借りて，留学サポートに
精力を注いでくださった金沢大学留学生センターの方々，
進路相談に乗っていただいた各分野の先生方に深く感謝申
し上げます。最後に読者のみなさまへ，アルベルト = アイ
ンシュタインの言葉を添えます。
“Peace cannot be kept by force; it can only be achieved
by understanding.”

* ₁ David Coleman, March ₂₄, ₂₀₁₂, comment on Tufts
Third Day Gospel Choir New Orleans Tour ₂₀₁₂.
* ₂ Tufts University.“ Tufts University, ”accessed
December ₁₉, ₂₀₁₂. http：//www.tufts.edu/home/get_to_
know_tufts/diversity/.
* ₃ Written, directed and produced by Jennifer Siebel
Newsom, M i s s R e p re s e n t a t i o n , ₂₀₁₁, Girls ’ Club
Entertainment, United States.

ニューヨーク州立大学ニューポルツ校


冨永

〈アメリカ〉

麻由（人間社会学域国際学類）

私は ₂₀₁₁ 年 ₈ 月から ₂₀₁₂ 年 ₆ 月までニューヨーク州立
大学ニューポルツ校にて本校の派遣留学生として約 ₁₀ カ
月間勉強させて頂きました。もしも，これから留学をした
いと少しでもお考えの方がいるなら，私からはただ一言。
全ての不安要素を取り払って是非，荷物をまとめて日本か
ら飛び立ってください。理由は何だって良いのです。英語
を勉強したい。海外に出てみたい。ハンバーガーを毎日食
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べたい。もしくは私のように海外ドラマに影響を受けて，
ニューヨーカーになりたいなんて不純な動機でも良いで
す。けれど，再び日本に戻ってきた時，きっと勇気を持っ
て決断した自分を褒めてあげたくなるような素晴らしい経
験を積めると思います。
ここでは，私が留学を通して得たもの全ては書ききれそ
うもないので，そのいくつかをアドバイスと共に紹介させ
ていただきます。
まず，留学前の準備としては主に日常会話表現に重点を
置いて勉強をしていました。
特にためになった勉強方法は，
洋画の DVD を借りてきて音声はもとより字幕も英語設定
にして観ることです。こうすると，そのまま観ても聞き取
れない単語が案外簡単な英語であること，またはネイティ
ブの日常会話そのものが実は簡単な単語ばかりで成り立っ
ていることに気づけるはずです。英語も日本語と同じ，言
語という伝達手段ですから，私達が普段の会話で論文のよ
うな難しい言葉を使わないように，英語だってシンプルな
表現の方が使う頻度は高いのです。
次にニューヨーク州立大学ニューポルツ校について紹介
したいと思います。
大学はニューヨーク州にはありますが，
Facebook では New Paltz（village）と表示される，まさに
一つの小さな村です。とは言いましても表通りには小さな
個人経営の雑貨店やバー，多国籍料理を堪能できる数多く
のレストランなどが立ち並び，週末にはバーに向かう人々
で大変賑わっています。また町自体が小さな観光地なので
趣がある素敵な場所です。気になるマンハッタンまでの距
離ですが，バスで片道一時間半なので週末に気軽に行くこ
とができます。マンハッタンには割高ではありますが日本
食のスーパーがいくつかあるので，納豆が恋しくなっても
大丈夫です。
大学自体は海外留学生の受け入れに熱心なこともあり，
様々な人種の学生であふれ，また留学生に対するケアも行
き届いているという印象を受けました。正規の日本人学生
も多く在籍しているので何かに困っても頼れる場所はたく
さんあります。治安については悪くはないですが，やは
り夜道の一人歩きは大変暗いこともあり安全とは言えま
せん。そして寮生活ですが，基本的に suite と言われる一
つの大きな部屋に二人用の小部屋がいくつか入っており，
₆ - ₈ 人程度で一緒に暮らします。私の suite のメンバーは
日本人，オランダ人，スペイン人，イタリア人，イギリス
人，アメリカ人と国際色豊かなこともあり，お互いの文化
を尊重し合い，とても素晴らしい仲間になりました。私は
ほとんどの時間を彼女たちと過ごし，
食事やショッピング，
イベント，さらには旅行も共にしました。
私にとってのこの ₁₀ カ月間は，楽しかったこと，悲し
かったこと，悔しかったこと，幸せだったことの繰り返し
で，本当に感情が大きく揺れ動いた素晴らしい時間になり
ました。最初の数カ月は大好きな suite の仲間にも伝えた
いことを上手く伝えられず，悔しくて机に向かって必死に
勉強していましたが，ある日，夜遅くに図書館から帰宅す
ると，寝ずに心配して私の帰りを待ってくれていたルーム
メイトたちが，
“最近マユが suite にいなくて寂しい”
と言っ
てくれた時，私が本当にこの留学ですべきことは机に向
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かって英語を勉強することじゃない，と強く感じたことを
覚えています。それからは大切な人たちとの時間を何より
大切にするようになりました。すると不思議と勉強もはか
どり，自分の心にも余裕が生まれ，もっと色んなことに挑
戦したいという気持ちから，それまで興味のなかった政治
について勉強したり，美術の授業を受講したりと新たな刺
激に満ちた毎日を送ることができました。
この留学で何を得たかと聞かれたら，私は迷わず最高
の suite mates だと答えます。もちろん学んだこと，成長
できたこと，経験したことなど挙げればキリがないほどに
多くを得て帰ってきましたが，その全てに彼女たちとのあ
の suite があるのです。今はもう，あの suite はありません
が，彼女たちとは SNS や Skype を通して頻繁に連絡を取
り合っています。もともと文化も言語も育った環境も全く
違う私達がこうしてアメリカの小さな村で知り合い，一生
大切にしたいと思える関係を築きあげた。こんな素晴らし
い体験をするなんて留学前の私は到底想像していませんで
した。もちろん，これは私の体験談です。これから留学に
行く方は全く違う体験をするかもしれません。いずれにし
ても，これからの人生において大きな意味を持つ ₁₀ カ月
になるに違いないでしょう。是非，素敵な人にたくさん出
会って，たくさん感動して，たくさん悔しい思いをして，
たくさん泣いて笑ってきてください。



野上りか子（人間社会学域国際学類）

₁ ． はじめに
はじめまして，アジアコース ₄ 年の野上りか子と申しま
す。平成 ₂₃ 年 ₈ 月から平成 ₂₄ 年 ₅ 月までの間，
ニューヨー
ク州立大学ニューポルツ校へ派遣されていました。この報
告書では，主に準備段階から帰国までの間で私自身が後悔
したこと，
失敗したことを中心に書きたいと思っています。
その方が，この報告書を現在読まれている方，多くはこれ
から留学する人，もしくは留学に興味がある人だと思いま
すが，そういった方に対してより役に立つ報告書になるの
ではと考えたからです。それでは，しばらくの間お付き合
いください。
₂ ． 準備段階
とにかく何事も早め早めの準備をお勧めします。私はの
んびりした性格なので，とりかかるのが遅くなってしま
い，ぎりぎりになってあたふたした記憶があります。派遣
留学生に決定したら，大学を通して書類が渡されます。ま

42

ずその書類を一通り一読しましょう。明確に何をしなけれ
ばならないか記入されていますので，不安になることはな
いと思います。もし疑問に思うことがあれば，躊躇せず直
接ニューポルツの留学生担当者へメールで問い合わせれば
よいと思います。私はメールで問い合わせる以外に，留学
相談ねっとを通して過去にニューポルツに派遣された先輩
や留学生係の方にも相談しました。これでだいたいのこと
は解決したと思います。
準備段階で私が失敗したなと思ったことは，授業の履修
について情報収集不足だったことです。事前に大学を通し
て授業の履修希望表を提出するのですが，それはあくまで
も希望表であり，すべてが履修可能というわけではないと
いうことを現地に行って初めて知りました。また，授業も
Freshman から Senior まで，どの年次向けの授業かという
目安があるということを私は全く知らなかったので，結局
はあっちで一からどの授業を履修するか考えなくてはなら
なくなり，とても苦労しました。渡航前に綿密な履修計画
を練ることをお勧めします。
₃ ． 実際に滞在してみて
わたしが最も後悔したことは，クラブやサークル活動に
積極的に参加しなかったことです。基本的に，私はルー
ムメイト達と行動を共にしていました。それはそれで楽
しかったのですが，また違った交友関係を作ればもっと
行動の幅を広げられたのではと思います。実際に，Fall

Semester では，日本語サークルに顔を出したりしていま
したが，Spring Semester では，授業の履修の関係から，
そちらの方にも顔を出せなくなってしまいました。時間を
見つけて他のクラブやサークルに顔を出すなどして，時間
を有効活用すればよかったなと思います。
また，Winter Break についてなのですが，なるべく早
く予定をたてた方がいいと思います。もしクリスマスから
年末にかけてマンハッタンに滞在しようと考えるなら，そ
の期間は一年の中で最も旅行客が集中する時期だというこ
とを念頭に置いておいた方がよいです。しかし，その間有
料ですが寮に滞在することもできるので，連日マンハッタ
ン観光をする予定がないのなら，寮に滞在して時々出かけ
るという手もありだと思います。
₄ ． 帰国して
帰国して後悔したことは，日記を書かなかったことです。
日々の自分の心情を文字にしておけば，振り返りにも役立
つし，
何より就活に便利だと思ったからです。留学を通して，
以前よりも成長したとは感じますが，具体的にどのような
きっかけで，その時どう思ったかなど，詳しい情報があれ
ば自己分析に大きく役立つと思います。もしこれから留学
しようという人は，日記を書くことを強くお勧めします。
₅ ． まとめ
ざっと失敗談や後悔を書きましたが，総合的に見れば私
の留学生活はとても良いものだったと思います。留学をす
るのとしないとでは，
今現在の自分の成長度は大きく変わっ
ていた，とはっきりと言えます。留学に興味がある人は，
ぜひ応募してみてください。理由は漠然としたものでも構
わないと思います。とにかく，行ってみたいと思うことが
大切なのではないでしょうか。そして最後に，私の留学生
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活を支えてくれたすべての人に感謝したいと思います。

ネヴァダ大学リノ校


田村

〈アメリカ〉

侑菜（人間社会学域国際学類）

私は ₂₀₁₁ 年 ₉ 月から翌年 ₃ 月までアメリカのネヴァダ
大学リノ校に留学しました。 ₁ 年生の夏休みから準備を進
め， ₂ 年生の ₈ 月前半に渡米し，翌年の ₃ 月終わりに帰国
しました。それからすぐに ₃ 年生の前期の授業を取ったこ
とで， ₄ 年生の前期には専門科目と教職科目をほとんど取
り終わった状態になる予定です。
（教職科目については ₄
年次で取るものがあるので，教職を考えている方はまた確
認してください。
）
住居については，最初の学期は在学生用
の学生寮に住みましたが，次の ₃ カ月は友人の紹介で ₈ 人
程度のシェアハウスで暮らしました。この体験記では，私
が感じたリノの雰囲気を紹介するとともに，苦労した勉強
の面についてもお話したいと思います。
リノの雰囲気はとても親しみやすいと思います。日本語
に興味をもっている現地の学生が沢山いて，日本への派
遣留学は競争率が高いと言われているくらいです。私は
Talk-Talk という日本語と英語の語学勉強サークルを通じ
てその人達と仲良くなりました。他にも JSAN という日本
文化サークルや各国の留学生が集まったサークルなどもあ
ります。友人が増えると，図書館にいて一人で勉強してい
ても常に声を掛けられるようになります。また週末に何か
しらイベントやパーティーが行われていて，時間のある時は
積極的に参加しました。リノに行くとこうしたコミュニテイ
があるので，留学生にとってはとても安心だと思います。
一方で，私の学生生活のほとんどは勉強でした。最初の
セメスターはほぼ毎日図書館にこもってエッセイを書いて
いました。なかでも Reading & Interpreting という文学の
講義はとても印象に残っています。事前に読んできた文学
作品について学生が好きなように意見を述べ，先生がそれ
に解説を加えるというものでした。毎回の講義で一つの作
品を扱うので，読むスピードが追いつかずとても大変な思
いをしました。またそれについてエッセイを書くので，秋
学期は読むか書いているかといった日々でした。しかし，
そうした時間が一番楽しかったというのも事実です。今ま
で知らなかった作品に多く出会ったことで自分の興味も広
がりましたし，豊富な文献やデータベースが整っていたの
で，
先行研究などを納得するまで調べることができました。
先生や他の学生の解釈を聞くことも役に立ちました。そし
て何より作品そのものがとても面白かったです。ただ，現
地の学生の話すスピードについて行けなかったときもよく
あったので，その時は先生に質問をしに行っていました。
一つ一つ丁寧に時間を割いて解説していただいたのでとて
も感謝しています。最後に自分が選んだ作品のプレゼン
テーションを行いましたが，日本文化と比較して質問をし
てくれた学生もいて，考えも深まりました。
書くことに関してですが，英語そのものはライティング
センターに見てもらうことが多かったのですが，内容に関
してはリノで英語教育の博士課程に在籍していた日本人大
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学院生に見てもらっていました。添削をお願いしたら快く
引き受けてくれたので，自分のメンターとしてよく頼って
いました。その日本人の方には，論理的かどうか，過程と
結果を混合して書いていないか，自分の考えと事実を曖昧
にしていないかなどを見てもらい，ペーパーを真っ赤にさ
れるまで添削してもらいました。今までは英語のみに必死
でしたが，内容も整理する訓練をすることができました。
本当に何度も直していただき，またその方のエッセイなど
も参考にさせてもらいました。こんなに刺激をもらえる方
に出会えた自分はとても恵まれていたと思います。しかし
私のライティングはまだまだ改善するところが沢山あるの
で，これからも気を付けていきたいと思います。
最後に，話すことに関してですが，一人の現地人の女子
学生と親しくなったことが一番効果的だったと思います。
確かに友人を多く作ることも大切ですが，私は彼女と雑
談から授業のことまで何でも話せる関係になったことで，
思ったことを素直に話す練習ができました。留学当初は ₁
人でペーパーに取り組んでいた私ですが， ₂ カ月ほどして
同じ学生寮に住む彼女と出会ってから，毎日二人で雑談を
しながら図書館にこもるようになりました。合間に彼女が
話してくれたアメリカの恋愛事情？などがとても面白かっ
たです。留学して間もない頃は，会話を理解するのが遅く
て迷惑をかけたと思いますが，よく友達でいてくれたと感
謝しています。
ここには書ききれない思い出がまだまだ沢山あります。
ロサンゼルスやサンフランシスコへの観光も素敵でした
し，シアトルから東海岸まで長期旅行もしました。内陸部
に入ってユタ州やアイダホ州，ワイオミング州にも行きま
した。どの経験も現在の授業とつながってきていてとても
面白いです。それから，留学を叶えるまでには本当に沢山
の方にお世話になりました。学類の先生方を始め，留学生
センターの先生方や学務の方には，さまざまなアドバイス
を頂きとても感謝しています。また留学中も留学後も学生
生活を支えてくれる友人達にも本当にお世話になっていま
す。そして，私をよく応援してくれた家族に感謝の思いで
いっぱいです。



飯田佐予子（人間社会学域国際学類）

私にとってネバダ大学リノ校での留学生活は，自分の生
き方そのものを見直すきっかけを与えてくれた経験となり
ました。この報告書では勉学に対する姿勢，物事への興味，
多文化へのまなざしの ₃ つの視点から論じたいと思います。
まずは勉学に対する姿勢です。秋学期は，英語のクラス
に加え，文化人類学，ジャーナリズムのクラスを受講しま
した。とくに文化人類学の授業は，当時母国とは異なる場
所で生活していた私にとって，世界中のあらゆる場所の異
なる文化がどのように人々の生き方や考え方に影響を与え
ているのかを実生活と比較しながら学ぶことができまし
た。また半年では足りない， ₁ 年間じっくりアメリカに腰
を据えてもっと多くのことを経験したいと思った私は私費
留学としてネバダ大学に滞在することを決めました。春
期は Independent study という形で，自分の卒論に関する
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研究を，環境文学の権威である Scott Slovic 先生のもとで
行うことができました。Independent Study のテーマは，
“Perception of Place in Native American Literature”
でし
た。ネイティブ・アメリカン文学を通じて，彼らが大切に
していると思われる，
「場所の感覚」
，つまりは彼らの土
地に対する帰属意識について興味を深めたいと思いこの
テーマを選びました。Slovic 先生との一対一の面接や研究
指導の中で，私は自分の英語能力の低さはもちろん，環
境文学自体への知識の無さを実感しました。大量の文献
を読み，₂₀ ページ以上にも及ぶ論文を書き上げるのは当
時の自分の能力では途方もない作業でしたが，自分の興
味を持ったことをもっと知りたいという学び欲に支えら
れ，拙いながらも論文を書き終えたときは大きな達成感を
感じることができました。夏季コースで受講した Speech
Communication のクラスには，いかついフットボーラー
たちが ₃₀ 人ほど参加していました。内心，
「この中でやっ
ていけるか・・・」とかなり不安でした。しかし彼らは
とても好意的で優しく，最終日のプレゼンテーションの
後は
「とてもまとまったよいプレゼンだったよ。
」と緊張
していた自分に大きな拍手を送ってくれました。Speech
Communication の教科書は何度も読み直したせいで赤線
で真っ赤に埋まりましたが，それが自分の必死さを物語っ
ており，今後も役立つ私のバイブルになりました。
次に物事への興味についてです。私は
「せっかく留学と
いう貴重な体験をしているのだから大学の授業だけでは物
足りない」と思い，家の近くの老人ホームでボランティア
を始めました。そこでは，自分の日常では得られない新た
なアメリカへの感覚を学ぶことができました。それはある
時，老人ホームの利用者の方が戦争時代のアメリカを鼓舞
する曲を合唱しているのを見たときのことです。私の祖父
は戦争時代を生きた人であったので戦時中はアメリカ人と
戦う立場にありました。その祖父の孫である私が半世紀以
上後，アメリカの地で過去の軍人たちと触れ合う姿を見た
ら祖父は何を感じるのだろうとふと考えたのです。そして
わたしは，
祖父はきっと喜ぶのではないかと思ったのです。
かつて敵であった国に自分の孫が赴き，その文化の中で生
き生きと生活している姿を見て，きっと祖父は穏やかな気
持ちになるのではないかと。国家間の相互理解となると今
なお様々な問題があるけれど，各個人間においては，異邦
人であるわたしを快く受け入れ優しく接してくれるアメリ
カ人のおじいさん，おばあさんが軍歌を歌う姿を見てもわ
だかまりは一切感じませんでした。むしろ穏やかな気持ち
になったのを覚えています。そして私は今のこの穏やかな
感情が再び戦争によって憎悪の気持ちに変わってほしくな
いと心の底から思いました。老人ホームでのボランティア
経験はその意味で母国である日本とアメリカとの関係を見
つめなおすよい機会となりました。
最後は多文化へのまなざしです。留学を通じて私は様々
な国籍や文化背景を持つ友人を得ることができました。友
人一人ひとりが自国へのプライドと異なる生活感覚を持っ
ているため，
その中で生活するのは正直とても大変でした。
それがもっとも顕著に表れたのはシェアハウスでの生活で
した。最大で ₉ 人の留学生が生活しており，時には ₃ 人で
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一つの部屋をシェアしていました。一言でいうと ₉ 人での
生活はカオスでした。中国人，メキシコ人，イラン人，ロ
シア人，日本人，ペルー人など実に多様な国籍を持つ人々
の集まる家であったので，それぞれの生活感覚や文化の違
いがぶつかることもしばしばでした。あるものは自己主張
がとても強く，あるものは自意識が高い，またあるものは
時間やモノの管理にルーズといった感じです。また仏教，
イスラム教，キリスト教など宗教や信仰度合いも様々でし
た。そのため自分の尺度にとらわれずに相手を受け入れる
寛容さを持ちながらも，自分らしさをだしていく必要があ
りました。初めはもめごとを避けるためになんでもイエス
と言い続けていたものの，本当に深い意味で相互理解を果
たすためには時には自分がどう思うかを述べることも必要
であると感じました。そしてそのためには英語のコミュニ
ケーション能力向上が必須であると実感しました。その時
点で私にとっての英語は学びの対象から，自分の大切にし
たいと思う友人との相互理解のための手段へと変わりまし
た。毎朝スタディセッションを行い，英字新聞を ₃₀ 分読
んで要約しそれを言葉で伝える訓練や，短いリスニングの
要点をまとめて伝える訓練などより実践的な英語の勉強を
自主的に考えて行うようになりました。毎朝 ₈ 時半から始
まる朝のスタディセッションは留学終了まで続き，最終日
には一つのことを継続してやり遂げた達成感を感じること
ができました。その結果友人ともより深いレベルで分かり
あうことができ，自分の人生の中で一生大切にしたいと思
う出会いをいくつも経験することができました。この留学
を通じて，自分の他文化へのまなざしは多くの優しく寛大
な友人たちのおかげでより広く，温かなものになったと思
います。
わたしにとってネバダ大学リノ校での ₁ 年間の留学は，
自分の人生にとって最も有意義かつ忘れられないものにな
りました。旅行にいったり様々なイベントに参加したりも
しましたが，今思い出すのは毎日通った図書館や友人たち
とホットココアを飲みながら映画をみた夜，テストの後に
気晴らしに食べに行ったベトナムフォーのおいしさといっ
たふとした日常生活の中での出来事です。そういった出来
事に付随して当時の自分の感情や友人の言葉を自然と思い
出しては，留学の経験が今の自分にどのように生かせるか
を日々考える毎日です。まだまだ至らないことが多く未熟
なうえに失敗も多い自分ですが，留学で得た多くの経験は
確かに自分の中に蓄積しており，そういった経験はいつか
自分が決断に迷った時に必ず自分を支えてくれる糧となる
ことと思います。この経験を最大限生かせるために今後も
日々精進し努力したいと思います。

※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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