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バングラデシュ

ダッカ大学
人間社会学域経済学類　藤井　太志

私は、2014年8月から2015年2月までの約半年間の間、バ
ングラデシュにあるダッカ大学へ派遣留学をしました。この報
告書では、実際にどのような留学生活を過ごしたのかについて
書きたいと思います。

まず、私がなぜダッカ大学への留学を志望したのかについて
述べます。私がダッカ大学を志望した理由は、バングラデシュ
での留学生活を通じて「貧困」について考えたいということがあ
りました。大学入学時から「貧困」というテーマに関心があり、
本を読んで調べたり、東南アジアの国へ旅行したりしてきたの
ですが、貧困にある人はどのような問題を抱えていて、それに
対してどのような解決ができるのかについて答えを出すことが
できませんでした。バングラデシュという国は、現在では経済
成長を続けていますが、世界で最も貧しい国の1つと呼ばれ、
様々な国際機関やNGOが活動する国であったので、「貧困」に
ついて考える環境として最適だと感じたため、バングラデシュ
への留学を志望しました。

留学前に準備したことは、バングラデシュの母国語であるベ
ンガル語の参考書を購入したことでした。初めは留学前に勉強
してある程度身に着けてから留学したいと考えていたのです
が、あえて何も勉強せずに留学することにしました。その理由
は、相手と言語でコミュニケーションをできない環境を体験し
てみたかったからです。これまで外国の人とコミュニケーショ
ンする際は英語で会話をするので、最低限の意思疎通をするこ
とはできたのですが、全く知らない言語を話す相手と意思疎通
をする際にはどのようになるのだろうかという関心がありまし
た。しかし、何も覚えていかないのも不安だったので、行きの
飛行機の中で「ありがとう」というベンガル語だけ覚えました。
この試みは、良かった点も反省点もありました。良かった点
は、頭ではなく気持ちで外国語を伝える感覚を体感できたこと
です。これまで英語を使うときは頭で文を考えながら会話をし
ていたのですが、言語の通じない相手に自分の気持ちを伝える
ときはジェスチャーや表情を使って伝えようと必死になりまし
た。このことによって、外国の人と話すときは自分の意思を伝
えたいという気持ちが大切だということに気づくことができま
した。反省点は、意思疎通のレベルに限界があるということで
した。ダッカ大学の学生と話すときは英語を使って意思疎通が
できたのですが、街や村に住んでいる人と話すときは伝えたい
ことをすべて伝えたり、相手の話したいことを理解したりする
ことができなかったので、言語の知識を学んでおくことが大切
であるということも実感しました。

バングラデシュに到着してから授業が始まるまでの間、ある
家族と過ごしていました。その家族とは、以前バングラデシュ
に行ったことのある日本人の方に紹介していただいて出会うこ
とになりました。その家族の家に招待されたときに驚いたの
が、生活の豊かさでした。テレビは大型の3Dテレビで夜にみん
なで3Dグラスをかけて映画を見ることや、家にお手伝いさん
が数人いて、掃除や洗濯を任せている光景を見て、正直とても
驚きました。貧困のある国の中にも裕福な家庭が存在すること
を知りました。

授業が始まってから、クラスの友達もできて、バングラデ
シュの生活によりなじんでいきました。授業で驚いたのは授業
が英語で行われるということでした。私の参加したクラスで留

学生は私だけだったのですが、私がいない場合でも英語で授業
するらしく、卒業後に国際社会に適応できるようにそのように
しているらしいです。

生活に必要なものは近くの市場で揃えました。バングラデ
シュでは日本と違い、雑貨や衣類などの値段は店の人との交渉
で決まることがほとんどなので、初めは普通よりも高い値段で
買ってしまうことが多くありました。物価が安いので、日本円
で考えたら安く感じたのですが、それでも上乗せされていたそ
うです。日本では、コンビニやスーパーが近くにあるのですが、
バングラデシュにはコンビニがなく、スーパーも周りに数件し
かなかったので、野菜や肉などは市場で買うことが多かったで
す。食生活で困ることはほとんどなかったのですが、肉が日本
のように薄切りではなく、ほとんどカレー肉のようにブロック
売りで売られていたので、日本の肉が恋しくなりました。水
は、そのままの水道水を飲むことはできなかったので、ろ過器
を買って水道水をろ過して飲んでいました。

留学生活も2か月ほど過ぎた時、サッカーを通してとても気
の合う友人ができました。授業のない時間はその友達とサッ
カーをしたり、大学の周りを散歩したりしました。長期休暇の
際には、その友人の村に連れて行ってもらい1か月ほど家に泊
めてもらいました。村はとてものどかなところで、いつも近く
の広場でサッカーをしていました。村で驚いたことは、物乞い
をする人がほとんどいなかったことでした。都市部には路上な
どで物乞いをする人が数多く見られたのですが、村にはそのよ
うな人は見られず、漁業や農業を行いながら生計を立ててい
て、都市部よりも豊かな生活をしている点に驚きました。もう
一つ驚いたことが、スマートフォンやパソコンが普及している
ということでした。電気や道などのインフラが整理されていな
い地域の家にもパソコンがあり、ほとんどの若者がフェイス
ブックのアカウントを持っていて、みんなからフェイスブック
のアカウントを尋ねられた時には驚きました。

その他に、グラミン銀行というところでインターンシップを
しました。応募制なので誰でもインターンすることができるの
ですが、私がいたときはバングラデシュの学生よりも外国から
の学生が多く、日本人の学生も来ていました。インターンの期
間は3週間で、村に滞在してインタビューを行うことや、グラ
ミン銀行の職員の話を聞いて議論することなどを行いました。

バングラデシュでの留学生活を経て感じたことは、優秀な人
材はたくさんいるがその人たちを活かす雇用が不足していると
いうことでした。ダッカ大学はバングラデシュで一番の大学と
言われていますが、卒業後に進路がなくスーパーの野菜売り場
で働いていたり、教授の手伝いをしたりしながら職を探す学生
を見て、日本とは雇用環境が全く異なることを実感しました。
このようなことを知ることができたのは、学生という立場で長
期間滞在し、同年代の友達を多く作ることができたからだと思
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います。大学を卒業し、社会人になった後にこのような体験を
することは難しいと思うので、これから派遣留学を考えている
人には是非挑戦してほしいと思います。

中　　国

蘇州大学
人間社会学域国際学類　秋元柚里奈

私は大学3年生の9月から1月までのおよそ5か月間、中国
の蘇州大学に留学していました。大学入学当初から、漠然と「留
学したい！」という思いを抱えていた私でしたが、その留学先
を中国にしようと考え始めたきっかけは、大学1年生の時、何
となく初習言語として中国語を選択したことでした。

中国には金沢大学の協定校がいくつかありますが、当時同
じコースの友人2人が同じ時期に中国留学を考えており、せっ
かく行くのなら3人別々の場所がいいと思い、2人とは違う大
学に行きたいと考えていました。そんな中で、前年度留学した
方々の派遣留学報告会に参加し、「東洋のヴェニス」と称される
水郷都市であり、金沢市とも姉妹都市として親交の深い「蘇州」
という土地に興味をもちました。

留学前の準備
生活環境や授業の様子、細かい手続きについては、蘇州大学

のホームページを見て情報収集する以外に、実際に蘇州大学に
留学された先輩に連絡をとって、直接色々なお話を伺いまし
た。

金沢大学の交換留学では、基本的に自力で現地まで向かうこ
とになるため、事前に空港から大学までのルートをいくつか調
べ、費用や時間を比較しておきました。協定校によっては空港
までの送迎をしてくれるところもあると聞くので、事前に確認
しておくといいと思います。

留学中
・生活環境

蘇州大学のキャンパス内には、銀行や郵便局、小さなスー
パー等、日常生活に必要なものはほとんど揃っています。キャ
ンパスの目の前に海外のお店が入ったショッピングモールがあ
り、値段は少し高めですが日本の物を買うことも出来ます。ま
た、歩いて行ける範囲に大型スーパーもあり、休日は友人と買
い物をしたりしました。

交通手段は主にバス、タクシー、地下鉄です。値段はどれも
日本に比べてとても安く、バスは1～3元で終点まで行くこと
ができます。地下鉄の駅で買うことができる「苏州交通卡」とい
う交通カードは、バスやタクシーでの支払いにも使うことがで
きます。小銭の持ち合わせがない時に便利でした。

留学生が所属する海外学院には、事務に日本語、韓国語、英語
が出来る先生が常駐しており、手続きで困ったことがある場合
も丁寧に対応してくれます。入学手続きやHSK（中国語検定）の
申し込みなど、少し複雑な手続きの際に手伝って頂きました。
・交流活動

蘇州大学には金沢大学のようなチューター制度はなく、また
大学側も留学生の誰がいつ到着したかなど、こまかく干渉はし
ないので、着いた当初は本当に“自由”でした。生活必需品を揃
えるにも、見知らぬ土地では人の助けが必要なため、私はまず

「你好作戦」を決行しました。とりあえず歩き回って「你好」と言
いまくるもので、自分の住む寮の中や大学の敷地内を歩いて挨
拶をしては、布団はどこで買えばいいのか、食事はどうしてい
るかなど、ひとまず必要な情報を聞いて回りました。この作戦
を通じて、授業開始前に友人が出来たため、その後の学生生活
にもスムーズに慣れることができました。

また、蘇州大学には日本語学科があり、授業が始まってから
は日本語学科の学生に声をかけて定期的に言語交換などをしま
した。蘇州大学の授業プログラムには、留学生と本科生が知り
合う機会がほとんどない為、まず自分で行動することが大切だ
と感じます。
・お金

留学前に念のためクレジットカードを作っておいたのです
が、飛行機のチケット予約やHSK試験の申し込みに重宝しまし
た。日本では主要な会社のクレジットカードが中国では使えな
いことが多いため、もしカードを作る場合は事前に調べておく
ことをお勧めします。

基本的に物価は日本よりも安いため、生活費に困ることはあ
りませんでした。ただ、蘇州大学の寮では自炊が禁止されてい
るため、食事は基本外食となります。
・授業

留学生は授業の1週間ほど前に、入学手続きとクラス分けの
テストを受けます。その後、1～6までのクラス分けが発表さ
れ、教科書を購入します。

留学生の授業は、午前中に言語の授業、午後に選択授業が開
講されます。選択授業には、中国の少数民族について学んだ
り、中国の文化を体験できる授業がありますが、先にも述べた
通り、中国人の本科生と交流することのできる授業はほとんど
ないため、自分で探す必要があります。

最後に
私もちょうど2年前、先輩方が書かれたこの派遣留学報告書

を読みながら、留学先を勝手に吟味したり、そこでの留学生活
を思い描いたりしていました。留学当初は、誰も知らない環境
で心細さを感じたりもしましたが、そんな環境だからこそ挑戦
できることはたくさんあると思います。失敗もたくさんしまし
たが、振り返ってみると、それらの失敗も帰国した時のいい土
産話となりました。

留学前に、「悩んだらとりあえず行っちゃいましょう」と背中
を押してくれたコースの先生方に、今はとても感謝していま
す。少しでも留学に興味をもっているのであれば、ぜひ挑戦し
てみてください。
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中　　国

大連理工大学
人間社会学域国際学類　荒木　美紀

你好！私は2014年9月から2015年7月まで、中国の大連理
工大学へ留学していました。大連は中国の東北地方に位置して
おり、歴史的に日本との関わりが深い街です。大連には日系企
業が多くあるため、日本語を学ぶ中国人学生や現地で働く日本
人も多くおり、中国の中でも比較的親日的な街のひとつです。
私の周りに大連理工大学に留学していた方はおられなかったの
で、出発前は情報に乏しく準備をするうえで困ったことも少し
ありましたが、留学を終えた今、大連理工大学で約一年勉強が
でき本当に良かったと思っています。

大学選びについて
私が大連理工大学を留学先として選んだ理由は主に二つあり

ます。一つ目は、大連が比較的親日的かつ日本人が生活しやす
い基盤が整っている場所だったからです。大連には日本食のレ
ストランやスーパーをはじめ、日本語対応の病院など日本人が
生活するうえで必要なものが揃っています。語学の上達のため
にはもちろん、できるだけたくさん現地の言葉に触れることが
大切ですが、1年という時間の中で体調を崩したり、緊急事態
が起こったりすることもあります。そんな時に日本人への対応
が整っていることは大きな安心につながります。二つ目は、大
連理工大学には日本語を学んでいる学生が多くいるからです。
日本語を学んでいる学生とは相互学習ができますし、私は日本
語教育にも興味があるので、実際に海外の日本語教育の現場を
見たり参加したりしたいと思っていました。留学先を決める際
に大学の知名度を重視したり、先輩が行っていたため情報が多
くあって安心だからといった理由で選ぶこともあるかと思いま
すが、私は自分がどの街に行きたいかや、自分の関心、目的か
ら決めていくとより良い選択ができると思います。

留学前の準備について
留学前の準備としてはもちろん語学の学習がありますが、私

が出発前にして一番よかったことは中国人の友達を作ることで
す。留学前に中国について知りたいことがあれば聞くことがで
きますし、気の合う中国人の友達ができれば中国留学中に彼ら
を訪ねることもできます。中国留学に限らず、現地や近隣の国
の友達を作っておけば、旅行の際の楽しみが増えます。

授業について
第一学期は9月から1月まで、第二学期は3月から7月まで

です。大連“理工”大学という名前ですが、中国の大学の場合“大
学”とつけば大抵総合大学なので、外国語学科もあれば、経済学
科もあります。留学生向けの中国語コースは全部で7レベルに
分かれていて、どのクラスに入っても中国語総合、リスニング、
スピーキング、ライティング、リーディングの授業があり、レ
ベルが上がってくると中国文化や文学、映画鑑賞の授業もあり
ます。先生は非常に熱心かつ中国語教育の経験も豊富で授業の
質は高いです。また、世界各国からの学生と共に勉強ができ、
積極的に授業に参加する彼らからたくさんの刺激をもらいまし
た。授業はほとんど午前中にあるので、午後には友達と一緒に
ご飯を食べに行ったり、カラオケに行ったり、カフェでテスト
勉強しながらお互いの国について話したり、中国について深く
話したり、中国留学ならではの国際交流ができました。また留
学中には中国人学生の日本語授業を見学させてもらったり、参
加させてもらったりしました。現地で日本語教師をしておられ
る先生のお話も聞くことができ、日中関係や海外で働くことに
ついて改めて考えなおすきっかけになりました。

語学について
世界共通の中国語試験としてHSK（漢語水平考試）がありま

す。私は留学前にHSK6級に合格することを目標としていまし
た。大学の授業を受けたり、現地の学生と交流することで中国
語レベルはもちろん向上するのですが、試験対策の面では少し
足りない部分もあったので、私は試験を受ける前の1か月間、
大学の近くにある試験対策専用の塾に通いました。午前中は大
学の授業、午後は試験対策の塾とまさに勉強漬けの日々でした
が、そのおかげで無事に合格することができました。もちろん
独学でも合格できると思いますが、試験対策用の塾ではその試
験を知り尽くした先生が覚えるべき内容や問題の解き方、時間
配分など細かな部分までアドバイスをしてくれるので、高得点
を目指したいなら学費も高くないので学外の塾を考えてもいい
と思います。また、その塾には同じように試験合格を目指して
いる留学生がいるので、モチベーションの維持や新たな出会い
にもつながります。

中国を知るために
冬休みは約2か月あり、その間に中国各地へ旅行に行きまし

た。大連が位置している遼寧省の首都瀋陽、ロシアの情緒漂う
黒竜江省ハルビン、中国の古都河南省洛陽、少林寺などへ旅行
し、中国で最も多くの少数民族を有している雲南省の昆明やそ
の郊外の少数民族の村へ約二週間の研修旅行に参加しました。
中国で最も重要な祝日である旧正月は、河南省にある友人の実
家にお邪魔して、中国式旧正月を過ごしました。中国は大き
く、北と南では景色も雰囲気も人も違っていてとても面白いで
すし、中国の理解につながります。中国留学される方は様々な
場所に足を運ぶとよいと思います。

おわりに
日本には留学や旅行で来日している中国人がたくさんいま

す。皆さんもそんな彼らを見て、ああ中国人ってこんな感じか
と思ったことがあるのではないでしょうか。でも、来日してい
る彼らが中国人のすべてではありません。私の留学は「中国を
知りたい」から始まりました。日本でもたくさんの文献やイン
ターネットの情報があり、中国について知ることはできます。
それでも日常生活、社会の仕組み、人々の考え方、社会問題な
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どその国に行って感じなければ、自分も暮らしてみなければ分
からないことがたくさんあるのです。行かなければ出会えない
人々がいるのです。半年や1年、見知らぬ国に行くことは勇気
がいります。でもその勇気さえあれば、その国を知ることがで
きる、想像している以上の自分の成長につながります。最後に
なりましたが、このような貴重な機会を与えていただき応援し
て下さった先生や国際機構支援室の方々、本当にありがとうご
ざいました。

中　　国

南京大学
人間社会学域国際学類　島﨑　莉奈

私は、2014年9月から2015年6月までの約10ヶ月間、中
国の南京にある南京大学へ留学しました。南京というとほとん
どの人は南京事件をイメージし、日本人にとってあまり心地良
い場所ではないのではと考える人もいるのではないでしょう
か。私も南京への留学を考えるまでは、南京事件以外に南京と
いう場所に対して結びつくイメージもなく、ほとんど何も知ら
ないという状況でした。そんな中で数ある中国の協定校の中か
ら南京大学を選んだのは、日本人が少なそうという安直な理由
からでした。そんな能天気な私ですが、留学を終えてみて、南
京大学へ留学するという決断をしてよかったと心から感じてい
ます。ここでは、生活面と学習面から留学を振り返り、報告し
ます。少しでも参考になれば幸いです。

生活面
22時頃に南京に到着して、やっと寮に入って休める！と思っ

ていたのですが、なんと部屋がありませんと言われてしまいま
した。その日は周りの助けもあり、何とか寮の近くのホテルに
泊まることができたのですが、次の日にもう一度寮の部屋は空
いていないですか？と聞くとすんなり寮に入れました。おそら
く到着した日は時間が遅かったので、手続きが面倒くさくて断
られたのでしょう。中国では手続きの面で思い通りに行かない
ことが多々あったので、疑問に思ったらはっきりと聞くことが
大事だと思います。私は家賃が1ヶ月1万5000円程度の二人
部屋に住むことになったのですが、特に苦労することもなく、
ルームメイトと接することで語学の勉強にもなったので良かっ
たと思っています。

寮の中に共用のキッチンが三箇所ほどあるのですが、あまり
良い環境とは言えず、留学生のほとんどは外で食事をしていま
した。物価が安く、だいたい一食200円程度で十分な食事がと
れます。

寮の隣には小さいスーパーがあるのですぐに日常品をそろえ
ることができます。また、地下鉄2駅ほどで南京の中心地まで
行けるので、本や衣服を買いたい時も困ることはありません。
交通費も大変安く、バスは40円程度、地下鉄は40円から150
円程度で利用することができました。

学習面
南京大学では、留学生向けの授業が細かくレベル分けされて

います。最初にテストを受け、その結果をうけて各クラスに振
り分けられるのですが、先生やクラスの雰囲気などを見て、ク
ラスを変更することも可能です。私は、月曜日から金曜日まで
毎日ほとんど午前中だけ授業を受けていました。授業の内容は
総合、スピーキング、リスニング、作文が基本で、あとは翻訳

や文化体験などの授業を自由に選択することができます。授業
はペアでの活動や発表などの機会が多くありました。中国人と
一緒に英語で行われる授業を受けることもできますし、HSK5
級以上を持っていれば学部生と同じ授業を受けることもできま
す。私のクラスに日本人は一人もおらず、一番多いのは韓国人
でしたが、いろいろな国から人が集まっているという印象で
す。学校には毎日24時ごろまで開放されている自習室や留学生
用の図書館などもあり、環境が整っていました。

大学では語学パートナーを斡旋してくれるのですが、対応に
時間がかかる上にパートナーのほとんどが地下鉄で1時間以上
離れた仙林キャンパスにいる学生なので、自分で探したほうが
効率が良いと思います。日本語学科は仙林キャンパスにあるの
で交流する機会を継続してもつことは難しいのですが、日本語
クラブもあり、熱心に日本語を勉強している生徒がたくさんい
ます。留学生が勉強しているキャンパスには、正規の南京大学
生ではないのですが、特別なプログラムで日本語を勉強してい
る生徒が数名います。また、南京の中心地まで行くと日本語学
校があったり、日本語コーナーが開かれたりしているので、い
ろいろな中国人と交流を持つことができます。

最後に
10か月を中国という国で過ごしてみて、日本にいては分から

ないことをたくさん学ぶことができました。日本にいては関わ
ることのできない人にたくさん出会うことができました。みな
さんも充実した留学生活を過ごされることを願っています。

中　　国

南開大学
人間社会学域国際学類　藤田はるひ

私は2014年9月から2015年6月まで、天津の南開大学に留
学していました。南開大学にはたくさんの留学生が学びに来て
おり、いろいろな国の友達と交流を深めることができます。貿
易や工業の都市として発展してきた天津は租界の歴史があり、
ヨーロッパの国にいるような歴史的建造物が並ぶエリアもあり
ます。帰国して3か月が経ちましたが、留学がもうずっと前の
ことのように感じます。今回はこの報告書を通して、留学や南
開大学の魅力をお伝えできればと思います。

留学前の準備
1．情報収集と友達づくり

周りに南開大学留学経験者がいなくて、インターネットのみ
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で情報収集しましたが、実際に異なる点が多々ありました。金
沢大学に留学に来ていた南開大学出身の学生に友達を紹介して
もらい、南開大学の雰囲気や留学生の様子などを聞きました。
彼女には留学初日から助けてもらいました。留学前も留学中も
留学生や中国人との交流は重要です。留学前からネットワーク
を作るように心がけておくといいと思います。
2．中国語学習

リスニングや会話練習をもっとやっておけばよかったと着い
てから後悔しました。着いて早々いろいろな手続きで、中国語
をたくさん使います。簡単なことだけでもメモをしておくとい
いかもしれません。
3．健康診断

私は事前に日本で健康診断を受けましたが、血液検査の項目
が足りないと指摘され、やり直しました。レントゲン写真も必要
だと知らずに日本に置いてきてしまいました。元データが必要
らしく、病院でもらったものは全て持っていった方がいいです。

生活
1．大学周辺

大学内や周辺に市場や銀行、スーパー、カフェなどがありま
す。交通の面でも便利で、大学近くに地下鉄やバス停がありま
す。生活するにはとても暮らしやすい環境だと思います。
2．学生寮

寮は3つあって、どれも大学の中にあります。どうやら早い
者から寮を選べるらしく、ぎりぎりに来た友達は仕方なくキャ
ンパス外で暮らしていたので、念のため、早めに到着している
といいと思います。寮費は個人的に高めだと感じました。キャ
ンパス外で部屋を借りても、費用は大体同じくらいで、私は途
中から日本人の友達と部屋を借りて生活していました。部屋を
借りる際には、不動産屋さんを仲介して部屋を探すことをおす
すめします。大家さんともめた時や、緊急時に連絡がつかない
時は、不動産会社が手助けをしてくれます。
3．学校生活

授業の他にもカラオケ大会、スピーチ大会、運動会、遠足、
京劇鑑賞などと、さまざまなイベントが用意されていて、イベ
ントを通してクラスの友達との仲を深めました。

授業
市販の教科書が使われることが多い中、南開大学では先生た

ちの手作り教科書を使って実用的な単語や、中国人がよく使う
フレーズを集中的に学び、使えるように反復練習をしました。
1日の授業にリスニング・会話、文法・読解があるのですが、

それぞれの授業が連動しており、南開大学ならではの魅力的な
授業内容だと思います。クラスに担当の先生はいますが、基本
的に毎回違う先生が来て、授業を行います。先生によって授業
の進め方が違ったり、普通話とは違う中国語を聞き取って理解
するのは、慣れるまでは大変でしたが、学習の幅が広がりまし
た。クラスは1クラス約30人で、文法・読解の授業は30人み
んなで受けます。リスニング・会話の授業ではクラスが3つに
分かれ、10人ほどの少人数で行われるため、発言や会話練習が
しやすいです。文化に関する授業も豊富にあり、中国語だけで
はなく中国文化に触れる機会も多くあります。

また、南開大学はHSKという中国語検定の試験会場に指定さ
れており、月に1度行われるHSKも受けやすい環境で、積極的
に受験している留学生が多いです。

授業は毎日約3時間と物足りなさを感じましたが、日本語を
学んでいる中国人学生を見つけて相互学習をしていました。や
はり中国人と中国語で話すことが私の中で1番効果があったよ
うに思います。学び方は人それぞれ違うと思うので、授業にプ
ラスして自分なりの語学の勉強方法を模索してみるのも面白い
です。

課外活動
「もっと中国や中国人のことを知りたい」と思い、長期休みに

は友達とたくさん旅行に行きました。中国は広大で、北と南で
話す言葉や食習慣、天候の違いなどが見えてきて面白いです。
日本語特訓班にボランティアとして参加した時は、7人の中国
人ルームメイトと2週間寝食を共にし、毎晩寝るのを惜しんで
おしゃべりを楽しみました。私は以前から少数民族について興
味をもっていたのですが、1人の中国人ルームメイトの紹介で
リス族の住む農村に行って調査をするスタディツアーに参加
することができました。1つの出会いがこんなに広がっていく
ことに驚きと感動と感謝の気持ちでいっぱいでした。中国人は

「人との出会いや縁」を本当に大切にしていて、課外活動や旅行
先での出会いを通し、私もそれを身をもって実感することがで
きました。実際に自分の目で見たものや経験から得られるもの
は大きく、長期休みには、普段の学校生活では経験できないこ
とを存分に味わい、自分がやってみたいと思ったことには積極
的にチャレンジしてみて下さい。意外と授業以外では中国人と
の交流は少なく、課外活動はアウトプットのよい機会でもあり
ます。

留学を終えて
楽しいことと同じくらいつらいことや理不尽なこともたくさ

んありました。でも、毎日が勉強だと思い、最終的には「今日
は何が起こるのかな？」と予想外のことが起きるのが楽しみに
なっていたくらいです。電気代の支払い方がわからなくて、電
気をとめられてしまい、夜はろうそくをたてて過ごしたことも
ありましたが、今では本当にいい思い出です。1学期目はよく

「充実した留学生活って何だろう？」と考え、1人で焦ったこと
もありましたが、今できることを頑張って、楽しく過ごすよう
にしていました。

私はぎりぎりまで留学に行こうか迷っていたのですが、もし
留学に行こうか迷っていたら、思い切って一歩踏み出してみて
ください。助けを求めると親身になってくれる優しい世話好き
な中国人がたくさんいます。日本にいたら出会えなかったかも
しれない人達との素敵な出会いに、忘れられない日々の連続
で、心から留学できてよかったと思っています。自分にしか経
験できない留学生活を楽しんで下さい！！この報告書が少しでも

ア
ジ
ア



7

K A N A Z A W A  U N I V E R S I T Y

読んでいる方の役にたてていれば嬉しいです。最後に、留学生
活を支えて下さったすべての方々に感謝したいと思います。

韓　　国

漢陽大学
人間社会学域国際学類　福田　真優

私は2014年2月から2015年2月までちょうど1年間、韓国
のソウルにある漢陽大学に留学しました。ソウルは真冬の寒さ
を除けば金沢とよく似た気候で過ごしやすく、高いビルの並ぶ
オフィス街や朝鮮王朝時代の建造物、今風のショッピングモー
ルや昔ながらの市場が混在していて、少し歩くと全く別の風景
を見ることが出来る面白い街です。

留学前
留学前は様々な申請、海外保険の契約、健康診断、ビザの取得

など、とにかくやらなければいけない事がいっぱいあります！
留学準備と並行して金沢大学のテストやレポートなどがあり、
忘れがちになる事が多くなるので、留学先や金沢大学の留学生
係からメールが来たら、すぐにスケジュール帳などにメモする
ようにすると良いと思います。情報収集は、既にその大学に留
学した先輩に話を聞くのが一番ですが、私は金沢大学から初め
て漢陽大学に留学した学生だったので、インターネットを中心
に情報収集しました。多くの情報は集められず、イメージもあ
まり出来ませんでしたが、行けばなんとかなりました。

周辺環境
漢陽大学はソウルの東側にあり、中心街から離れていて、か

つ大学構内や周辺にカフェが多く図書館にも広い学習室が何部
屋かあるので、学習に非常に適しています。大学の付近に往十
里という町があるのですが、そこには飲食店が多く、また往十
里駅にはショッピングモールもあるので、生活には困りませ
ん。キャンパス内の「漢陽大駅」、寮の近くの「龍踏駅」は地下鉄
2号線（山手線のような環状線）にあり、寮から往十里駅にはバ
スが通っていて（そのまま地下鉄に乗るとバス代は無料になり
ます！） 交通にも便利です。大学内や周辺のカフェにはWi-Fi
が必ずあるのでとても助かりました。

学生寮
寮は留学申請のときに同時に申請し、後で半年分の寮費を振

り込みます。1ヶ月25万ウォン（水道・光熱費込）の留学生寮
で、男子は4人部屋・女子は2人部屋が基本なのですが、申請
すれば1人部屋に住むこともできます。寮にはキッチンはなく
食堂（一食3500ウォン）がありますが、私はいつも近所の友達
の家で食べるか外食をしていました。また、地下には学習室や
小さなジムがあり、いつでも無料で使うことができます。私は
大学への近さと安さから1年間寮に住みましたが、ルームメイ
トとトラブルがあった・寮に不満があるという理由で、部屋を
変えてもらったり自分でアパートを見つけて引っ越したりする
人もいました。海外でのアパート契約・引っ越しという貴重な
体験ができるので、特にトラブルや不満が無くても引っ越しし
てみるのも良いかもしれません。

大学（通常履修科目）
前期・後期の2学期制で、授業は○限というのではなく、○

時から〇時までと時間制になっており、自分で組み合わせて時

間割を決めます。履修登録は、まず学期開始前にインターネッ
トで行い、各講義のオリエンテーションに参加し、履修修正を
するといった形です。インターネット登録は、一般生徒とは別
に留学生用の登録日時が設けてあるのですが、それを逃すと一
般生徒と同時刻に登録開始しなければなりません。漢陽大学の
全学生が一斉に登録を開始して混雑するのでとても繋がりにく
く、ようやく繋がったころには、定員に達している事が多いで
す。教授の許可が出て指定用紙にサインをもらう方法でも履修
できるのですが、すべての講義で許可されている方法ではなく、
また教授のサインが貰えたとしても留学生係で許可が下りな
いと受講はできません。以上のことから、留学生用のインター
ネット登録時刻内に全て登録しておく事をおすすめします。

語学院（韓国語の授業）
春夏秋冬の4学期制となっており、月～金の午前クラス

（ 9-13時）・午後クラス（14-18時）、週2回のサバイバル韓国
語クラスがあります。サバイバル韓国語クラスは、生活に必要
最低限な韓国語を学ぶクラスで、ほとんどの留学生は韓国語の
上達のために午前か午後のクラスに行きます。最初に実力テス
トによってレベル別に分けられ、成績が十分なら次の学期で進
級できます。ただし、大学から送られる資料には午前と午後の
どちらかが選べると書いてありますが、前の学期から継続する
学生が優先的に選択でき、彼らのほとんどが午前クラスを選び
定員に達してしまうため、初めての学期は高確率で午後になる
事に注意しておかねばなりません。私は、現地での留学生オリ
エンテーションでそれを知らされたため、大学の講義を履修し
なおす必要がありましたが、取りたい講義がすでに満員で、前
期は履修できませんでした。また、各学期に数回開かれる文化
体験や発表大会は同じクラスの生徒と仲良くなるチャンスで
す。物怖じせずにどんどん話しかけていきましょう。

言語の上達
前述の語学院に通って授業を受けるだけでも言語能力は上

達しますが、一番の方法は、普段からその言語を使うことで
す。私は、日本人とではなく外国人（現地人でなくても）と友達
になり、一緒に行動することを強くおすすめします。日本人と
友達になるな、というわけではありませんし、不安だらけの留
学初期に外国人といるのは難しいですが、日本人とは日本語で
しか会話しません。外出しても自分より韓国語ができる友人に
頼りがちになってしまいます。漢陽大学には留学生サークルが
あり、私はそれを通して韓国人学生と交流していました。週1
で飲み会や映画鑑賞などのイベントがあり、それ以外にもMT

（Membership Training：団体で郊外のペンションなどに行
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き、お酒を飲んだりゲームをしたりして交流を深める、一泊二
日の行事）に行ったり日帰り旅行に連れて行ってくれたりしま
した。しかし、彼らはサークル以外では同じ学科の友人といる
事が多く、普段から一緒にいられるわけではありません。私の
場合、夏学期に偶然、語学院の修繕工事が始まり、仲良くして
いた日本人とは違う建物で授業を受けて、そのクラスで仲良く
なった中国人と一緒にいるようになりました。いつも私以外は
周り全員が中国人で、嫌が応でも韓国語を使わなければいけな
い環境に身を置いたことで、日本人といるよりも言語の実力が
上達しましたが、それよりも、彼女たちと一緒に旅行したり一
晩中遊んだり日中間の問題について話し合ったり、本当に良い
友人関係を築けたことが大きな収穫でした。

これから留学する全ての人へ
どの国に留学するにしても、不安が一切ないという人はほと

んどいないと思います。しかし、それらは現地に行けばなんと
かなる事や心配しなくてもいい事ばかりです。準備をしっかり
するに越したことはないですが、不安な事を数えるよりも、ど
んな気持ちで派遣留学に応募したか、留学先で何をしたいか、
留学後にはどうなっていたいか、楽しいキラキラしたことを考
えてみてください。不安な事なんかよりもいっぱいありますよ
ね？もちろん留学中に辛い事や苦しい事は多く出てきますが、
そのキラキラを忘れずに、みなさんが充実した留学生活を送れ
るように応援しています。

人間社会学域国際学類　本多　美波
私は2015年の2月から6月までの4カ月間、韓国の首都ソ

ウルにある漢陽大学に留学しました。アジアかぁ、興味ない
なぁって思ってとばそうとしたそこのあなた！留学先の選択肢
を広げてみませんか？また、アジアに留学をしたいと強く思っ
ている方はもちろん、留学を迷っている方にもぜひ読んでいた
だきたいです。

なぜ韓国なのか？
留学、というと多くの人が英語圏での留学を想像するよう

で、私が韓国に行くと言った時は「なんで韓国なの？」とよく聞
かれました。もちろん第二外国語として学習していた韓国語を
上達させたいという目的もありましたが、日韓関係の勉強を進
めていくうちに、メディアの韓国に関する報道の仕方に疑問を
持ち、実際に行って、日本で報道されていること・日本人が韓
国に対して持つイメージがどれだけ正しいのか自分の目で確か
めたい、と思うようになったことが重要なきっかけでした。ま
た、私は国際学類で世界のことについて学んではいるものの、
将来は日本のために働きたいという気持ちが強かったので、お
隣の国であり、今では経済面でも必要不可欠な存在である韓国
について知ることは、自分にとって必ずプラスになると確信し
ていました。

留学前の準備
4カ月という短い留学期間のため、事前の韓国語学習はとて

も重要でした。今まで文法中心の授業ばかり受けていたので会
話力が足りないと考え、本来は3年生からしか受講できない会
話中心の授業を、留学直前ということで2年後期に受けさせて
もらいました。また、漢陽大学とのやりとりの中では、メール
がすべて英文で届くので英語の勉強も必要でした。韓国語と英
語を両立するのは難しいですが、今後の自分のためになると思

えばあまり苦ではありませんでした。留学が決まってからはし
ばらく漢陽大学から連絡が来ることはありませんが、留学3カ
月前くらいになると重要な連絡が一気にきます。寮や授業の申
請、寮費の支払いもその頃です。しかも締め切りが早くて焦る
ので、事前に大学のリサーチをして大学の寮ならどのくらいの
金額がかかりそうか、どの寮に住みたいか、どんな授業を取る
かなど考えておいたほうがいいと思います。わからないことは
先輩に聞くのが一番です！また、ビザの申請に必要な書類もギ
リギリに送られてくることが多いので、それ以外の書類は全部
揃えておいて、あとは待つだけという状態にしておくのがベス
トです。留学先でのビザ申請は面倒なことが多いので、日本で
出来ることは全部済ませておくべきです。健康診断などの書類
も、面倒くさがらず日本でちゃんと準備しておきましょう。

語学院と大学の授業
韓国ではほとんどの大学に語学院という、大学とは別の語学

専門の学校があります。その大学に通わず、語学院だけに通う
という外国人も多いです。派遣留学生は大学の授業を受けな
がら語学院で韓国語を学習することができます。語学院は週5
日、毎日4時間の授業があります。かなり時間をとるので「それ
より大学の授業を受けたい」という方もいるかもしれませんが、
大学の授業は韓国人でも難しい内容をやっているので、まずは
語学院で韓国語を学ぶことが最優先になってきます。私は語
学院の授業と週に一コマ（ 3時間）の日本史の授業をとっていま
した。大学は二期制ですが語学院は四期制なので、1年留学の
学生は、春夏と語学院中心の生活で韓国語をマスターし、秋か
らは大学の授業だけで頑張る、という方もいるようです。語学
院のクラスは少人数で、私のクラスは15人。中国人と日本人、
ウズベキスタン人がいました。女性の先生が多く、どのクラス
もわきあいあいとしていて質問もしやすいです。全部韓国語で
授業は進みますが、最初に受けたレベルテストによってクラス
が分かれていて、私たちのレベルに合った語彙・文法を使って
教えてくださるので、何を言っているのか全くわからない、と
いうことはまずないです。大学の授業は、私は韓国語で行われ
ている授業しか受けませんでしたが、英語で行われる授業も多
く、韓国人学生は英語を喋れる人が多いので、英語をもっと勉
強したいけれど英語圏に留学する費用がない、という方にも韓
国はおすすめの留学先です。

サークルについて
半年の留学だと語学院中心の生活で終わってしまうので、外

国人とは仲良くなれても韓国人の友達ができないということ
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で、私はチューターが所属していた旅行サークルに入り、ソウ
ル市外の忠清北道へ20人ほどで旅行に行きました。語学院の
先生にはもっと上のレベルにあがってからでないとサークルに
入るのは厳しいと言われ、案の定言葉がわからなくて苦戦した
こともありましたが、旅行中韓国のサークルならではの不思議
な儀式に参加したり、観光ではなかなか乗らない汽車に乗った
り、普通の留学生が経験できないことを沢山できたので、とて
もよかったと思います。韓国では年齢での上下関係が日本より
も厳しく、敬語とパンマル（同級生や年下に使う言葉）の使い分
けが難しいのですが、旅行後は自然に使い分けられるようにな
りました。やはり実践で話すことが語学力向上のためのなによ
りの近道です！

最後に
留学をしてこれまでニュースでしか知ることがなかった韓国

という国を深く知ったことで、この報道はおかしいのではない
か、そのイメージは誤解だなどと自信をもって言えるようにな
りました。そして、周りに流されず自分の意見をしっかり持っ
てこれからも勉強していこうという意欲に繋がりました。政治
の問題などで治安を心配する人も多いですが、日本人だからと
いって損をしたという話はほとんどないですし、むしろ若い韓
国人は日本にとても興味をもってくれています。また、英語圏
以外に留学することを躊躇している方に言いたいのは、英語が
できて当たり前の今、若いうちに別の言語を習得しておくこと
は将来自分の武器になる可能性が高いということです。もう一
つ、留学することの意義は沢山の出会いです。留学中、いろい
ろな国の人と出会います。つまり、いろいろな文化に出会うこ
とになります。多種多様な人を、文化を受け入れながら、新し
い自分にも出会えるかもしれません。もちろん留学は行くだけ
で終わりではなく、きっかけに過ぎません。留学に行ってどう
自分を変身させることができるかが勝負です。まずは、留学で
新しい自分のヒントを探しに行きましょう！

マレーシア

マラヤ大学
人間社会学域国際学類　大場　　葵

平成26年9月～平成27年7月まで、マレーシアのマラヤ大学
に留学しました。マレーシアは、マレー系、中華系、インド系、
その他の少数民族で構成される多民族国家です。マレー語が公
用語として使われていますが、ほとんどの人が英語も話すこと
ができます。多民族国家について学びたい、英語を勉強したい
と思っていた私にとって、マレーシアは理想の環境でした。

マラヤ大学について
マラヤ大学は、首都クアラルンプール市内にあります。クア

ラルンプールは、電車やモノレールが発達し、ショッピング
モールが建ち並んでいるのに対し、大学内は自然があふれ、池
や森が広がっています。韓国、中国、イスラム教圏からの留学
生が多く、授業外で韓国語や中国語等を学ぶ機会があります。
さらに、各国の留学生が自国を紹介するイベントや、ASEAN
のフォーラムなど、様々なイベントが頻繁に開催されます。そ
のようなイベントに参加することで、知識を得たり、友人をつ
くったりすることができます。

事前準備
ビザの申請を、できるかぎり早くから始めることをおすすめ

します。マレーシアでの事務手続きは、とても時間がかかりま
す。私の場合、VDR　letter（渡航前に取得するビザに必要な
書類）が渡航予定日前日に届き、航空券を買いなおすことにな
りました。その他の手続きでも、時間がかかったり、メールの
返信がなかったりすると思います。少しでも手続きを円滑に進
めるには、早めに行動を始めること、メールより電話で連絡す
ること、なんども自分で確認することが大切です。

また履修登録では、できるだけたくさんの科目を申請するこ
とをおすすめします。マラヤ大学の履修登録は、渡航前に行い
ます。渡航後の履修登録期間に変更できますが、授業によって
登録できないことがあります。そのため、特に英語コミュニ
ケーション等の授業をとりたい場合は、渡航前に申請しておく
といいと思います。

授業
マラヤ大学では、自分の興味にあわせて様々な学部から授業

を選び、現地の学生と共に勉強することができます。留学生の割
合も授業によってバラバラで、留学生が1人だけの授業もあれ
ば、留学生が大半という授業もあります。私は、マレーシアの民
族や東南アジアの国々に興味があったので、主にDepartment 
of Arts and Social Scienceから授業をとりました。

どの授業も週に2時間の講義と1時間のチュートリアル（プ
レゼンテーションやディスカッションの時間）があり、グルー
プワークをする機会が何度もありました。そこでは、異なる背
景や考え方をもつ人々の意見をきくことができ、おもしろさを
感じる一方で、意思疎通の難しさ、細かいコミュニケーショ
ンの大切さを痛感することもありました。それを1番感じたの
は、グループで1つのプロジェクトを行った授業です。グルー
プ内での個人の英語力、その授業への関心度が全く異なって
いたため、レポート提出直前でグループが分裂してしまいまし
た。1人1人とのコミュニケーションを大切にし、共通の認識
が持てるようにしていたら、うまく作業することができたので
はないかと後悔しています。

課外活動
マレーシアで過すうちに、もっとマレー語を勉強したいと思

うようになりました。そのため第2セメスターから、University 
of Malaya Center for Continuing Educationという、マラヤ
大学の附属施設に通いました。ここでは、1人1人のレベルに
合わせたマレー語の授業が3時間×週3日で行われます。私が
通ったのは3か月間でしたが、母音の発音を練習するレベルか
ら、自分の好きなことや家族について文章を書いたり話したり
できるレベルになりました。丁寧に教えてもらえる上に、マラ
ヤ大学から1駅の通いやすい場所にあるので、大学の授業を受
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けながら通うにはおすすめです。
また、クアラルンプール補習授業校で、インターナショナル

スクールに通う日本人小学生に国語を教えるボランティアをし
ました。金沢大学で教職科目を受講していたので、習ったこと
を実践する機会になりました。物語の読解や文章の書き方を教
えるのは、思った以上に難しいものでした。しかし、どうした
ら興味をもってもらえるか考え、できることが増えていく子供
たちの姿をみて、教えることのおもしろさを知ることができま
した。

おわりに
10カ月間のマレーシア留学では、イスラム文化に触れるこ

と、多様な背景を持つ人々との出会いによって、新しい価値観
を学ぶことができました。それと同時に、宗教や文化に対する
見方や、人との関わり方など、自分自身の価値観を顧みて、こ
れからの生活を考えるようになりました。このような経験をす
ることができたのは、家族や友人、周りの方々の支えがあった
からこそだと思っています。本当に感謝しています。今はまだ
将来への具体的な答えは出ていませんが、自分が周りの人に助
けてもらったように、少しでも自分ができることをしていきた
いと思っています。これから留学する方にとっても、留学先で
の生活が有意義なものになることを祈っています。

人間社会学域経済学類　堤　　桜子
留学前にすべきこと

経済学類で二年後期からの一年間の留学はあまり前例がな
かったので、まずは経済学類の留学全般を担当されている宮崎
先生に留学中どのような手続きをしていけばよいか、海外から
のゼミ登録はどうすればよいかなどを伺った。また経済学類の
学務係の方にも留学する旨を伝え、二年の後期の内に希望ゼミ
を決め、教授に直接面接を受けられないこと、前期の出席代わ
りの課題を与えてほしいことなどを伝えた。無事に希望ゼミに
入ることができ、四年で卒業できる見込みである。国際学類で
なくとも一年間留学でき、四年で卒業できるので安心して留学
してほしい。

マレーシア
一年中温暖な気候でとても過ごしやすい国。日系のお店も多

く、日本と変わらない品ぞろえなので生活する上で困らない。
また予想以上に治安が良く、明らかに危ない場所を除いては夜
女性一人で歩いていても大丈夫であった。
・物価

食べ物は日本の三分の一の物価であり、衣服、生活用品につ

いては日本の三分の二程度。外資系の店（ユニクロ、伊勢丹な
ど）は日本と変わらない。例えば、映画は基本的に約300円で見
ることができる。一ヶ月の生活費は、普通に生活していれば3
～4万円で暮らすことができる。

マラヤ大学
・大学の立地

マラヤ大学は、マレーシアの首都クアラルンプールに位置す
る為大都会の中で暮らすこととなる。買い物をするにも観光を
するにもとても便利な所である。日本からの飛行機も着く国際
空港からも一時間程度で着く。学内はバスが走っており、最寄
りの駅まで行くことができる。
・大学の設備

学生寮12棟、学部ごとのキャンパス・食堂、図書館、ホール、
本部、アリーナ、湖などとても広大であり自然に囲まれたよい
キャンパスである。夜になると湖も周りがライトアップされラ
ンニングをしている学生も多い。学内はシャトルバスが走って
おり五つの路線がある。図書館はおしゃれなディスカッション
スペースや24時間開放の自習スペースなどがありとても快適
である。
・寮の設備

留学生寮は第10寮であり、四つの棟がある。男女で分かれ
ており二人一部屋となっている。シャワーやキッチン、洗濯機
などがある。また共有スペースにはコピーショップやカフェテ
リア、テニスコート、バスケットコート、学習ルームがあり寮
生の憩いの場となっている。部屋には机、ベッド、ロッカー、
ファンが設備されており、朝晩は涼しいため暑くて寝苦しいよ
うなことはない。寮費は月約15000円。
・講義

私の受講したものは、マクロ経済、ミクロ経済、マレーシア
経済、開発経済、発展と分散、ジェンダーと発展、社会学、ク
リティカルシンキング、ライティングの九つである。私の場合
は開発経済について学びたいと思っていたのでこのような講義
になったが、様々な講義がある。また、留学生と現地の学生で
分けられるようなことはなく、すべて一緒に受講することとな
る。その分発言の勇気がいるが、現地学生の友達が多くできる。
ひとつの講義は週に三時間、一時間はディスカッションやプレ
ゼンテーションなどにあてられる。試験は二回。最終試験前に
はレポート20枚程度を提出。しっかり勉強すれば単位は取れ
る。
・サークル

言語学部の学生が運営するよさこいサークルに所属。経験者
として指導した。モールや学内のイベントなど一年間に十数回
のイベントに出演させていただいた。日本の文化を伝えるよい
経験となった。

学外活動
毎週二回校外のマレー語語学学校に通った。（校内のクラ

スの評判が悪かったため）　また学会やフィリピンで開かれた
ASEAN SUMMITや日本の文化を伝えるイベントなど様々なも
のに参加。他大学や社会人の友達を作る良い機会となった。ま
た休暇中にはASEAN九か国を周遊し経済格差について調べた。

将来について
三年後期からは、経験をもとに東南アジア諸国の経済格差と

格差をなくすための地域の発展について学びたい。どのように
発展していけばよいか、支援ではなくその地に根付くビジネス
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を生み出すにはどうすればよいかを学びたい。将来は、東南アジ
ア諸国に進出しているものづくり・サービス・インフラ事業な
どを行う企業に就職し、学んだことをもとに提案していきたい。

留学を目指す方へ
留学をする前に、どうして自分は留学するのか、この留学は

自分の将来にどう影響するのかについて一度自分に問い詰めて
みてください。例えば、語学を習得して自分はどうしたいのか、
この国で経験したことをもとに何をしていきたいのかを考えて
ください。そして文字にしてみてください。こうすることで留
学の先の目的が見え、ただ楽しいだけの留学、経験するだけの
留学ではなくなります。ぜひ素敵な留学をしてきてください。

台　　湾

国立台湾師範大学
人間社会学域国際学類　西田　万莉

私は10ヶ月間台北にある台湾師範大学に留学していました。
私が台湾への留学を志した理由はいくつかありますが、一番の
理由は中国語を学ぶために必要な環境が整っているということ
です。中国語を勉強したいなら絶対に大陸へ行った方がいい！
と以前は思っていたのですが、留学前に両方の地を実際に訪れ
ることで台湾留学にはメリットがたくさんあると感じました。

一つ目のメリットは、公共交通機関・治安・衛生環境が整っ
ており、安心して生活を送れるということです。公共交通機関
については普段よく利用するバスや地下鉄が学生料金でとても
安く乗れますし、Ubikeというレンタル型の自転車も便利なの
でよく利用していました。（ただ、台湾の交通マナーは日本に
比べていいとは言えないので、自転車をはじめとする乗り物を
運転する際や道路を横断する際には注意が必要です。）治安に関
しても、夜市文化が発展しているおかげか22時頃まで小さな子
供が親と公園で遊んでいたりするくらい安全です。女性が夜1
人で出かけても全然問題ないのですが、クラブ等がある繁華街
周辺はもちろんそれなりに危険があるので、危機管理をしっか
りしましょう。それ以外のスリやひったくりなどについては、
私の知る限りでは被害にあった人はいませんでした。でも、気
をつけておくに越したことはないと思います。衛生面について
は確実に中国よりも台湾の方がいいと感じました。トイレット
ペーパーが全てのトイレにちゃんと備え付けてありますし、公
衆トイレも無料です。水道の水は直接飲めませんが、学校や寮
など至る所に給水所があるので飲料水には困らないと思いま
す。しいて言うなら、夜市や路面に置いてあるゴミのためか、
夜は一定の時間を過ぎると道にゴキブリがたくさんいるので、
慣れるまで歩くのが大変でした。

二つ目のメリットは、台湾人が日本人に対して友好的なの
で、歴史や政治的問題で不快な思いをすることがほぼなかった
ということです。中国ではごくたまに日本に対して偏見を持っ
ている人や差別用語を使う人がいましたが（私の体験に基づい
ているので一概には言えませんが）、台湾ではむしろ日本人と
分かるとみんないっせいに話しかけてきてくれ、日本へ旅行し
た時のエピソードや日本の良いところを話してくれました。そ
のため、老若男女問わず日本に対する印象がとても良いと感じ
ました。中国人が日本人に対して良くないというわけではな
く、台湾人がとても親切にしてくれるということを伝えたいの
で、この話は参考程度にしていただけると幸いです。

事前勉強について
中国語を習得する目的で台湾へ行くのなら、あらかじめ中国

語を勉強しておくに越した事はありません。私が留学前にした
中国語の勉強と言えば、1、2年生の時に第二外国語として中
国語の授業と、3年前期で中国語Cの授業をとっていただけで
した。そして中国語検定3級を取得してから台湾へ行ったので
すが、流暢な会話をするためのリスニング・スピーキング力に
欠けてはいたものの、生活には支障がありませんでした。その
上、台湾人はみんな親切なので下手な中国語を一生懸命理解し
ようとしてくれます。時には英語やカタコトの日本語を交えて
コミュニケーションを図ろうとしてくれる人もいるので、全く
中国語が話せない人も心配いりません。臆すことなく中国語を
話していれば上達にもつながると思います。

大学の授業について
私が留学した2014年秋以前と2015年秋以降に留学する人

とで履修のシステムが異なるようなので、その時期に留学した
人に確認する方がいいと思います。

寮について
師範大学の学生寮は大学の敷地内にあり、大学自体が台北の

中心部に位置しているので立地条件が最高です。しかも、そん
な場所に月8,000円程度の家賃で住めてしまいます。交換生は
基本的に4人部屋で、様々な国籍の学生と共同生活をします。
ベッドと机、クローゼットが各自用意されていますが、仕切り
がないのでプライベートな時間を確保することは難しいです。
生活リズムや習慣の違いからかトラブルが発生することもしば
しばあるので、神経質な人は入居しない事をおすすめします。
ちなみにフロアで共有しているトイレ、シャワーは綺麗とはい
えませんが、住むのに問題ないレベルです。寮に住むことのメ
リットとデメリットは個人の価値観によって異なると思うの
で、しっかり吟味して決める事が大切だと思います。

おわりに
私はこの留学を通して中国語力以外に得たものがたくさんあ

ります。経験したのは楽しいこと半分、辛いこと半分くらいの
割合ですが、思い出されるのは楽しかったことばかりなので、
今振り返ってみてももう一度留学に行きたいくらいです。様々
な人と出会い交流することで自分の見識を広め、トラブルや困
難を乗り越えることで一段と成長できました。もし留学に行く
ことを迷っている人がいたら、私は自信を持ってその背中を押
したいと思います。
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台　　湾

国立政治大学
人間社会学域法学類　木俣満由沙

留学理由
私が台湾への留学を志望した点は三点ありました。
まず一点目は、私が留学自体をしたかった理由なのですが、

大学時代の4年間の中で、ずっと金沢大学で過ごすのではな
く、異国の学び舎で勉強してみたいと考えていたからです。日
本でも大学ごとに、学生の大体の雰囲気があると思います。そ
の中でも、私は、とりわけ外国の大学生がどんな風に大学生活
をおくっているのだろうかと興味がありました。だから、大学
4年間のうちのどこかで、派遣留学をしたかったのです。

二点目は、中華圏のことに興味・関心を持っていたからで
す。なぜかというと、私には気の合う中国人・台湾人の友人が
多く、台湾ドラマが好きだったためです。台湾へ旅行した際に、
台湾で長期滞在してみたいとぼんやりと考えていました。そこ
で、台湾を留学先に選びました。幸運にも、私の所属する法学
類は、国立政治大学と協定を結んでいたので、派遣留学するこ
とができました。

三点目は、国立政治大学へ留学する際に、法学の授業を聴講
し、学生に日本の法律のことを教えられたらと考えていまし
た。

留学前の準備
留学前は、書類の提出などを一通り行いました。文系の学部

から、留学生センターがある建物までよく行き来していて、そ
れが大変だったのを覚えています。手続きの事は締切や条件な
ど細かいため、気になることは逐一、派遣留学の担当の方に
メールして聞いていました。すぐ返事が来ることばかりで本当
に助けられました。自分で確認してみても分からないことなど
は、メールで質問することをおすすめします。

語学に関しては、やろうやろうで、正直勉強が進んでいませ
んでした。台湾人の友人に、「どうやって日本語ができるように
なったの？」と聞くと、ほとんど「ドラマ・アニメ」と答えます。
やる気が出ないときは、ドラマをひたすら見るのもいいと思い
ます。当時、中国語初級者だった私が、この時期に何をすべき
だったかと考えると、留学時に持っていくHSK4級程度の参考
書を用意しておくとかドラマのディクテーションとかです。文
法は留学先の学校で少しずつ教わるので、焦らなくてもいいの
かなと思いますが、学校の最初のプレイスメントテストで一旦
レベルが決まると、飛び級は容易にできず、学期ごとに一レベ

ルずつ上がるしかないので、プレイスメントテストで結果を出
して、最初から上のクラスへ行きたい方は、ここで頑張るべき
だと思います。

知っておくといい情報
・寮

寮は2種類あって、私は、最初の3日間くらいは坂の下にあ
る外国人留学生専用の寮にいましたが、あとはずっと台湾人学
生と外国人留学生が混住している坂の上の寮に住んでいまし
た。安いし、授業に行くときに近いので便利です。あと多くの
中国人留学生が一緒に住んでいて、中国語を日常的に話せるの
でおすすめです。
・ビザ

私は半年間の留学だったので、勝手にビザは要らないと思い
込んでいました。そのため、行きの空港カウンターでパニック
になりました。台湾の場合、3か月間は観光ビザで滞在できま
すが、それ以上のときは一時帰国の航空券がないと出国できま
せん。なんとかその場で航空券を予約して出国しました。本当
に焦りました。私の半年間の留学は、3か月観光ビザでの滞在
→一時帰国→3か月の観光ビザでの滞在、という形になりまし
た。留学先が近い国で本当に良かったです。
・語学

勉強は満点を目指してやるべきです。国立政治大学の授業
は、私には少し難しかったですが、やりがいのあるものでした。
日本から持って行った参考書はとても役に立ちました。細かい
説明がありますから。大学の図書館は、勉強できる環境が整っ
ているので、ぜひ活用してください。中華圏のドラマは無料で
見られるので、よく見ていました。使えそうな表現がよく出て
くるので、ドラマは良い教材だと思います。学習がすすむにつ
れて話の内容が分かるようになるのも面白いです。好きな台湾
映画「一頁台北」は5回くらい見ました。たくさん話して、楽し
みながら学んでくださいね。

MRT（台湾の地下鉄）の駅でwifiを無料で使えるようにする
方法や、学校のプレテストの開始時間など、自分の語学力では
分からなかったことが、留学先では山ほどありました。私に有
益な情報をたくさん教えてくれたのは、某有名外国語大学中国
語専攻の、一歳年下の日本人でした。彼女と出会っていなかっ
たら、私の留学生活がどうなっていたか想像できないほどで
す。細かいことは、日本語が話せる人に頼るべきです。

留学の成果
当初留学理由としていたことの6～7割は達成できたと思い

ます。例えば、台湾人を含め外国人の大学生の学習姿勢はとて
も興味深かったです。日本人に比べて、海外の学生の留学姿勢
はもっと気軽な感じです。私は、派遣留学にこぎつけるまでに
苦労した方なので、腰が抜けました。そういった中で、私のク
ラスメイトだったドイツ人とパラグアイ人が小テスト前に必死
で暗記している姿を見たのは、とても新鮮でした。欧米人はあ
んまり必死で勉強するイメージがなかったのですが、学生は皆
同じなんだなと思いました。ただ私のクラスは真面目に頑張る
メンバーが偶然に集まっていた気はしますが。こういった彼ら
の行動は、自分に新しい価値観を与えてくれました。留学前に
期待していたことはかなり実現できました。

実現不足だったことは、やはり法律のことです。日本語がで
きる学生の手伝いは少しだけしましたが、授業はついていけ
ず。日常会話は、1ヶ月で目に見えるほどの伸びを感じました
が、アカデミックなことの実現は、高望みし過ぎでした。自分
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の語学力でできる、最大限の努力をするのが一番です。

派遣留学を目指す後輩たちへ
実は、私は政治大学に着くまで、自分が留学生活を実現でき

るなんて想像できていませんでした。金沢のこの見慣れた景色
が、違う景色になる日を願いつつ（笑）も、派遣留学の試験は厳
しいですから、なかなか叶いませんでした。

だから、大学4年時に実現して、自分が「留学生側」の学生に
なれて…本当に恵まれた環境に感謝しました。派遣留学は1年
間で大学3年次には休学というイメージがあると思いますが、
半年間留学する学生はいっぱいいました。私は、親の意向によ
り4年間で卒業しなければいけなかったのですが、休学して1
年行っても良かったかなとも思います。ただ、半年間だからこ
そ濃い留学生活が送れたのかもとも思います。どちらにせよ、
絶対に派遣留学はするべきだと思います。今考えても、行かな
かった選択肢などあり得ない。人によっては、あれよあれよと
派遣留学が決まる人もいれば、私みたいに中々決まらない人も
いると思います。辛い思いをしても耐えて頑張ってください
ね。私は今でも、夏の終わりの夕方、初めて政治大学に着いた
時の初心を大切にしています。

人間社会学域法学類　山川菜央美
私は2014年2月から2015年1月まで台湾国立政治大学に

留学していました。政治大学ってどこにあるの？と思う方や、
金沢大学からの台湾留学といえば、台湾師範大学を思いうかべ
る方がいるかもしれません。政治大学への交換留学は法学類の
学生のみが対象でした。しかし、今後は法学類生以外の文系学
生にもその枠が広がるようです。この体験記がみなさんの留学
への一歩になるだけでなく、政治大学についても知ることので
きるきっかけになれば幸いです。

政治大学について
政治大学は台北の郊外に位置している国立大学です。台湾で

は台湾の東大と言われている台湾大学に次いで、二番目にあた
る名門校です。日本の大学でいうと、一橋大学にあたります。
文系学部が強く、中でも法学部は有名で、裁判官や弁護士の司
法試験の合格率が毎年台湾大学と並ぶほどトップクラスです。
市内だとバイクが数多く走っているので、空気があまり良くな
いですが、政治大学周辺は周りが山に囲まれているため（金沢
大学と似ています）空気が綺麗です。山に囲まれているといっ
ても、交通に関しては、台北市中心部へのアクセスも比較的便
利です。バスや地下鉄を利用すれば30分以内で中心部にアクセ
スできます（台北101まではバスで15分ほどです）。学習するに
はとてもいい環境にある大学です。

留学前
中国語の基礎知識は身につけておいた方が、より留学生活を

充実させることが出来ると思います。私の場合、留学が決定し
てから渡航まで半年で、留学前はピンインしか分かりませんで
した。しかし、先輩の「現地に行けばなんとかなる」という言葉
を信じ、私もなんとかなるだろう（というよりやるしかない）と
思っていました。私の場合、語学に対する不安よりも、新しい
生活への期待の方が大きかったので、本音をいうとそんなに心
配はしていませんでした。といっても、やはり生活をする上で
は言葉がわからないと大変なことが多々あるわけで、現地に着
いてからも寮の手続きなど困ることが多々ありました。語学学

校のクラス分けテストは筆記試験と面接に分かれており、この
テストの結果で、最初のクラスのレベルが決まります。クラス
次第では以降の留学生活にも影響し得るので、基礎的知識は身
につけておいて損はないと思います。

学校生活
政治大学には語学学校が併設されています。この語学学校は

4学期制（春夏秋冬）で、1学期は3ヶ月間です。政治大学の交
換留学は3つのタイプに分かれています。①語学学校のみ（毎
日3時間×5日間通う。この場合、学部の授業は聴講のみで単
位はもらえない。）②語学学校と学部の授業（語学学校は3時間
×2日間と学部の授業。学部の単位取得可能）③学部の授業の
み。これらは前期と後期で変更できます。（去年学長が変わり、
この3タイプは変わる可能性があると耳にしたので、HP等で念
のため確認して下さい！）私は1年間通して①を選択しました。
理由は、渡航時にはほぼ卒業要件の単位を取得していたため、
単位にこだわる必要がなかったこと、集中的に中国語を学びた
かったからです。中には前半は①、後半は②としていた人もい
ました。ただ、②を選ぶと、語学学校と学部の学期編成が異な
るため、夏休みの期間は、週に二回の語学学校の授業はないよ
うです。そのため、友人の中には、語学学校の夏季学期を自費
で払い授業を受けている子もいました。プログラムごとに差異
があるので、留学前に確認しておいた方がいいと思います。ま
た、交換留学生は語学学校の3学期分の学費は免除されていま
す。私はもう少し中国語を学びたかったので、1学期分（ 2万4
千元ほど）の学費を自費で払い、滞在を少し延長しました。

学習については、語学学校以外に言語交換をオススメしま
す！政治大学は日本語を勉強している学生が多いので、比較的
簡単に言語交換の相手がみつかると思います。私はこの言語交
換のおかげで語学力が伸びたと言っても過言ではないくらい効
果がありました。言語交換では中国語以外の言語は使わないな
ど自分でルールを決めていました。

学校の施設は充実しており、ジムは年間400元の会費で利用
できます。プールだと、半年1000元でした。また、政治大学
の図書館には24時間勉強できる自習室があります。

学生寮
交換留学生が住むことのできる寮は2つあります。①自強九

莊と②Ihouseです。①は1学期約1万元。現地学生もこの寮
に住んでいます。4人部屋で、部屋にはベッドと机のみ。シャ
ワー・トイレは共有でキッチンはなし。寮内には食堂、コンビ
ニあり。メリットはとても安いこと、デメリットは山の上にあ
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るため出かけるには不便なこと、建物が古いことです。しかし、
校内にはバスが走っていて、しかも、1元で乗れるのであまり
気にならないかもしれません。私は運動だと思っていつも15分
ほど歩いていました。②は新しい寮で外国人のみが住める寮で
す。部屋は2タイプ分かれており、一人部屋と二人部屋です。家
賃は、1ヶ月1万元ほど。部屋内にシャワー・トイレあり。私
は①に住んでいました。最初は古さに驚きましたが、慣れると
気にならなくなりました。また、4人部屋のため楽しい寮生活
を送ることができます。素晴らしいルームメイトに恵まれ、今
でも連絡を取り続けています。建物は古いですが、私は①の寮
をオススメします。

留学生活を振り返って
台湾には親日家がたくさんいるので、日本人が中国語を学習

するにはとてもいい環境だと思います。当初は中国語が出来
ず、苦労したこともありましたが、留学中に出会ったたくさん
の友人、ルームメイト、先生のおかげで、私は本当に充実した
1年間を送ることができました。留学中にしか出来ないことを
思う存分楽しむことを目標に、出来る限り多くの活動に参加し
ました。留学中は2つのサークルに所属し（ヨガとメイクアッ
プ）、言語交換も多いときは一週間に7回異なる人と行ってい
ました。言語交換の友人だけでなく、聴講した授業やサークル
でも友人ができ、またたくさんの寮生とも知り合いました。色
んな所に顔を出していたおかげでコネができ、法律事務所に2
回、最高裁判所にも1回見学に行き、司法院のトップの方とも
お会いすることが出来ました。語学力は授業だけでなく、外に
足を運んだ方が絶対伸びると思います！それと、たくさん喋る
ことです！私は台湾人の友人がたくさんでき、彼女達と毎日交
流したおかげで中国語もどんどん上達しました。留学中は色ん
なところに足を運んで下さい。思いがけない出会いや一生の宝
と言える仲間とも出会えると思います。苦労することもありま
すが、それ以上の素晴らしい出会いが待っています！

アラブ首長国連邦

シャルジャ大学
人間社会学域国際学類　松野　陽太

私が留学したのは、アラブ首長国連邦（UAE）という国にある
シャルジャ大学という大学です。僅か約半年という短い期間で
したが、これを読んでいる皆さんにできる限りのことをお伝え
できると良いと思います。

留学前
シャルジャ大学へ興味を持った理由は、大きく2点ありまし

た。1点目は、日本人が縁遠いアラブ社会に身をおいてみた
かったという点です。ヨーロッパやアメリカ、オセアニアと
いった地域には多くの方が滞在していますが、アラブ社会に身
をおく方は比較的数少ないので、多くの方が得られない経験が
得られるのではという考えを持っていました。2点目は、日本
人が他にいないような、頼れる人のいない環境に身をおいてみ
たかったということがありました。このような環境に対応する
ために、英語の面ではアルジャジーラなどのニュースを見た
り、会話を聞き流せる東京外国語大学等のサイトを日常的に見
聞きするなどして学習し、アラビア語についてはテキストを用
意して勉強しました。

気候・国情
皆さんは、アラブ首長国連邦という国についてどういうイ

メージを抱いていますか。砂漠、オイルマネーなど様々なイ
メージを抱いていることかと思いますが、多くの方はよくわか
らないというのが実情ではないでしょうか。そこで、少し説明
をしたいと思います。

実はUAEに住んでいるのは、ほとんどが外国人です。実際私
も、UAE国民とはほとんど話していません。それぐらい、住民
が多国籍に渡る国であるといえます。ごくわずかのヨーロッパ
人はいますが、多くは他のアラブ諸国から来ている方がほとん
どです。他に、フィリピンなどの東南アジアやインドから来て
いる方もいますが、まさに人種のるつぼです。

ただ、UAEは住民の殆どがイスラームを信仰しています。こ
れは、生活したうえでも間違いない事実です。したがって、飲
酒や豚肉の摂取はあり得ないことです。できないことはないら
しいですが、私はしていません。このように、日常を過ごす上
でも日本とは全く違う生活を余儀なくされる国であるというこ
とを念頭に置く必要があります。

留学生活
留学生活についてお話します。住居ですが、私は学生寮に住

んでいました。どの学生寮にも言えることですが、大学の敷地
内にあるので、授業に遅れる心配もあまりなく快適に生活でき
ます。寮の部屋は4種類あり、3人部屋、2人部屋（ベッドが
分かれているタイプと寝室別のタイプ）、そして1人部屋です。
述べた順に家賃が安くなるのですが、面白いことに、何人部屋
かによって居住する学生の出身も大きく違いがあるのです。私
の住んでいたのは3人部屋で、アフリカ系の学生が多く住んで
いる点が特徴的です。部屋の種類に拘わらず学生の国籍は様々
で、共通してアラビア語は皆話していましたが、如何せん方言
差の大きい言語なので、アラビア語を話す者同士でも意思の疎
通がうまくいかない場合があるようです。英語を理解する学生
も多々いますが、全員ではありません。

日用品の買い物ですが、学内の学生生協を使うことが多かっ
たです。消費税など税金はありません。大学の近くにはショッ
ピングセンターもありましたが、大学の敷地そのものが広いう
え、大学を取り囲むように高い塀で囲まれ、ゲート以外での出
入場は困難なため、徒歩での利用は時間がかかります。

日本を伝えること
私の留学生活のなかで、他の日本人に合うことは9割9分あ

りませんでした。また、日本人学生がいるという確かな情報も
ありませんでした。当時を振り返ると、他者と面と向かって話
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すときに、一切日本語を使わかなかったということになりま
す。それぐらい、日本人であること自体が特異な環境に住んで
いたということになります。そのような環境に日本人がいる
と、私＝日本人という構図になってきます。換言すれば、否が応
でも日本人の代表になってしまうということです。ですので、
日本での家族構成や、家族のあり方など、予想していなかった
ような質問をされることがあります。日本人としてあらゆる質
問を用意しておくことが望ましいです。

授業
多くの授業は英語で行われますが、学生の割合によってはア

ラビア語でも行われるので、付いて行くのが大変だったことが
あります。

あとがき
本当に多様なバックグラウンドを持つ方が暮らすのがUAE

と言う国です。しかし、イスラームという宗教的バックグラウ
ンドを多くの方が共有しています。今回の留学を通して、宗教
的バックグラウンドというものの重要性を思い知らされまし
た。これから留学を考えている皆様には、是非ジャンルを問わ
ず渡航先の情報を多く取り入れて欲しいと思います。

オーストラリア

オーストラリア国立大学
人間社会学域国際学類　名和　香瑠

私 の 派 遣 留 学 先 で あ る オ ー ス ト ラ リ ア 国 立 大 学（The 
Australian National University 以下ANU）はオーストラリア
の首都キャンベラにある大学です。2015年2月から11月の間、
派遣留学生としてANUで勉強させてもらいました。この度は
留学前の準備段階と留学先での生活面及び勉強面そして課外活
動について書きたいと思います。

留学前
私が派遣留学を目指すようになったきっかけは、高校2年生

の時に同じくオーストラリアのアデレードでホームステイを経
験したことと、大学2年生の夏休みにモナシュ大学での語学研
修に参加したことの2つが挙げられます。高校時代から漠然と
オーストラリアに留学してみたいという気持ちがあったのです
が、行くならレベルの高い大学に挑戦しようとANUに照準を
合わせて勉強に取り組みました。

留学前に必要な手続きは種々ありますが、先方の大学が要求
する語学試験（TOEFLやIELTSなど）のスコアを獲得することも
重要です。ANUの場合はIELTS 6 .5（各セクション6.0以上）
が必要でした。IELTSについては学内でも有志が集まって勉強
をする「IELTS勉強会」がありますので是非一度参加してみてく
ださい。派遣留学内定後は英語の勉強はもちろんですが、学生
寮やビザの申請と並行してANUにいる友人に大学のキャンパ
スや寮、授業のことを聞いて自分なりにリサーチをしたり、履
修する予定の授業に関連した分野のリサーチペーパーなどに目
を通したりしていました。前もって調べておくことでイメージ
が膨らみ、留学までの期間モチベーションをしっかりと高く保
つことができたと思います。その他にも留学先で話題作りがで
きればと思って、日本の文化や歴史、自分の趣味等について英
語で簡単に説明できるように準備しておきました。

生活面
留学中はキャンパス内の寮に住んでいました（一人部屋、

キッチン・トイレ共有）。キッチンは一人一人に食器類を入れ
るロッカーと冷蔵庫が与えられ、皆がそれぞれに自炊をしてい
ました。大学から歩いて約25分のところにあるショッピングセ
ンターに食材を買いに行き、休みの時には友人たちと外食した
りしていました。少し遠く感じますが、自転車があると10分足
らずで行けるので不便ではないと思います。寮ではよく寮全体
もしくはフロアごとにパーティーがあり、自然と友達は増えま
した。キッチンが共有というのも非常にいい点で、ロッカーの
近い人たちと一緒にご飯を作ることもあって寮生同士の結びつ
きはとても強かったように思います。

キャンベラは何もないと言われることがよくありますが、大
学からそう遠くない距離に国会議事堂や戦争記念館があって
オーストラリアの政治や歴史を学ぶことができ、大学のすぐ近
くのバーリーグリフィン湖ではランニングやサイクリング、ピ
クニックなどもできます。郊外も自然豊かで大学周辺や街の中
心部とはまた違った良さがあります。個人的にはとてもゆった
りとしていて勉強をするには最適の場所だと思います。

勉強面
履修する科目数は基本的に一学期につき4科目です。それぞ

れ1コマ60分で週2コマのLectureと1コマのTutorialに分か
れています。授業の規模にもよりますが、Lectureは講義形式
で先生がスライド等を用いてその週に学ぶことを説明するもの
で、Tutorialは小さいグループに分かれてディスカッションや
プレゼンをするゼミのようなものと捉えていただければ分かり
やすいかと思います。

私が主にANUで履修していたのはPacific Studiesといって
南太平洋の島国について歴史や文化、オーストラリア等の近隣
諸国との関係について分析する科目でした。クラスが10人程度
だったため先生と学生の距離が近く、分からないことがあって
もすぐに質問ができるのでとても助かりました。その他にアジ
ア太平洋地域の国際関係、アボリジニ語などの科目も履修しま
した。しかし、毎週予習として論文を100ページ以上読まなけ
ればならないのでその予習や科目ごとの課題は大変でした。読
むスピードが遅く予習に時間がかかり過ぎたり、内容を理解し
たつもりでも授業に出ると他のネイティブの学生たちに圧倒さ
れて何もできなかったりと惨めな思いをしました。ただ、留学
に行こうと決めたかなり早い段階から、先生に「最初は苦しん
で当然だ」と言われていたので、苦しくても毎日予習復習を頑
張りました。エッセイだけでなくプレゼンやグループワークも
いくつかありましたが、他のメンバーの助けも借りながら何と
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か完成させられました。足を引っ張ることも多かったと思いま
すが、苦しかっただけに皆で課題を提出し終えた時の達成感は
ひとしおでした。

課外活動
勉強だけでなく大学内外での課外活動も留学の重要な点の1

つです。学内・学外を問わず交友を広げるチャンスでもありま
す。私は大学のジャパンクラブのチームでソフトボールをして
いました。8月にANUをはじめ、キャンベラ大学、日本大使
館、CJC （Canberra Japan Club）の4チームによる総当たり
戦の大会に参加しました。また、ANU ZA KABUKI （ザ・歌舞
伎）という歌舞伎座に入り、9月には役者として出演しました。
これは1976年から続く日本国外では最も長い歴史をもつ歌舞
伎団体で、日本語に興味のある学生たちが集まって稽古を重ね
て披露するユーモアたっぷりの歌舞伎です。

そして、これは特殊かもしれませんが、オーストラリア人の
弓道仲間もできました。私は高校で弓道を始め、大学でも弓道
部に所属していました。留学に際してたくさんの人から「弓道
はできないね」と言われていたのですが、運よく弓道をしてい
るというオーストラリア人に出会い、キャンベラ以外でもシド
ニーやメルボルン、パースの弓道人とも知り合うことができま
した。月に一度シドニーでキャンベラ・シドニー合同の練習会
があり、キャンベラでは毎週末集まって練習をしていました。
細かな点も英語で話すので私としては英語の練習にもなり、非
常に有意義な時間を過ごすことができました。

最後に
留学生活を振り返ると楽しい思い出ももちろんありますが、

ここに書ききれないくらいの悔しい思い出がたくさんありまし
た。授業のディスカッションで手も足も出ず、一言も発せずに
教室を後にしたことも、頑張って書いたエッセイがとんでもな
い点数で返却されたこともあります。多少なりとも落ち込むこ
とはありましたが、悔しい思いの積み重ねで少しずつ成長でき
たと思います。失敗したとき、目標との間に差を感じたときに
どういうアプローチで克服するかが大切だと痛感しました。

この報告書を読んでいる皆さんも派遣留学を目指す際に是非
目標を立てて取り組んでください。留学先でもとても重要にな
ります。そして留学は行く人によって全く違った何通りもの留
学生活があると思います。自分の興味があること、挑戦してみ
たいこと、何でも積極的にやってみることをお勧めします。

以上、オーストラリア国立大学についての報告といたしま
す。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

オーストラリア

シドニー工科大学
人間社会学域地域創造学類　勝田　晴香

私は2014年2月より、金沢大学からの派遣留学生とし
て、オーストラリア・シドニーの中心にあるUniversity of 
Technology Sydney（UTS）にて1年間滞在しました。UTSは
International studentsが毎年2000人以上入学する、多国籍
の学校です。留学生向けに準備されるプログラムやイベント、
語学力向上の支援はどこよりも数が多く、優れていると思いま
す。私は前期英語の点数が足りなかったため英語中心の授業
を取りましたが、授業以外にも学校と寮主催のConversation 
ClassやIELTS Preparation などに積極的に参加しました。ま

た、UTSの寮では、各階にResidential Networker（RN） と
いう役職の人たちが住んでおり、ルームメイトのことで困っ
たときはいつも助けてくれたり、いくらでも話を聞いてくれ
て、とても助けられました。RNを中心に毎日寮のどこかでイ
ベントが開催されており、Movie nightやTable tennis comp, 
Beach walkingなど、とにかくそれらのイベントのおかげで、
たくさんの友達ができました。

改めて振り返ってみると、シドニーでの365日は毎日が新し
い発見と挑戦でした。多国籍のフラットメイトと暮らし、様々
なバックグラウンドをもつ友達と旅をし、初めてわかる衣食住
文化や価値観の違いは、自分にとって全て新しい発見でした。
もちろん言語の壁は大きく、日本の英語教育で育った私はそう
簡単には英語を習得できませんでした。しかし、非英語圏から
来た人達と会話をしているうちに、完璧な英語を話している人
は殆どおらず、皆それぞれ「自らの英語」を自信を持って話して
いることに気づきました。それからはミスを恐れずに「とにか
く思っていることを伝えること」と「ネイティブの英語もコピー
する」この2つを徹底し、自分から考えを発信するツールとし
て英語を使えるようになりました。大学だけでなく様々なアル
バイト、テニスクラブ、試合、日本語教師ボランティア、友人
を通して幅広く活動することができ、とても有意義な留学生活
となりました。そして、与えられた環境だけでなく、自分で勇
気を出して一歩踏み入らなければいけない環境は、自分を何倍
も成長させてくれる場所であることを改めて実感しました。で
きなかったこと、思い残すこともありますが、それらも含めて、
この1年で学んだことをこれからに活かしていきたいです。

人間社会学域国際学類　丸山　晴香
私は2014年の2月から2015年の1月までオーストラリア

のシドニー工科大学（University of Technology, Sydney＝以
下UTS）に留学していました。工科大学と聞くと理系の大学だ
と思われがちですが、実は金沢大学と同じように総合大学で、
コミュニケーション系の学部からアートやデザインの学部まで
あります。2014年に留学した私たちは金沢大学とUTSが協定
を結んでから最初の派遣留学生であり、先輩からの情報がまだ
まだ少ないので、少しでもこれから留学を考えている方々の参
考になれば幸いです。

出発まで
私は入学当初からいずれは海外に留学してみたいという思い

があったので、1年生の夏にTOEFL-iBTの集中講義を受けたり、
9月にIELTSを受験するなど比較的早めに語学学習にとりかか
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りました。しかし、最初のIELTSで思っていたよりも良い結果を
出せて油断してしまったのか、あるいは授業の課題やサークル
活動などで勉強を疎かにしてしまったのか、その後繰り返し受
験しても初回の点数から伸ばすことができずに出発の日を迎え
てしまいました。UTSでは、専門科目を受講するにはIELTS6.5
が必要で、それに満たない学生はオーストラリアの文化などを
学びながら英語力を強化する留学生向けのコースに入ることに
なります。現地に行ってみて、日本人は特にスピーキングが苦
手なことを痛感したので、IELTSなどのスコアにとらわれずにと
にかく話す練習をしっかりすることをお勧めします。

出発前はIELTS・TOEFL-iBTのどちらの勉強をしても良いで
すが、オーストラリアでは断然IELTSが主流なので、オースト
ラリアやイギリスに興味を絞っている方にはIELTSが良いかも
しれません。

現地での勉強
前期は、先に述べたような留学生向けのコースでオーストラ

リアの文化や英語の勉強をメインにしていました。このコース
は日本人学生も多く、スコアの足りない人向けなのであまりハ
イレベルではない授業が多く、とにかくこの環境から早く脱出
したかった私は人一倍IELTSに向けて英語の勉強を頑張りまし
た。学習環境は非常に恵まれており、24時間開いている図書館
や親切な先生のサポートのおかげで、前期のうちに目標以上の
スコアをとることができました。

後期は一般の学生にまじって専門科目を受講しました。当た
り前ではありますが、全て現地の学生向けに開講されているた
め英語のスピードや課題の量など、前期とは比べ物にならない
ほど苦労しました。この時に私が活用したのがHELPSという学
習サポートセンターです。UTSは留学生がとても多くチュー
ターのような制度はありません。そのかわりに誰でも“HELP!”
を求められる場所があり、英語力アップのためのセミナーや論
文の書き方指導、個人面談など様々なサポートを受けられま
す。私はそこで学習パートナーを紹介してもらったり、個人面
談で論文添削などをしてもらっていました。

前期、後期ともに共通することですが、UTSでは1つの科目
で6～8単位得ることができ、上限が24単位であるため1週間
に3、4コマしか授業がありません。その分毎週の課題やエッ
セイなどが多いので楽というわけではなく、自己管理がとても
重要になります。履修できる科目数が少ないので、単位互換を
考えている人は注意が必要です。

現地での生活
シドニーはオーストラリアの中でも大都市なので、大学の周

辺もとても便利です。キャンパスが都市部にあり、有名なオペ
ラハウスまでも無料バスですぐに行くことができます。その他
毎週末花火が上がったりクリスマスやニューイヤーなど、なに
かとイベントの中心で1年間留学するにはとても楽しく過ごせ
る環境だと思います。行く前は全く考えていませんでしたが、
旅行の際の空港へのアクセスであったり、パスポートや保険な
ど何か困ったことがあっても中心となるオフィスがすぐ近くに
あることなど、とにかく都会でよかったと思うことが多々あり
ました。都会といってもそこまで治安は悪くなく、また深夜ま
でキャンパス間を運行している無料バスがあるため、図書館や
大学で夜中まで勉強しても安全に帰宅することができました。

私は大学の寮で6人のフラットメイトとルームシェアをして
いました。UTSには4つ寮があり部屋の種類も豊富です。私は
ガールズフラットに住んでいたのでとても仲がよく、みんなで

出かけたり各国の料理パーティーやお菓子作り、買い物などを
一緒に楽しんでいました。一人ずつ個室がありプライバシーも
確保できます。

寮ではほぼ毎日のように様々なイベントが開催されいてい
て、寿司パーティのように各国の料理や文化を知ることができ
るイベントや映画鑑賞会、勉強会など他の寮に住んでいる人と
も交流できる機会があります。

オーストラリアは移民が多く、特にシドニーの中心地は世界
中の文化が集まる環境であったので、ベトナム、タイ、韓国など
のアジアのレストランやオーストラリアらしいお店など、近場
で様々な料理も楽しむことが出来ました。物価は少し高いです
が、日本食の調達も簡単です。学校の近くにはマーケットもあ
り、週末にはかなり安い野菜や果物も買うことができます。こ
のようにシドニーはとても楽しく生活しやすいところでした。

留学を終えて
私はこの1年間の留学を終えて英語力だけでなく、日本にい

てはつけられないような力をつけることができました。その一
つとしてあげられるのが行動力です。比較的引っ込み思案だっ
た私は留学生活中に周りからの刺激を受け、それをきっかけに
自分の殻を破るという目標を持って隣国のニュージーランドに
一人旅に出ました。それまでの自分には想像もできなかったこ
とですが、現地で会った人に声をかけて友達になったり、折り紙
を教えてと言われて仲良くなるなど貴重な経験ができました。

留学先では想像以上の楽しいことや苦しいことに直面する機
会が多くあります。これから留学を目指している皆さんにも、
臆することなくぜひ自らが成長できる貴重なチャンスをつかみ
に行ってほしいと思います。

最後になりましたが、留学するにあたってお世話になった先
生方、留学生係の方々、本当にありがとうございました。

ベルギー

ゲント大学
人間社会学域人文学類　佐々木美帆

私はベルギーのゲント大学に2学期間（約9カ月間）交換留学
しました。留学中やその前後、また留学中の就活で感じたこと、
学んだことなどを報告させていただきます。少しでもこれから
留学に行く皆さんの力になればと思います。

留学のきっかけ
私が留学をするきっかけになったのは、このままただ大学を
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卒業したくない、なにか大学生だからこそできることがしたい
という思いでした。2年の秋に留学を決意し、その年の2次募
集になんとか滑り込んだことから、私の留学は始まりました。
ベルギーを留学先として選んだのは、①ベルギー人は英語が流
暢であり、英語力を向上させることができると考えた点と、②
多言語国家に興味を持ち、その仕組みを学びたいと思った点
の、2点の理由からです。ベルギーと聞いてもピンと来ない方
のほうがきっと多いでしょう。私も最初はチョコレートのイ
メージしかありませんでした。でも実際はチョコレートがおい
しいのはもちろんのこと、首都ブリュッセルにはEUの諸機関
を有し、近隣諸国であるドイツやフランス、オランダ、ルクセ
ンブルクの影響を受けてミックスされた文化・言語を持った、
とても魅力的な国なのです。

留学前
留学が決まり、すぐにVISA取得のための準備に取り掛かりま

した。私は留学が決まった時点から必要書類を集めていました
が、留学先の大学からの留学許可書が届かず、VISA申請の直前
に再送してもらうことになってしまいました。そういった不測
の事態にも備え、早め早めに準備を進めておくことをおすすめ
します。

留学先の情報については、過去その大学に留学した先輩や、
また現在その大学から金沢大学に留学中の留学生とコンタクト
を取り、大学や滞在する町の情報を得ておくといいです。留学
先の大学のホームページで閲覧できるテスト期間や学期期間も
チェックしておくと、学習や旅行、帰国の計画が立てやすいかと
思います。ただ生活に必要な情報は現地で暮らしていくうちに
自然と入ってくるので、個人的には渡航後すぐに必要な情報以
外は、そこまで綿密に調べておかなくても大丈夫だと思います。

留学中
もし現地に日本語を学習している学生や日本に興味を持って

いるような団体があれば、積極的に交流していくといいと思い
ます。やはりそういった人々とは友達になりやすいですし、私
自身留学初期の心細かった時期にかなり助けてもらいました。
また近年海外で日本に関連したイベントがたくさん開催されて
いるので、それらに参加してみるのも楽しいです。交流の輪が
広がるだけでなく、現地の人々が日本をどんな風に見て、どん
なところに興味を持っているのか知ることができます。

一方で留学にトラブルはつきもので、私は一度現地で開設し
た銀行のカードを紛失してしまいました。気付いたのが週末
だったため銀行は閉まっており、週明けまで誰かにお金を引き

出されていないか、残高を確認することができませんでした。
それでも電話でカードの利用停止を申請して再発行の手続きを
済ませ、無事新しいカードを受け取ることができました。トラ
ブルはないに越したことはありませんが、こういった出来事を
経験していくことによって、英語でのトラブルシューティング
の力が身につきました。

留学中の就職活動
私は3年生の9月から4年生の6月まで留学をしていまし

た。留学に行くと1年延ばして5年で卒業する学生が多いです
が、私は4年で卒業することを目標に、情報解禁の3月以降留
学先からの就職活動を開始しました。留学中は合同説明会や面
接には参加できないので、主に自己分析やwebエントリー、履
歴書の郵送をしていました。最近はそういった留学先からの就
職活動に対応し、skypeでの面接を受け入れてくれる企業も多
いです。留学との両立が難しく、悩み、焦りながらの就活でし
たが、ちょうど私の年は経団連によって就職活動のスケジュー
ルが後ろ倒しになっていたこともあり、帰国後面接を受けて無
事内定を取得することができました。

就職活動をする上では、留学中磨いた語学力がそのまま自分
の強みにもなったので、語学力を生かせる環境があるかどうか
という観点から企業を選びました。しかし最近は留学をするこ
とは珍しいことではなく、ただ留学をして外国語が話せるだけ
の学生なら山ほどいます。就職活動で留学経験を強みとして押
したいのなら、留学先で自分が実際にした経験や、そこから得
たもの、活かせることをはっきりさせなければなりません。

最後に
留学に際して、語学力の点で一歩が踏み出せない人も多いか

と思います。もちろん語学力があるに越したことはありません
が、そこで諦めずにぜひ挑戦してほしいです。私も留学する以
前は英語のスピーキングに特に自信がなく、控えめな性格のせ
いもあり授業中積極的に英語を話すタイプではありませんでし
た。「留学先では私が一番英語を話せないだろう」と覚悟しなが
らも（悲しいことに実際そうでした（笑））留学に挑み、はじめは
英語での会話がなかなかうまくいかず、授業のディスカッショ
ンに混ざることもできずに、なんでこんなに喋れないんだろう
と落ち込んでいました。それでも挫折と克服を繰り返して英語
を話し続け、その結果、帰国後に社員の半数以上が外国人とい
う職場でインターンをし、自信をもって発言できるまでになり
ました。もっと話せるようになりたいという熱意を持ち、諦め
ずに話し続けていれば、言語は必ず上達します。その感動を是
非皆さんにも味わってもらいたいです。

皆さんが、皆さんだけの留学を楽しめることを祈っています！

人間社会学域人文学類　中出真亜沙
皆さんは「ベルギー」と聞いて、何を思い浮かべますか？チョ

コレートやワッフル、あるいは最近話題となってきたベルギー
ビールなどではないでしょうか。西ヨーロッパに位置し、大き
さは日本の四国と九州の間くらい、オランダ語・フランス語・
ドイツ語の三つの言語を公用語に持つ、美食の国と呼ばれるベ
ルギー。私は、そんな魅力溢れるベルギーのゲント大学で約
10ヶ月間留学生活を送ってきました。

きっかけ
「なんでベルギーなの？」と、私は会う人、会う人に聞かれま
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した。理由は、非英語圏におけるコミュニケーションツールと
しての英語の役割、特に互いに母国語は異なるのに、英語とい
う言語を使って会話し気持ちを伝え合うことができるというこ
とについて学びたかったからです。もちろん、語学力の向上や、
様々な考え方や文化に触れてみたいという思いもありました。
また、ゲント大学には日本語学部があり、日本語という言語が
海外ではどのように教えられているのかについても興味があり
ました。そして、何よりも「挑戦してみたかった」からです。こ
れまで、親や友達に支えられて生きてきましたが、「自分一人で
何ができるのか、自分自身に向き合ってみたい」そんな思いか
らベルギーでの留学を決断しました。

留学準備
とにかく、VISAの取得が大変でした。赤十字病院に行って健

康診断を受けたり、警察署へ行き無犯罪証明書を取得したり、
アポスティーユと呼ばれるものを手に入れたり。でも、書類を
すべて揃えて大使館に出向くと、すんなり承諾してくれ、拍子
抜けしたのをよく覚えています。また、留学生寮が人気であっ
たため、私は3ヶ月ほど前に予約しました。早め早めに準備を
進めていくことをおすすめします。金沢大学にはゲント大学か
らの留学生が毎年4人ほど来ていますので、渡航前に大学での
授業や向こうでの生活の様子などを教えてもらい、たくさん助
けてもらいました。派遣留学では、留学生同士の交流も盛んな
ので、積極的に相談すると良いと思います。

生活
ゲント市は、学生の街で治安も比較的よく、過ごしやすいと

ころです。天気の良い日は友達とサイクリングに出かけたり、
サンドイッチを作ってピクニックをしたりしました。ベルギー
の人々は、天気が良いと必ず外に出て何かします。そして肌を
焼こうとします。私が「日焼けしたくない」と言うと「！？」とい
う顔をした後、「日焼けしているほうが健康的で元気なイメー
ジがあるじゃないか」といつも言われていました。留学生活の
終わり頃は、私も「日焼けしているほうが良い」という考えに変
わってしまい、真っ黒になって帰国しました。（みんなに何して
たの、と言われました。笑）加えて、日曜日はキリスト教の関係
でほとんどのお店が閉まっています。そのため、土曜日に買い
物に行っておかないと日曜日に食べるものがない、なんていう
悲惨なことが起こります。最初は慣れるのに時間がかかります
が、しだいに日曜日は休むというシステムに過ごしやすさを感
じるようになるでしょう。

学習
私は、週に4コマ（ 1コマ2時間～3時間）ほど履修していま

した。イギリス史や文化論など、興味のあるものを履修しまし
たが、どれもレベルが高く四苦八苦しながら授業を受けていた
のを覚えています。そんな時、日本語を学んでいるベルギー人
学生に英語やその授業について教えてもらい、代わりに日本語
を教えてあげていました。そのおかげで、難しい授業に途中で
くじけることなく、楽しく学習することができました。本当に
彼女達に感謝しています。また、オランダ語も履修したのです
が、次第にベルギー人の友達の会話が理解できるようになって
いった時の喜びは忘れられません。加えて、私は寮に非常に仲
の良い同じ年の中国人がいたため、夜は大抵その子と話をし、
一緒に勉強していました。合言葉がなぜか「I don’t want to 
study」というなんとも不真面目な言葉でしたが、一緒に頑張っ
たその子との勉強が本当に懐かしく感じられます。

食事
寮には共同キッチンがあり、好きな時間に食事を準備するこ

とができます。ただ、30人程度の学生が使用するため、時々汚
くて料理をする気が失せたことがありました。キッチンが汚く
なることを除けば、食事の時間は仲の良い子たちと集まって、
それぞれの自国の料理を作ったり、パーティーを開いたりでき
たので楽しかったです。また、大学にはカフェテリアがあり、
安く色々なものが食べられます。ベルギーには、レストランや
スーパーにはもちろん、大学にもベジタリアン用の食事が用意
されています。私は、ベジタリアンの友達からなぜベジタリア
ンになったのか、その理由や思いを聞き、二週間ほどお肉を食
べず野菜中心の生活に挑戦したこともありました。物価は少し
高いですが、自炊や大学のカフェテリアをうまく利用すれば、
不自由なく過ごすことができます。

課外活動
積極的にイベントに参加することをお勧めします。留学当初

は、周りの英語力の高さに圧倒され、話す勇気がありませんで
した。ですが、そんなことを言っていては留学に来た意味もあ
りませんし、なにより楽しくありません。勇気を出してイベン
トに参加していくうちに話すことに対する抵抗がなくなり、友
達も増え、毎日が楽しくなっていったのを覚えています。ゲン
ト大学でのイベントは、留学生の多さを活かしたインターナ
ショナルディナーや、近隣都市への観光ツアー、ビール工場め
ぐりやワッフル作りなど多岐に渡り、どれも楽しいものばかり
です。そこでできた友達と、旅行の予定を立てたり、もちろん
一緒に勉強したりすることで毎日の生活がより豊かになると思
います。

最後に
留学を志す人の理由はそれぞれです。そして、誰一人として

自分の留学がどうなるのかを知ることはできません。毎日が新
しいことの連続で、悩み、苦しむこともたくさんあると思いま
す。その中で、精一杯もがき、努力し、少しずつ前に進むこと
で人生における大切な何かに出会えると思います。私自身、ベ
ルギーでの10ヶ月間で考え方や生き方が大きく変わりました。
それは、様々な人の考え方や文化に触れ、そして自分と本気で
向き合うことができたからだと思います。大学生活中に、一歩
外へ踏み出して、あなたらしい、素敵な留学となることを祈っ
ています。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ



20

人間社会学域国際学類　高田　　萌
ベルギー・ゲントについて

ベルギーはオランダ語、フランス語、ドイツ語の3つの公用
語を持つことで有名な多民族多言語国家です。小さい国なが
らも地理的に欧州の中央に位置しており、EUの主要機関が集
まっています。ベルギー人は非英語圏ながらも非常に流暢な英
語を話すことでも有名で、英語ができればベルギーでは生活に
ほとんど困りません。ゲント市はオランダ語圏に位置してお
り、金沢とは姉妹都市の関係にあります。中世の雰囲気を今な
お残す街並みが非常に美しく、旧市街には多くの観光客が訪れ
ています。

大学について
ゲント大学にはひとつの大きなキャンパスというものは無

く、街の至る所にゲント大学の建物が点在しています。金沢大
学からの留学生は、Arts and Philosophyという学部から60%
以上の授業を履修することを定められていますが、その上で他
の学部の授業を履修することも可能ですし、大学付属の語学学
校で提供されている英語コースやオランダ語のコースに参加す
ることもできます。ゲント大学は世界トップレベル大学100に
もランクインしていますが、授業のレベルは幅広く、基礎レベ
ルの授業もあれば大学院レベルのものもあります。ゲント大学
では12月に1ヶ月間ほどテスト勉強休暇が設けられ、その期間
中ほとんどの学生は実家に戻り、テスト勉強をします。1ヶ月
のテスト休暇は長いと感じるかもしれませんが、それだけテス
トの出題範囲は広く、合格するためにはしっかりと勉強時間を
取る必要があり、覚えることも非常に多いです。私が履修した
授業の中で印象的だったのはグループ課題です。経営学の授業
で、4人ほどのグループで与えられたケーススタディに取り組
み、分析や戦略構築、資料作成などを行いました。言語も文化
背景も異なる学生達との共同作業は大変でしたが、課題が出来
上がったときの達成感も格別でした。

私生活について
まず住居についてですが、私は留学生寮に住んでいました。

私の寮は全て一人部屋で、シャワーとトイレが付いており、フ
ロアごとに共有キッチンが設けられていました。ベルギーでは
レストランでの外食がだいたい10～20ユーロほどと少し高価
になるので、基本的に夜は寮で自炊をしていました。現地に着
いてしばらくの間は銀行口座の開設、大学の履修登録、在住
カードの申請など重要かつ面倒な手続きが多く、それら全てを
英語でやり取りしながら進めていくことには時折心が折れそう
になりましたが、友人達に助けられながらも自分の力でそれら
をやり遂げられたことで自信がつきましたし、自立心が養われ
たと思います。初の海外渡航ということもあり、はじめのうち
は小さなことにもいちいちカルチャーショックを受けていまし
たが、あまりにも自分の常識に当てはまらないことが多くなっ
てくると途中からはもう何が起こっても動じないぐらいの心の
余裕が出てくるもので、6ヶ月の留学生活を通してかなり精神
力やタフさが鍛えられたように思います。また、友人関係に関
して言えば、ゲント大学の「友の会」という日本語学部の学生が
所属している学生団体のイベントによく参加していました。日
本語学部の学生たちはとてもフレンドリーで、日本に興味があ
る学生ばかりなので会話も弾み、仲良くなりやすいです。夜遅
くまで語り合ったり、実家に招待してもらってホームステイを
体験したり、一緒に図書館で勉強したり、ショッピングに出か
けたり、本当にたくさんの時間を一緒に過ごしました。私に
とっては彼ら無しの留学生活は考えられないほどですし、彼ら
との思い出は忘れられません。また、日本語学部のニーハウス
教授もいつも親切にしてくださり、「金沢をゲントの学生達に
紹介したいから機会をくれないか」とお願いすると快く協力を
引き受けてくださり、日本語の授業の時間をいただいて金沢の
紹介プレゼンや日本文化体験を現地の学生向けに行うことがで
きました。授業が無い日や週末にはカフェで勉強しながら過ご
したり、チョコレートを使った飲み物をメインに提供している
チョコレートバーで美味しいチョコレートやブラウニーを堪能
したり、友人と市内観光をしたり、少し足を延ばしてベルギー
の他の都市をめぐったりしました。ゲントにはおしゃれなカ
フェや雑貨屋、レストランやバーがたくさんあって、小さな街
ですがゲントを散策することにはちっとも飽きませんでした。
クリスマスの長期休暇には友人達と旅行でドイツ、オーストリ
ア、チェコなど様々な国を訪れることができました。交通費も
安く国境を超えやすいヨーロッパでは、旅行は留学における大
きな醍醐味だと思います。ヨーロッパの他の国に留学している
友人達とお互いの国を訪れ合うのもとても楽しかったですし、
一生忘れられない思い出がたくさんできました。

留学を志す皆さんへ
今、皆さんが留学に行くことを迷っているのなら、私はぜひ

その背中を押したいです。自分自身、留学を通して自分の語学
力の向上や生活面での自立心を感じられたことはもちろん大き
かったのですが、自分の個性や自分の素直な気持ちを大事にで
きるようになったことは、自分にとって何よりも重要な変化で
した。様々な生き方や考え方、文化、慣習が共存する多様性の
中で長い時間を過ごすことによって、人はみんなそれぞれ異
なる価値を持っているということをあらためて感じましたし、

「自分らしさとは何なのか？自分はどんな人間なのか？そして
これからどんな人間になりたいのか？」という問いに向き合う
機会を持つことができました。自分と異なるものに出会ったと
きに初めて自分自身のことが理解できるというのはよくあるこ
とで、だからこそ将来の選択肢が広がっている学生のうちに日
本を飛び出して外の世界を経験し、自分と異なるものにたくさ
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ん出会うことが重要だと、私は思っています。留学を終えて日
本に戻ってきて、これから私がしたいことはいくつかあります
が、まずは留学中私を支えてくれた家族と友人に恩返しをし
て、そしてベルギーでたくさんの人にお世話になった分、今度
は私が日本で外国人観光客の方々や留学生たちの手助けを何ら
かの形でできればと思っています。また、留学を志す後輩の皆
さんの力になることも重要な使命と考えています。気になるこ
とやわからないことがあれば、いつでもご連絡をお待ちしてい
ます。

Waar een wil is, is een weg! （オランダ語：意志あるとこ
ろに道は拓ける）

チェコ

カレル大学
人間社会学域経済学類　京谷　麻央

Dobrý den! （こんにちは）
私は2014年9月から約10ヶ月間、チェコのカレル大学に留

学していました。カレル大学は音楽と芸術の都プラハにキャン
パスを置く中欧最古の大学（1348年設立）です。今回は、私が
なぜ留学を志すようになったか、またチェコでの留学生活の内
容について書きたいと思います。

留学の動機
もともと、国際交流や英語を話す事が好きで、いつか留学し

てみたいと思っていました。留学を視野に入れていた矢先、ど
うせ海外で1年ほど勉強するのなら、日本人にはあまり馴染み
の無いマイナーな国に行ってみたいと思い至り、本学と交流協
定を結んでいるチェコのカレル大学に行き着きました。私は経
済学類で地域経済学を専攻している事もあり、卒業論文は海外
の事例について調査したいと思っていたため、チェコという一
般的な資本主義経済の道をたどってこなかった旧共産主義国に
おいて、体制転換の前後で国全体がどのように変わって行った
のか、その変遷を現地で調査することは自分に取って大きな強
みになると思いました。また、国際政治やユダヤ人の歴史、EU
統合についても強い関心があり、東欧の立場や目線からこれら
について学んでみたかったため、チェコは私にとって絶好の留
学先でした。

留学前の準備
カレル大学から留学前に求められた英語力は、TOEFL iBT 

75～80程度でした。実際、カレル大学は中欧最古、チェコの最
高学府として機能しているだけあり、生徒や教員、また留学生
のレベルが高く、皆とても賢いです。チェコは非英語圏ですが、
大学の授業では積極的な発言が求められるため、非常に高い英
語力が求められます。留学前の準備として、英語力をつける事
は一番重要です。VISA申請についてですが、これも早め早めに
進める事が重要です。チェコで手続きをしようとすると、必ず
と言っていいほど問題が生じ、泣きたくなるくらい手続きに時
間がかかります。VISAはそうした最初の関門ですので、しっか
りと自分で情報収集をしつつ、渡航前に余裕を持って受け取れ
るようにしましょう。

学習面
私は自分の専門が経済ということもあり、カレル大学では社

会科学部に在籍しました。カレル大学では留学生向けに広く授

業が開放されています。今までの先輩の話から、社会科学部の
学部向けの授業は専門性が高くなく、どちらかと言えばチェコ
人学生向けの英語の授業、という感じだと聞いており、実際ガ
イダンスでもそのような印象を受けたため、秋学期は留学生
向けのチェコ語の授業の他に大学院向けの授業を3つの計4コ
マ、春学期はチェコ語の他に大学院向けの授業を4つの計5コ
マ履修していました。大学院向けの授業は、学部向けよりはレ
ベルが数段上がりますが、興味のある分野を専門的に学ぶには
うってつけで、内容も努力さえ怠らなければついていけるもの
が多かったです。広くヨーロッパの歴史に興味があった私は、
東欧におけるユダヤ人の歴史、東欧におけるエスニックマイノ
リティ問題、東欧におけるEU結束政策とその展望、バルト三
国における軍事協力とロシア、など本学では開講されていない
ような授業をいくつか受講しました。よくありがちな西欧から
の視点ではなく、東欧からの視点や立場で諸問題を学ぶ事がで
きましたし、ウクライナをはじめ、ベラルーシやジョージア、
ルーマニア、モルドヴァなど普段はなかなか出会えない国から
の留学生と色々な議論を交わしてみて、自分が今までニュース
等で得ていた知識はいかに偏ったものだったかと気付かされま
した。1つの授業につき、受講者数は10人～20人程度で、授
業は先生を囲みながらのディスカッション形式で行われ、常に
積極的に発言する事が求められます。また、どの授業でもエッ
セイの提出とプレゼンテーション、それに加えて学期末テスト
が課されましたし、取った授業が非常に専門的だったので、毎
回膨大な量のリーディング課題に追われていました。大変では
ありましたが、自分の知らない事を吸収していく過程が本当に
楽しく、苦痛には思いませんでした。

生活面
チェコは物価が安く、治安も相対的に見て良いため、とても

暮らしやすいです。
私はプラハ6区のKolej Hvezdaという社会科学部の学生向

けの寮に住んでいました。1ヶ月の家賃がたった1万3000円
と破格ですが、共産主義時代に建てられた寮とだけあって、朽
ち果てた外観もさることながら、中もかなり年季が入ってお
り、キッチンはフロアごとで共同、シャワー室とトイレは男女
兼用でした。部屋は8帖ほどの空間に2人がシェアして住む形
で、簡素なベッド、机が2対に、小さな冷蔵庫とクローゼット
があるだけでした。秋学期はルームメイトがいませんでした
が、春学期からは快活なポルトガル人のルームメイトが来たの
で、後半は賑やかな共同生活も体験できました。寮の環境とし
ては気が滅入ることもありましたが、様々な国から来た留学生
と一緒に部屋で朝までおしゃべりしたり、キッチンでお互いの
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料理をシェアしながら話に花を咲かせたり、休みの日は近くの
だだっ広い公園で凧揚げに勤しんだりと、楽しい事もたくさん
ありました。チェコは自然が豊かで、あちこちに森が広がって
いるため、週末はハイキングに行く事も多かったです。

おわりに
チェコのことわざに、“Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.”

というものがあります。意味は、「話せる言葉の数だけあなたの
世界が広がる」です。チェコにいる間は、チェコ語をかなり本格
的に勉強しました。スラブ語独特の複雑怪奇な格変化に悩まさ
れながらも、毎日少しずつ言える事が増えて来て、それに比例
するように見える世界も広がりました。最初は、留学生が大多
数を占める学生寮の担当者ですら頑にチェコ語しか話さず、私
の言う事に耳を傾けようともしない彼らに憤りを覚える事もあ
りましたが、チェコ語が理解出来るようになってからは、彼ら
の心を理解する事ができるようになり、日常生活がとても円滑
になりました。やはり、チェコで暮らすからには言語を学び、
人とのコミュニケーションを楽しむ事も醍醐味の一つだと思い
ます。私は留学を通して、本当にたくさんの、かけがえのない
友人を得ました。人種も宗教も異なる彼らとの生活は楽しいこ
とばかりでもなく、時に理不尽なことを言われたり、自分には
到底理解できないと思うような出来事もありましたが、その度
に彼らと真摯に向き合い、自分の気持ちを伝え、常に相手の事
を分かろうとする努力の積み重ねによって私は大きく成長でき
たと思います。そしてこれは、留学に行かなければ決して得ら
れなかった経験だと思っています。

この場を借りて、私の留学を全力でサポートしてくれた家族
や友人、そして様々な場面において的確なアドバイスをくだ
さった金沢大学の先生方、留学生係の方々、携わってくださっ
た全ての方々に感謝を申し上げます。

さて、もしチェコに行かれたら、休みの日は蒼く美しいブル
ダヴァ川沿いをゆっくり散歩してみてください。また、パブで
水よりも安いチェコの美味しいビールを飲んでみてください。
プラハがなぜ黄金の都と呼ばれるのか、その由縁が分かるかも
しれません。

みなさんが留学へ踏み出す事を心から応援しています。
Na shledanou!（さようなら！）

人間社会学域学校教育学類　小林　勇登
私は2014年10月から9か月間、チェコ共和国のカレル大学

に留学しました。カレル大学では教育学部に所属し、主にチェ
コの教育やヨーロッパの教育について学びました。

ここでは、私の留学前の準備と留学中の活動について紹介し
たいと思います。

留学前
留学前は留学先でどんなことが学べるのかを自分なりに下調

べしました。チェコに関する書物を読んだり、チェコ人やチェ
コに留学したことがある先輩、チェコに関することを研究して
いる教授などに話を伺ったりしました。このときにチェコに関
することだけでなく、チェコへ留学する際の注意点なども聞い
ておくとよいと思います。例えば、VISAの申請や現地でのお金
の管理から現地での服装や食事にいたるまで、様々な情報を聞
くことができます。また、言語学習はいくらしてもしすぎるこ
とはありません。チェコ語にしても英語にしても堪能であれば

あるほど現地での学びが深まると思います。海外への留学を志
す方々は言語学習だけが目的ではないはずです。ですから、で
きるだけ事前に言語学習を行い現地での学びをさらに充実した
ものにしてください。

留学中の活動
カレル大学ではバディプログラムというものがあり、これに

登録すると現地の学生がパートナーとなり留学生の生活をサ
ポートしてくれます。カレル大学へ行く方はこのプログラムに
参加することをお勧めします。彼らは留学生に関心のある方ば
かりなので、積極的に接してくれます。彼らと関わることでよ
りチェコのことを知ることができると思います。例えば、現地
のクリスマスの過ごし方を知りたいと言った時には実家にホー
ムステイさせていただき、後日、その感謝のしるしとしてご家
族に寿司をふるまいました。こうして新たな文化体験をするこ
とができるとともに、日本文化を紹介する機会をえることがで
きます。

授業に関しては、カレル大学では「Equity in Education」や
「The Czech Education System」などの教育に関する授業を
履修しました。授業は少人数で、1回3時間の授業が多かった
です。3時間と聞くと非常に長く感じるかもしれませんが、話
す機会が多かったのでそれほど苦痛ではありませんでした。英
語での授業ではチェコ人はおらず、ほぼ全員がヨーロッパの
国々から留学にきている学生ばかりでした。また、教授に許
可をもらうことで違う学部の授業も履修することができまし
た。教育学部は他の学部と比べて留学生が少なく、英語で開講
されている授業が少ないので、他の学部の授業を履修すること
がありました。カレル大学の留学生係は学部ごとに存在するの
で、留学生の数だけでなく授業の履修の仕方なども異なりま
す。教育学部の場合は留学生への対応が不慣れな様子だったの
で、疑問に思ったことはなるべく自分から聞くようにしていま
した。大学の授業のほかにはチェコ語のプライベートレッス
ンを受講していました。各学部でチェコ語の授業を開講して
いるのですが、定員いっぱいで受講できなかったところ、知
り合いのチェコ人が留学生向けにレッスンを行っていると聞
いたので週に一回のプライベートレッスンを受けていました。
チェコ語はあまり習得することができませんでしたが、チェ
コ人との話題になったりするので勉強することをお勧めしま
す。言語学習という面においては、毎週カフェで開催されて
いる「Language Exchange」に参加したり、「タンデム」という
Language Exchangeのパートナーを見つけて、日本語を教え
るかわりに英語を教えてもらいました。
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また、大学での学習以外にも独自でアポイントをとって学校
見学を行いました。チェコ人の友人が付き添いで来てくれたと
きは通訳をお願いしていましたが、英語を話す教員が多く、一人
で訪問した際にはすべて英語で説明してくれました。ほとんど
の学校では丁寧に学校のことを説明してくれたり、熱心に質問
にも答えてくれたりと快く学校見学を受け入れてくれました。

私生活では、チェコ人だけでなく現地に住む日本人とのかか
わりも重視しました。英語が不慣れなうちは日本語で情報を集
めることも必要です。それに加え、チェコ人が知らないような
情報をもっていることもあります。私は日本人会を通して日本
の文化紹介のイベントの手伝いをしたり、日本人学校の方々や
現地で働く日本人の方々と知り合い、話すことができました。
また現地の知り合いも日本人の知り合いを通して知り合うこと
が多く、日本人との繋がりは現地の文化理解にもつながります。

これから留学を目指すみなさんへ
留学生活は決して楽しいことばかりではありません。私の場

合、辛いことが多かったように思います。特に留学の前半には
語学力が上達しないことや授業についていけないこと、調べた
いことが計画通りに全く進まないことにひどく落ち込んでいま
した。さらに日本と異なる環境におかれたことで自分の欠点が
あらわになりました。友達に日本語を教えているときに自分の
国語力のなさを思い知ったことなど、様々な欠点を再発見した
ことで、さらに自信をなくしてしまい、何をするにも億劫に
なってしまいました。しかし、チェコ人の知り合いにこのよう
に声をかけられたことで考え方が変わりました。
「僕が出会った日本人は人生の楽しみ方を知らない人が多

かった。でも君は違う。君は人生の楽しみ方を知っているはず
だよ。」

こう言われてからは自分の失敗を前向きに捉え、せっかくの
留学生活をもっと充実させよう、そしてもっと楽しもうと考
え、行動するようになりました。

留学を志すみなさんは留学前や留学中、留学後に様々な壁に
出会い、挫折することもあると思います。そういったときに壁
の向こうに期待を膨らませて壁を乗り越えるのも良いと思いま
すし、辛くなったら一度一息つくのも良いと思います。無理せ
ず、自分のペースで留学生活を楽しんでください。

フィンランド

ユバスキュラ大学
人間社会学域人文学類　根岸　加奈

Moi! 皆さん、こんにちは。私は2014年8月から2015年5
月までの約10ヶ月間フィンランドのユバスキュラ大学で学ん
でおりました。この留学報告書では、私の留学経験をいくつか
の観点から述べようと思います。今後留学を考えている後輩の
皆さんのお役に立てば幸いです。

留学先を選んだ理由
私の将来の夢は英語教師になることでした。なぜ母語が英

語ではないフィンランドを選んだのかという点ですが、まず、
フィンランドは教育水準の高さから、世界で高い注目を集めて
います。そして、ユバスキュラ大学はフィンランド最古の教
員養成大学であり、国内外でとても名声・人気のある大学で
す。私もフィンランドの教育を学ぶためにこのユバスキュラ大
学への留学を決意し、教育学部・教員養成学科に所属していま

した。周りには教師を目指す人や現職の教師などがたくさんい
て、毎日がとても刺激的でした。また、私は日本と同じように英
語を第一言語としない国での英語教育はどうなっているのかす
ごく興味がありました。フィンランドでは、国民のほとんどが
英語を流暢に話すことができます。彼らがどのように英語教育
を受けてきたかはとても興味深いですし、日本で英語教育に携
わるにあたって役立ちそうなことを学ぶことができる点もフィ
ンランドを選んだ理由の一つです。

留学前
私が留学前にしてよかったなと思ったのは、念入りな準備と

情報収集です。先生方・先輩・留学生の友達などに、気にな
ることは何でも相談し、出来る限りの情報をもらい、準備を
早めに進めるようにしていました。また、学習面でも英語Ⅲの
ジョイントクラスの授業を多めに履修したり、日本の教育は
もちろんのことフィンランドの教育についても本を読んだりし
て学んでいました。そのおかげで、留学先で元々の想像と現実
のギャップに困るということはほぼありませんでした。準備の
段階は、留学そのものをより充実させるためにとても大切です
し、できることはたくさんあります。

また、目標を持つことの大切さを、皆さんにぜひ意識して欲
しいです。私の場合、辛い時や迷った時に自分を支えてくれて
いたものは、自分が抱いてきた目標でした。目標は、自分が達
成したいと思うことならなんでもいいと思います。私は自分の
目標を手帳に書くなどして、いつも忘れず意識するようにして
いました。自分のやりたいこと・できることを明確にしていく
と、留学先で迷うことなく自分の信念を持って充実した時を過
ごす事ができると思います。皆さんもぜひ、「これだけは達成す
るぞ！」という目標を何か持って挑んでみて下さい。

留学中
・生活面

フィンランドはとても治安が良く、人も親切で、住むにはと
ても快適なところです。ただ、留学生の多くが直面していたこ
とですが、冬の極端な寒さと暗さはかなり厳しいので注意して
ください。去年は10月の時点ですでに雪が降りましたし、気温
もマイナスが普通でした。また、日照時間も短く、落ち込みや
すくなったり疲れやすくなったりするということもあります。
対策として、ビタミン剤を飲んだり、バランスの良い食事を心
がけたり、生活リズムを一定にすると良いと思います。

次に住まいについてですが、私はロニンマキという学生寮に
住んでいました。トイレ、シャワー、キッチンなどは2・3人で
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共有し、個室がそれぞれあります。光熱水費（＋サウナ）など全
て合わせて月額3万円程でした。寮には多くの留学生がおり、
国際交流の機会にとても恵まれていました。この寮でも多くの
友達が出来ましたし、世界各国様々な国の文化を知ることがで
きました。

また、普段は寮で生活するのですが、ユバスキュラ大学には
Friendship Family制度というものもありました。これは、週
末などお互いの都合の良い時間に会うことができるホストファ
ミリープログラムです。私はとても暖かい家庭に受け入れても
らうことができ、週末によく会っていました。コテージに連れ
ていってもらったり、旅行や料理をしたり、サウナの後に湖で
水泳をしたり、とてもフィンランドらしいことをたくさん経験
させてもらいました。フィンランドの文化やフィンランド人の
生活を知るには最適な機会となりました。そして何より帰国後
も頻繁に連絡を取り合うことのできる大好きな家族ができたの
で、本当にこのプログラムに参加してよかったなと思っていま
す。寮生活もホストファミリーとの生活も楽しめるユバスキュ
ラ大学は本当におすすめです。
・学習面

ユバスキュラ大学は非常に教育環境の整った素晴らしい大学
です。私はJULIETプログラムという、フィンランド人学生用の
英語教員養成プログラムに一年を通じて参加させてもらいまし
た。私は、せっかくなのだからと、合計20科目を履修していま
した。膨大な予習復習に加え、教育実習もしたり、フィンラン
ド人学生用の授業に留学生一人で参加したりして、正直大変な
ことも多かったです。それでも自分の目標を思い出し諦めずに
取り組み、その結果、多くのことを学べましたし、全科目で満
足のいく成績をとることができました。

次に、授業の様子についてです。とにかくユバスキュラ大学
の教育の授業は、とても充実しています。授業ではペアワーク
やグループワークが中心で、一人一人の発言が大切にされてい
ます。“みんなで授業を作って行こう”という雰囲気があります。
たとえば、私の印象に強く残っている英語教育の教授がいるの
ですが、彼女は最初から決まりきった形で授業をするのではな
く、学生の意見によって活動を変えたり作ったり、新しい疑問
がどこからか出てくればそれについてみんなで考えるようにし
たりしていました。まさに双方向型の授業とはこういったもの
ではないかと思います。また、幼い頃から協働して学ぶことに
慣れているフィンランド人学生と共に学ぶことで、“学び合い”
の大切さについて身をもって実感することもできました。この
留学では、フィンランドの教育について学ぶだけでなく、自分
自身がフィンランドの教育システムの中で学ぶことで、その恩
恵を存分に受けることができていたのだと思います。

今後の進路について
私は3年後期から休学せずに留学し、中・高英語の教員免許

を取得し、来春（2016年3月）卒業する予定です。教員免許を
3年間で取得するのは大変ですが、計画的にコツコツと積み重
ねていけば無理なことではないと思います。私の場合、対策す
る時間はほとんどありませんでしたが、帰国してからすぐに教
員採用試験と大学院入試を受け、どちらも合格することができ
ました。このような成果を出すことができたのは、やはり目標
を持ち続けて留学に挑んだこと、そして周囲の皆さんの支えの
おかげです。やりたいことを自由にやらせてくれ、いつも応援
してくれる家族、先生方、先輩後輩、友人に心から感謝をして
います。日本とフィンランドで学んできたことを社会に還元で
きるよう、これからも日々努力を続けて行きたいと思います。

最後に
今、留学に少しでも興味がある皆さんへ。留学を実現まで

持っていくのは大変で難しいことも多いです。実際私もずっと
留学をためらい、うじうじ迷っていた過去があります。でも、
人生一度きり！少しでも興味があるのならば、挑戦することを
恐れないで下さい。私は、一歩踏み出したことでとても充実し
た留学生活を送ることができ、本当に勇気を出して良かったと
思っています。留学は必ずしも全てが思い通りに行くわけでは
ないですが、必ずあなたの視野を大きく広げてくれます。皆さ
んもぜひ、挑戦してみてください。心から応援しています！

人間社会学域国際学類　佐々木千穂
Moi!! （モイ!!）フィンランド、ユバスキュラ大学での留学生

活について書かせていただきます。フィンランドには豊かな自
然と、ムーミンやサンタクロース、北欧のデザインに代表され
るような服や食器のほのぼのしたイメージがありましたが、教
育水準の高さや、企業の競争力、環境の保全、さらには人々の
幸福度が高いなど世界でも評価されていることを知って、興味
を持ったのが留学のきっかけでした。さらに私がフィンランド
のユバスキュラ大学を希望した理由は大きく3つありました。

1 副専攻の経営学を勉強すること。特に、グローバル企業が
多いフィンランドで異文化を踏まえたマーケティングを学
びたいと思っていました。また、金沢大学よりも経営の授
業の分野が幅広く、さらには海外市場を見据えたものが多
かったため、卒論でやりたいと思っている研究や、自分の
将来やりたいことにつながっていくと思っています。

2 英語で生活して、最も自分が苦手とするスピーキングの向
上をはかること。公用語はフィンランド語とスウェーデン
語でしたが、ほとんどどこでも英語が通じましたし、英語
の授業も多く、生活に困ることはほとんどありませんでし
た。もちろんフィンランド語の授業が主に開講されていま
すが、私の所属していた経済・経営学部では英語で開講さ
れている授業が豊富でした。歴史や芸術関係に所属する友
達が英語の授業が少ないと嘆いていたのを耳にしたことが
あるので、事前に確認することは大切だと思います。

3 質が高いといわれるフィンランドの教育を受けること。
フィンランド語を学びにきているというよりは、専門科目
を英語で学ぶために来ている留学生がほとんどであったよ
うに思います。

以下、生活の様子や留学中に考えたことについて書いていこ
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うと思います。
ユバスキュラは湖水地方とよばれる、フィンランドの中でも

湖と森が多くてとても美しいところでした。私はKOASという
会社のロニンマキというところにある寮に住んでいたのです
が、こちらもすぐ後ろに森と湖があって静かなところでした。
近くには大きなショッピングセンターやバス停もあって住みや
すいです。寮は2人か3人でフラットを共有します。個別の部
屋はそれぞれあるのですが、シャワー、トイレ、洗面台が一緒に
なったバスルームとキッチンを一緒に使う形でした。洗濯機は
いくつかのビルの住人と共有ですが、予約制で、かつ無料だっ
たのでとても重宝していました。着いて最初にサバイバルキッ
トという、60ユーロで（当時約8000円）生活に必要な最低限の
ものを貸してもらえました。ベットシーツ、ふとん、まくら、
皿、鍋、スプーン、フォークなどが入っていて便利でした。

バスが高いこともあって、みんな中古の自転車を手に入れて
移動手段としていました。（到着したら最初にすべきは自転車
を買うことかも）真冬でも自転車に乗っている人が多かったの
は驚きでした。学校までは自転車で20分くらい、私は冬期のみ
バスの定期券を買っていました。バスは普段はどこまで乗って
も3.3ユーロ（当時約500円ほど）で少し高めですが、定期は一
か月で50ユーロ（7000円くらい）でした。

留学生の多く住む寮は街から徒歩で45分くらいのところに
あったので、クラブやバーのパーティーやイベントに参加する
人もいましたが、寮でもクラブのようなパーティーがありまし
た。物価は高く、外食できるようなところも少なくて、自炊せ
ざるを得ないという状況だったので、私は他の留学生とみんな
でご飯を作ったり持ち寄ったりしていろんな国の料理を食べる
ようなパーティーをよくしていました。

フィンランド語についてですが、私は挨拶と、ありがとうと
いう言葉しかわからないまま渡航しましたが、学校だけでな
く、バスや郵便局、銀行、スーパーなどは英語が通じたので、
生活にはそんなに問題はありませんでした。しかし、スーパー
の商品やレストランのメニューなど、英語で表記されているも
のは少なかったです。そこで、パンとか牛乳とか肉の種類など
の最低限のフィンランド語は覚えたほうが生活しやすいと思い
ます。留学生向けにサバイバルフィニッシュという授業があっ
て、私も受講していました。

ユバスキュラに留学してよかったと思う制度がフレンドシッ
プファミリーというものです。これはホストファミリーのよう
なものでしたが、ホームステイをするのではなくて、自分たち
で連絡をとりあって会いたいときに会うというものでした。森
でベリーやキノコを摘んでその料理の仕方を習ったり、湖でス
ケートをしたり、アイスフィッシングやサンタクロースの故郷
であるフィンランドのクリスマスを一緒にお祝いしたり、地元
の祭りやイースターにも参加しました。自然と共生するよう
な、日本とは全く違うフィンランドの生活を経験できた素敵な
プログラムだったと思います。どうしても留学生同士の関わり
が多くて、フィンランド人との関わりは少なかったのですが、
留学生たちで生活しているだけではわからないフィンランドの
よさや文化を体験することができて貴重な時間でした。

留学中、つらいこともたくさんありました。今まで経験のな
かったルームシェアで文化の違いを目の当たりにして、どうし
ていいかわからなかったり、知らない地で孤独を感じてしまっ
て、友達をつくろうと焦ったりしたこともありました。また、
ヨーロッパの留学生の勤勉さや積極性に圧倒されたり、授業に
ついていくのに必死であったり、何度も再試をうけることも
あったし、言語の面で初めて自分がマイナーになるという立場

も経験しました。それでも振り返ってみると楽しかったなあと
思えます。悩む中で、今までは受け身で生きてきたけれど、自
分で選択して追いかけないと、待っているだけでは何も得られ
ないということを感じました。そして周りの留学生やホスト
ファミリー、フィンランド人と多くの人の優しさをたくさん感
じて、私も自分のまわりの人に恩返ししていけたらと思いまし
た。一番印象に残っているのは様々な文化背景をもつ友達との
交流です。知らなかった価値観、生き方など自分にとって新し
い多くのことを知り、自分や日本のことを発信して興味を持っ
てもらえたこともうれしかったです。

フィンランドは観光地のように華やかなものがたくさんある
というわけではないのですが、本当に人々が温かく、道に迷っ
たとき、スーパーでフィンランド語がわからないときなど何度
も助けてもらいました。治安もかなりよいほうで、留学先とし
て安心して生活ができるのではないかと思います。運がよけれ
ばオーロラも見られるかも．．．また、言語についてですが、フィ
ンランドでの留学は、英語で授業を受けたり、街でも英語が通
じる生活ですが、公用語は英語ではないので、他の国での留学
のように、現地でネイティブの話す言葉を学ぶのとは少し違う
と思います。もちろん、日本人とフィンランド人のサークルが
あったり、授業でもフィンランド人と関わったりすることはあ
りますが、私は圧倒的に留学生同士での関わりが多かったよう
に思います。そのぶんネイティブのようなアクセントであると
か、言葉の言い回しを学ぶ機会は少ないです。さまざまな母国
語のなまりを持った人が話す英語を聞いて、最初は何を言って
いるのかわからないこともありましたが、そのような英語にも
だんだん慣れて、いろいろな英語、文化、人々を理解できる環
境があると思います。最後になりましたが、この派遣留学をさ
せていただいたこと、本当にありがとうございました。先生方
や留学生係の方々、金沢大学から一緒に留学した二人、多くの
人に感謝の気持ちでいっぱいです。そしてこの報告書がこれか
ら留学を考えているみなさんの参考となれば幸いです。

人間社会学域国際学類　平田悠里佳
私は2014年8月から2015年9月まで1年間、フィンランド

のユバスキュラ大学に留学しました。大学のあるユバスキュラ
という街は、首都ヘルシンキから車で約3時間半の人口13万人
ほどの小さな町です。森と湖に囲まれた自然豊かな街で、景観
はとても美しいです。

大学生活
ユバスキュラ大学では、留学生向けに1ヶ月のフィンランド

語と2週間の英語のサマーコースが無料で開かれています。私
は英語のサマーコースに参加して、フィンランド語はSurvival 
Finnishという9月からの授業で、簡単な会話だけ勉強しまし
た 。フィンランドの公用語はフィンランド語ですが、フィンラ
ンド人の多くが流暢に英語を話すことができ、フィンランド語
が話せないからといって生活に困ることはありませんでした。
授業に関しても留学生にも開講されている授業ならば英語で授
業が行われます。

私はDepartment of Ccommunicationという学部に所属
していましたが、他の学部の授業も殆ど自由に履修することが
できました。授業はレクチャー形式のものでも、常に先生が生
徒と対話して意見を求めたり、小さなグループディスカッショ
ンをしたりしながら進められていくので、授業に対して積極的
な参加が求められました。また、プレゼンテーションやグルー
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プワークも多く、フィンランド人や他の国からの留学生とグ
ループで一緒に発表をします。私は自分の語学能力の未熟さも
あり、周りの話すスピードについていくことが出来ず、何も話
すことが出来なく悔しい思いをしたこともありましたが、周り
の学生からよい刺激を受けて色々吸収することが出来ました。

ユバスキュラ大学では、日本に興味のあるフィンランド人
や他国や日本からの留学生が自由に参加して会話を楽しむ

「JYJY」というミーティングが毎週水曜に開かれています。そ
のメンバーでキノコ狩りやスノーボードなどに行ったりもしま
した。ユバスキュラ大学に行った際にはぜひ参加してみて下さ
い。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
が整っています。留学生全員にチューターがつき、私も留学
2ヶ月ほど前からチューターと連絡をとりあい、留学するにあ
たって大学への手続きを助けてもらいました。チューターは、
現地に到着してからも、日用品の買い出しの手伝いや大学構内
の案内など、留学中の生活を全面的にサポートしてくれて、一
番頼れる心強い存在でした。チューターとしての活動以外でも
一緒に小旅行やホームパーティをするような、よい友人関係を
築くことができました。その他にもFriendship family という
週末ホストファミリー制度や、Café Linguaというお互いの言
語を教え合うというイベントが定期的に開催されています。そ
の他にもユバスキュラでは学生による様々なイベントが開催さ
れているので、色んなものに参加してみてください。

フィンランドでの暮らし
休日はよく留学生とフィンランド人が参加しているバドミン

ドンのサークルに参加していました。また、大学でもスポーツ
スティッカーというチケットを購入すると、大学のジムで開か
れているヨガなどのフィットネスコースやバスケットボール、
フットサルなどに参加することができます。冬にはよくフィン
ランド人や留学生の友人とユバスキュラにあるゲレンデでス
キーやスノーボードを楽しみました。さらに、私の住んでいた
学生寮にはサウナの設備があり、度々利用していました。サウ
ナの発祥地だけあって、フィンランドにはサウナが至る所にあ
るのでぜひ利用してみてください。フィンランドのサウナの定
番で、サウナでしっかり体を温めたら、すぐに冷たい湖に飛び
込むのもとても気持ちがよいです！

フィンランドの冬は長く、気温も−30℃近くにいくことも
あるのですが、暖房設備はとても整っており、室内は暖かく快
適です。外に出るときもしっかり防寒装備をすれば、そんなに
寒さがつらいと思うことはないはずです。私にとってフィンラ
ンドで一番慣れるのに時間がかかったのは、冬の日照時間の短
さでした。日本より高緯度に位置するフィンランドの冬は、日
照時間が驚くほど短いです。太陽は10時前に昇り、2時過ぎか
ら沈んでいきます。日照時間が短い上に、太陽が雲から顔を出
すことさえ稀です。最初は中々慣れることができなったのです
が、ビタミンDを飲んで乗り越えました。逆に夏場に近づくと
日照時間がどんどんのび、日が落ちるスピードもとてもゆっく
りです。フィンランドの北のラップランド地方では白夜を体験
することもできます。

終わりに
フィンランドで過ごした一年間で、日本では体験することの

できない貴重な体験をしました。日本とは全く異なる自然環境
と大学生活で、最初の数ヶ月は新たな発見と驚きの毎日でし
た。様々な価値観に触れ、様々な人々に触れ、色んな事を新た
に知り、たくさんのことを学びました。もし留学を迷っている
人がいたら、私はぜひ留学を行くことをおすすめしたいです。
そして色んなことに触れ、吸収して、目一杯楽しんできて下さ
い。日本とは異なる環境でつらい時もあるかもしれませんが、
それも留学の醍醐味だと思います。みなさんがそれぞれ自分ら
しい充実した留学生活を楽しんでくれることを祈っています。

フランス

ロレーヌ大学
人間社会学域人文学類　五十子智陽

私は3年生の後期から4年生の前期にかけて、フランス北東
部のナンシーという街にあるロレーヌ大学に留学していまし
た。これから留学する、または留学を迷っている人のお役に立て
ればと思い、現地の情報と私の体験を少し書きたいと思います。

留学前
フランスに留学するにはまず学生ビザの発行が必要です。申

請から発行までには時間がかかり、その前段階としてキャンパ
ス・フランスというところに登録する必要があるので、早めに
準備を始めることをおすすめします。また、ロレーヌ大学に提
出する書類や、学生寮に入る手続きなどもすべて渡航前に行う
ため、今思えば留学前が一番大変だったかもしれません。

学校・勉強について
私たち留学生は、ロレーヌ大学内にある語学教育機関DéFLE

に通います。学期初めのテストでレベルごとに7つのクラスに
分けられますが、週20時間授業があることは共通です。授業の
内容としては、フランス語の文法を学んで読む・書く・聞く・
話す練習をするだけでなく、選択授業としてフランスの文化や
社会、芸術や経済などを学ぶこともできます。

残念ながらロレーヌ大学には日本語学科というものがなく、
日本語を学ぶフランスの学生との交流はほとんどありませんで
した。ですがDéFLEに通う他の国の留学生たちとの交流で、フ
ランス語のコミュニケーション力を磨くことができると思いま
す。またナンシーの日仏協会が主催するパーティーに参加した
りました。そこには日本に興味がある人たちが集うので、年齢
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も職業もバラバラです。その中で気の合う人たちと週末に出か
けたり、家に招待してもらったりもしました。放課後に他の国
の留学生と時間を過ごしたり、現地に住む日本人の方の家にお
邪魔したりしていました。人生経験豊富な方々のお話は大変興
味深く、勉強になりました。

休日
学校の授業は週5日で、土日・祝日は休みです。またバカン

スも十分にある（十分すぎる！）ので、いろいろなところに旅行
することができました。フランスに留学してよかったと思うこ
とは、他のヨーロッパの国に簡単に行けてしまうことです。距
離のことだけではなく、シェンゲン協定を結んでいる国には出
入国審査も要りません。私はこの利点を生かし、ベルギー、オ
ランダ、ドイツ、スイス、ルクセンブルク、イギリスを訪れま
した。イギリスは出入国審査が必要ですが、とても簡単なもの
なので心配要りません。日本人の留学生の中には北欧やアフリ
カまで行った人がいましたが、それも「今しかできない」ことだ
と思います。ヨーロッパに行かれた方はぜひ、国内だけでなく
他の国も訪れてみてください。違う文化に触れることで新しい
発見がたくさんあると思います。

将来に向けて
私は帰国してから就職活動し、4年で卒業するということを

留学前から決めていました。そのため留学中もインターネット
で情報収集をしたり、企業に提出するエントリーシートを書い
たりしました。そのために留学後半はフランス語の勉強をおろ
そかにしてしまったことを今は少し後悔しています。ですが留
学を後悔したことはありません！就職活動に出遅れてでも留学
して本当によかったと思います。どの部分が、とは一言では言
えませんが、語学面での成長だけではないと思います。

これから留学されるみなさんへ
留学する理由も目的も、人それぞれですし、留学中の過ごし

方も、こうしなければならないというものはないと思います。
留学しているのだから日本語は一切使わないでおくとルールを
決める人もいますし、そうでない人もいます。自分なりのルー
ルやスタイルを探してみてください。ちなみに私の場合は後者
です。初めは日本語からなるべく遠ざかろうと思っていました
が、同じ日本人から聞く話や情報は、おもしろいですし役に立
つものばかりです。私はこの留学における、日本人を含む様々
な人との出会いに感謝しています。

人間社会学域国際学類　福多　圭大
ボンジュール！私は2014年9月から翌年6月まで、フラン

スのロレーヌ大学に語学留学をしていました。もともと英語圏
に行きたかったのですが、TOEFLのスコアがうまく取れず、諦
めざるを得ない状況でした。しかし、当時私はどうしてもヨー
ロッパに行きたいという思いがあり、第二言語として選択して
いたフランスへの留学を決めました。今となっては、フランス、
ナンシーに行って本当に良かったと思っています。今回は、そ
んな私からみた「フランス留学」を様々な視点からお伝えしたい
と思います。皆さまのお役に立てますように。

留学前の準備
急遽フランスに行こうと決めた私には案の定、最初は簡単な

自己紹介ができるほどの語学力しかありませんでした。日本に
いるうちに言語能力は日常生活レベルまではもっていくべき
だったと思っています。ロレーヌ大学登録時に、DELFという語
学試験のB2資格を有していれば、学部生としてロレーヌ大学の
授業を履修でき、単位も取得できます。しかし、私の場合はそ
れほどの語学力がなかったため、ロレーヌ大学付属のDEFLEと
いう語学施設でフランス語を勉強していました。ちなみに、前
期のうちにDEFLEでフランス語能力を高めてB2を取得すれば、
後期から学部生として授業を受けることも可能です。DEFLE
では、クラスはレベル毎に7段階に分けられるので、初めの語
学能力が低いと、当然周囲の人々の語学能力も低いのです。授
業中はフランス語ですが、学校外ではクラスメイトと英語で話
す、という状況にもなってしまいます。本気で周りと一緒にフ
ランス語能力を高めたいのなら、日本にいるうちから十分勉強
するべきです。自習として、空いた時間に見られる『すぐに使え
る　フランス語会話ミニフレーズ　2300』という本をお勧め
します。様々な状況での日常会話が音源と共に収録されている
ので使い勝手が良く、私は重宝していました。

また、手続きに関してですが、本当に大変です。必要な手続
きの量は多い割に、向こうの事務の方々がかなりゆったりと仕
事をしています。笑　ですので、詳細が分かり次第早めに進め
ていかねばなりません。私の場合は、言語能力の乏しさがあっ
たので、手続きなどは金沢大学で知り合った、ロレーヌ大学か
らの留学生の友達に助けてもらいっぱなしでした。そういう友
達を事前につくっておくこともお勧めしておきます。

ナンシーとロレーヌ大学
ナンシーはロレーヌ地方というフランスの東部にあります。

パリからはTGV（高速鉄道）で約1時間半という距離です。La 
carte jeune（駅で発行できる）という1年間有効の割引カード
を使えば、ときには約半額ほど（3500円ほど）で乗ることも出
来ます。1年間全ての列車切符に使い放題でたった6000円ほ
どなので、旅行好きにはぜひお勧めしたいカードです。

アルザス・ロレーヌ地方はドイツと接しており、過去にドイ
ツに占領されたという歴史を持っています。アルザスの、ドイ
ツ文化が垣間見える街並みは非常に興味深いものになっていま
すし、歴史に関する博物館も多くあります。また、ナンシーは
ナンシー派の拠点であり、「アールヌーヴォー」の発祥地です。
美術館が多くあり、有名な美術学校もあるので、美術好きの方
にはたまりません。ちなみにあのマカロンを生み出したのもナ
ンシーです。

ロレーヌ大学は総合大学で、多くの学問分野をカバーしてい
ます。エラスムス（欧州域内の交換留学プログラム）生も多く、
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DEFLEもあるので、キャンパス内には様々な国籍の人々が在籍
し、日本の大学にはないグローバルな環境を体感することがで
きます。DEFLEでは週に20時間授業があるのですが、レベル
に応じて自由に選択できる授業数が変わります。例えば、レベ
ル2の生徒は週18時間が語学の授業で、2時間分政治やマスメ
ディアなどのやや専門的な分野の授業をとることができます。
一方レベル7の生徒は週6時間語学の授業で、残り14時間は選
択授業、というような感じです。先生たちは気さくな方々ばか
りで、授業は楽しく、休憩時間にも気負わずコミュニケーショ
ンをとることもできますよ。また、スポーツ施設もキャンパス
内にあるので、フットサルや水泳、ヨガなど体づくりや気分転
換のためにも利用できます。

週末の過ごし方
ほぼ毎週末友達と出かけていました。ほとんどのバーで週末

になるとサッカー中継をしており、ファン達がお酒を飲みなが
ら盛り上がっています。それを一緒になって観戦する、という
のがよくあった私の週末の過ごし方でした。全く見知らぬ人
とハイタッチしたり、肩を組んだりと楽しい時間を過ごすこ
とができます。学生寮CROUS（La residence universitaire 
- Monbois）から繁華街まではバスで10分、徒歩20分ほどな
ので、アクセスも悪くありません。治安についてですが、ナン
シーは特に悪いという訳ではありません。私自身も何か事件に
巻き込まれたということはありませんでした。しかし、何もな
いという事はないので、夜間に一人（特に女性）で歩くのは出来
るだけ避けた方が良いかと思います。私の場合、頻繁に出かけ
て色々な人と話をしたからこそフランス語（特に聞く・話す）の
力も伸ばすことができました。

コミュニティ
ナンシーには、日仏協会というものがあります。日本に興味

のあるフランス人と日本人が交流する場で、こういったコミュ
ニティにはぜひ参加してほしいです。普段はDEFLEで、他国か
らの留学生と共にフランス語を勉強していたため、フランス人
と出会う機会があまりありませんでした。ですので、フランス
語ネイティブと友達になれる機会を提供してくれる日仏協会は
大変貴重なものでした。また、Soirée（パーティ）など様々な
ことを企画してくれるし、そこで仲良くなった友達と旅行した
り、実家にお邪魔したりと、留学生活を充実したものにできる
のは間違いなしです。試験の前には、友達が一対一で対策をし
てくれたりもしました。結局途中から二人でゲームをして遊ん
でしまうのですが･･･。

終わりに
正直、留学生活が始まって1か月ごろまでは本当につらい毎

日でした。授業の内容もわからないし、コミュニケーションが
まったくとれない、友達もうまくできず、何度も悔しい思いを
しました。それでも、やるしかない、という気持ちで勉強し、毎
日ずっとCDやラジオでフランス語を聞き、積極的にフランス
語を話そうとした結果、目に見えてわかるほどの成長を実感で
きました。少しでも興味のある方は、ぜひ派遣留学制度を利用
して行ってみてください。うまくやっていけるか不安な人は安
心してください、なんとかなります。私自身、実はこの留学で
初めて日本国外へと足を踏み入れました。そこは本当に今まで
見たことのないようなものばかりで、国ごと、地域ごとで全く
異なり、興奮しっぱなしの1年間でした。しかし、行きさえす
ればいいって思っている方、おそらくどの国も、どの大学もそ
んなにあまいものではないと思います。常にどうすれば成長で
きるか、どうすればもっと充実させられるかを考えてみると良
いと思います。私はそれに気づくのが少し遅かったと後悔して
いるので、みなさんには後悔のない留学をしていただければ幸
いです。最後になりましたが、私の留学を支援してくださった
フランス語の先生方、留学生係の方々、そして家族や友達には
本当に感謝しています。ありがとうございました。メルシー！

フランス

オルレアン大学
人間社会学域人文学類　内山由梨香

3年の後期から1年間、フランスのオルレアン大学に留学を
させていただきました。専門は心理学ですが、大学に入ってか
ら学び始めたフランス語に惹かれ、幼い頃からの留学への憧れ
も後押しし、フランスへの留学の道を選びました。個人的な体
験記となりますが、少しでも留学に興味をもつ方たちの参考に
なれば幸いです。

留学に関する手続きは3月頃から始まります。書類集めや各
機関への申請、登録、大学とのやりとりなど、やらなければな
らないことは様々ですが、私はその留学準備の一つとして、“日
本を知る”ことも意識してほしいと思っています。フランス人
の多くにとって日本は憧れの国です。私は留学中、何度か日本
文化を紹介する機会があり、そのたびに日本という国について
考え学んでいました。例えば、茶道や歌舞伎など古くからある
伝統文化、節分やひな祭りなどの祭日に込められている意味、
政治や経済の仕組み、日本人の働くことに対しての考え方など
様々です。留学先では、私たちは金沢大学からの留学生である
以上に、日本人の代表でもあるので、日本のことを知り伝える
ということが国際交流の1つになるのではないかと思います。
そしてフランスは漫画やアニメ、ゲームなど、日本のサブカル
チャーがとても人気な国でもあります。ヨーロッパで一番漫画
を輸入している国でもあり、年に一度、“Japan Expo”という、
このサブカルチャーを主とした日本文化を紹介する祭典がある
など、私たちの想像以上にフランス人はこの文化に興味を持っ
ています。これは私が留学中に衝撃を受けたことの1つでした。
私自身は漫画やアニメなどには疎く、最初の頃は特に、フラン
ス人の多くがこの話題を出してくるのが苦痛に感じることがし
ばしばありました。しばらくすると自分の中で割りきることが
でき、タイプの違う様々な友達も出来たことから、自分の話し
たいこと、知りたいことから会話をできるようになりましたが、
まだ言葉に慣れない状態で何か話すきっかけを手に入れたいと
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いうときには、漫画やアニメなどの話題を日本の誇れる文化の
1つとして少し知っていると良いのではないかと思います。

留学中は楽しく過ごせたり、自分の成長を実感できるときも
あれば、思い通りにできず悔しく思ったり、落ち込むことも
多々あると思います。私の場合、留学中に語学力を思ったよう
に伸ばせず、自分の中でも妥協して楽な方に流れてしまう面が
あり、そんな自分に悔しい思いをしたことも少なくありません
でした。特に、“語学力をつけるには間違ってもいいからどん
どん話すことが大事だ”ということは分かっていても、もとも
と会話が苦手な私は、行き詰まると聞くことに徹し、話す機会
を自分から放棄してしまうことがよくありました。そんな自分
に対する悔しさは、とても大きいものでした。しかしながらそ
の悔しさをバネに、寮生活からホームステイに変更したり、語
学力をもっと高めたいという気持ちから滞在期間を延ばして語
学学校に通ったり、一人旅をしてたくさんの人と出会う機会を
得、話しをしてみたりなど、自分から環境を変えたり行動する
ことで成長できました。時間はかかりましたが、やりたいこと
をやりきれた充実感を得られたことで、私らしい留学になった
と今では満足しています。

“留学は貴重な時間、貴重な経験だから、悔いの無いようやり
きりたい”そう思う人はたくさんいると思いますし、そうでき
たらとても素晴らしいことだと思います。その一方で私は、留
学中は失敗をしても後悔をすることがあっても構わないと思っ
ています。ただそれをそのままで終わらせてしまうのではな
く、その失敗や後悔を今後の自分に生かすチャンスが常にある
というのを忘れずに、すべての経験を大事にしてもらいたいと
思います。どんな留学になるかは本当に自分次第です。他の人
と比べる必要はありません。自分なりの、自分にしかできない
留学を多くの人ができることを願います。そして最後になりま
したが、私がフランス留学で学んだ大事なものは、“人との繋が
りを大切にし、分け合い助け合う気持ちをもつ”フランス文化
です。1年間のフランス滞在で、多くの人に支えられ助けられ、
年齢、性別、国籍を問わず、素敵な方たちと楽しい時間を過ご
し様々な価値観に触れられたこと。これが私の留学の一番の宝
物です。この経験が出来たことに感謝し、成長できた自分が、
次は自分の周りにいる人を支えられるようになることで、恩返
しができたらいいなと思っています。

人間社会学域国際学類　冨水　佳葉
皆さんはフランスといえば何を思い浮かべますか？エッフェ

ル塔？ヴェルサイユ宮殿？ルーブル美術館？フランス語を勉強
している人ならフランス語でしょうか？留学前の私はフランス
といったらまず芸術の都「パリ」が思い浮かぶ、そんな月並みな

人間でした。今、私が「フランス」といって思い浮かぶものは、留
学中に出会った人の顔、自然いっぱいのキャンパス、美しい街
並み…教会のステンドグラスから差し込む光や広大な空の色。
私が留学中に経験したすべてをもって、「フランス」を思い浮か
べることができます。留学をするということは、自分の中の価
値観を大きく変えるチャンスです。目に映るものが留学前にみ
たものと違って見えます。留学をするということは、これから
の長い人生で必ず自分の財産になります。

留学前について
私は中学のころからずっとフランスにあこがれていました。

漠然とですがフランスに留学することは自分の夢の一つであ
り、大学でその夢を叶えるつもりでした。…と仰仰しく言いま
したが、なんで留学したいのか？なんでフランスなのか？とい
う大事なことは全く考えていませんでした。あえて言うなら

「ヨーロッパの文化が好き」ということくらいです。フランスが
いいと思ったのは「芸術の都といわれるパリがあるから」。オル
レアン大学を選んだのは「パリに近いから」。こんな理由でも留
学はできます。帰ってきた後だから言えることですが、行く理
由なんてささいなことでいいのです。大切なのは行った後、そ
こで何をするかなのだと思います。胸をはって「楽しかった！」
といえたらそれで留学は成功です。

そんな私なので留学前ギリギリになってフランス語検定3級
を急いでとりました。留学前に言語の勉強をしておくのは大事
です。言語を話せる楽しみが留学中にはあります。それから絵
画等が好きな人は、キリスト教についてや美術史について学ん
でおいたらいいと思います。フランスにいる間、留学生はEU内
の国立美術館に無料で入場することができます。つまりルーブ
ル美術館も無料で入ることができます。週末にふらっとルーブ
ル美術館にいくことだってできるのです。その時に何も知らな
いのと知っているのでは大違い！留学を楽しむために知識はあ
る程度必要です。

オルレアンについて
オルレアンはフランス中部に位置する小さな都市です。と

いってもロワール地方の中心都市で、ロワレ県の県庁所在地で
もあります。パリの南西に位置し、電車を使えば一時間で行く
ことができます。パリからは他の地方や国への様々な交通機関
が発達しているので、どこへいくにも便利でした。オルレアン
の属するロワール地方はロワール川沿いにたくさんの古城があ
り、自然の美しい地方です。フランス語に訛りが少なく、聞き
取りやすいのもこの地方です。

街の雰囲気はどことなく金沢を彷彿させます。街並みが似て
いるとかではなく、それなりに主要な都市なのにそこまで都会
ではないところです。白く美しい街並みが、ヨーロッパで生活
していることを感じさせてくれます。また、ジャンヌダルクゆ
かりの地でもあり、街の真ん中には荘厳で美しい大聖堂があり
ます。

治安は大都会に比べるとかなり良いですが、移民の数が多
く、少し怖い場所もあります。ですが基本的には平和なところ
です。どこかへ旅行へいって、オルレアンに帰ってくるととて
も安心できました。また、大学と街は少し距離があるため、大
学近辺はかなり静かです。

気候も割と落ち着いています。冬は少し寒いですが、金沢の
方が寒いです。

街の中の移動はトラム（路面電車）が非常に便利です。一年間
のパスを買えば、オルレアン中のバス、トラムに乗り放題です。
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留学中について
オルレアン大学には日本語を勉強しているフランス人の学生

が沢山いて、彼らは常に日本人留学生を気にかけてくれている
ので、彼らと友達になれたらかなり楽しい生活を送ることがで
きます。

大学ではもっぱら語学の授業を履修しました。入学したらす
ぐ試験があり、その結果で4段階に分けられます。私は下から
2番目のクラスでした。授業は週15コマとハードですが、フラ
ンス語をきっちり勉強したい人にとってはもってこいの大学で
す。先生方は教えることがとても上手で、また博識な方も多く、
ガッツリ勉強できます。普通の授業の他にオプションで授業を
とることができます。私は演劇の授業を選択し、最終的に劇を
行いました。こんなことはもう二度とできないだろうという素
晴らしい経験でした。余裕がある人にはぜひおすすめです。

授業が始まって1か月くらいはかなり苦しかったです。なに
せ授業全てがフランス語で行われるのですから。おそらく留学
する人は大抵ぶち当たる最初の壁でしょう。でも安心してくだ
さい。3か月もすればかなり慣れて、授業で発言もできるよう
になります。ここでくじけず頑張ってみてください。半年もす
ればフランス人の友達との会話も楽しめるようになるはずで
す。会話ができるようになる喜びは言い表せません。絶対に経
験してほしいです。

留学後について
先にも述べましたが価値観が大きく変わります。私がフラン

スにいっていた間、国際的な問題が沢山巻き起こっていたの
で、それを身近に考えるきっかけになり、帰国後も強い関心
を持つようになりました。また、多民族国家に身をおくことに
よって広い視野で物事をとらえることができるようになりまし
た。留学の目的には「語学の習得」ももちろんありましたが、私
はそれ以上に得たものが大きかったように思えます。よく帰
国してから「フランス語ペラペラになった？」と聞かれますが、
じゃあフランス語ペラペラじゃなければ留学は失敗なのでしょ
うか。私はそうは思いません。留学中に経験したたくさんの出
来事や、自分が得た視野の広さはなによりの宝です。外国に身
を置き生活するということは、日本で勉強だけをしているのと
まったく違ったものを与えてくれます。

後輩へ
つらつらとたくさん偉そうなことを述べましたが、私が胸を

張って言えることは「留学とても楽しかった！」ということで
す。留学を楽しむということ自体が、自分が頑張った証だと
思っています。留学したから語学を習得しなければダメ…とい

う法律はどこにもありません。自分らしく楽しく生きる、そ
れだけでよいのです。留学中は無駄なことなど一つもありませ
ん。全て積み重なります。今や留学するということは難しいこ
とではないです。ほんの少しの決意と頑張りで、かけがえのな
いものをたくさん手に入れることができます。お金がないなら
奨学金を頑張ってとりましょう。親が納得しないなら納得して
もらえるように説明してみましょう。大学生の間は留学するま
たとないチャンスです。人生は一回きりしかない！やりたい、
と思ったらぜひチャレンジしてほしいです。

フランス

トゥールーズ大学ジャン・ジョレス校
人間社会学域国際学類　白井　宏典

こんにちは。フランスに約10か月留学していた白井宏典で
す。これから留学を考えている、留学に行くという人に向けて
アドバイスを書いて行きたいと思います。

留学前の準備
留学前にはたくさんの準備が必要となります。基本的なもの

では、フランスの場合にはまずビザの申請から取得までが必要
となります。申請からビザ取得まで時間がかかったり、各種証
明書などが必要となったりするので、早めの準備をした方が良
いです。また、大学によって多少異なるでしょうが、自分の大学
とコンタクトをとった際、場合によっては事前に学力のテスト
を受けることもあると思います。その時には結果をごまかさず
ちゃんと自分の実力で受けてください。その後のクラス配属に
関わってくることもあるので（笑）。留学前にやらなければなら
ないことは本当にたくさんあるので、漏れなく行ってください。

また、その土地の気候をよく調べておいてください。渡航す
る時の荷物はほとんどが服になると思うので、よく気候を調べ
て無駄のないようにするとベターかもしれません。あとから、
日本から送ってもらうという手もありますが、時間がかかった
り料金が割高になったりします。

もちろん普段の学習も大切にしてください。これはよく長く
向こうに住んでいる日本人の方が話していたのですが、日本人
の学生は文法の基礎がしっかりしているので、ある時突然喋れ
るようになるというものです。日本人留学生は文法の基礎が
しっかりとできているので、あとは語彙を増やすだけだという
ことです。留学前にたくさんの語彙を習得することはなかなか
難しいと思います。語彙はそこで生活していれば自然と身に付
くので、まずは文法などの基礎をしっかりと固めることが大切
だと思います。

留学中について
留学中には様々な困難が生じてくると思います。最初にぶつ

かるのが、当然ですが言語の問題だと思います。特にフランス
語など大学から習い始めることが多い言語の場合には顕著だと
思います。私も大学からフランス語を習い始めたので、留学す
る段階では、フランス語のネイティブと話す機会と言えばフラ
ンス語の授業しかないという状況でした。そのため、フランス
留学中の最初の頃は相手が何を言っているのか正直わからない
ということがかなりありました。授業でも先生の言っているこ
とが理解できなかったので、次の授業までに何をやってくれば
いいのかなどわからないままでした。また、フランスの場合に
は渡航前に取得できるビザの期限は3カ月なので、その後フラ
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ンスの移民局で更新の手続きをしなくてはなりません。学校の
授業の手続き、学校寮や場合によってはマンションなどの住む
場所の手続きなど、渡航直後でも現地の人と話さないといけな
い場面はたくさんあると思います。現地の友達などについてき
てもらえればそれでいいですが、一人や日本人だけで行かない
といけないこともあると思います。その時になにかわからない
ことがあれば、正直にわからないと言う事が大切だと思いま
す。ヨーロッパの人は分からないことに関して本当に寛容だと
思います。わからないことがあったら何でも聞いてみてくださ
い。きっと丁寧に教えてくれると思います。

少しネガティブなことを書いてしまいましたが、もちろん留
学中には楽しいこともたくさんあります。自分にとっては留学
中の一大イベントは旅行でした。フランスはフランス国内もも
ちろん、他のヨーロッパの国にも地理的に行きやすいです。僕
はイギリス、イタリア、ベルギーとほんの少しだけ（ 6時間だ
け）スペインにも行きました。頑張ればもう少し多くの国にも
行けるかもしれません。日本で暮らしていたころは、ヨーロッ
パ諸国には大した違いなどないと思っていましたが、フラン
スに住んでみて、フランスという国の文化からみると他のヨー
ロッパの国でも違って見えるという経験をしました。イギリ
スにも1週間ほど滞在したのですが、イギリスは他のヨーロッ
パの国よりもむしろ日本に似ているんじゃないかなと思いまし
た。もちろん人の外見とか街並みとかではなくて、人の気質と
いうか…言葉で説明するのは難しいですが。そういったことを
経験できるのもとても楽しかったです。

また、留学中はサークルやクラブ活動に参加してみるのもい
いかもしれません。現地の学校に日本語学科などがある場合、
一緒に行動する現地の学生がその人たちだけという事にもなっ
てしまう可能性もあるので、サークルやクラブに参加すれば、
日本には興味があまりない学生とも関われる良い機会にもなる
かもしれません。

留学を考えている人へ
 もし留学を考えているのなら、短期ではなく長期をおすすめ

します。短期では行ったことがないのでわからないのですが、
長期暮らしてみた方が、語学的にもそうですが、他にも得るも
のは多いと思います。語学的には半年が一応目安でそこから慣
れてくるそうです。実際自分もそうでしたので、長期をおすす
めします。

留学中には楽しいことも辛いこともたくさんあると思いま
す。そのため、行きたくても迷っている人もいると思います。
しかし、そのような体験すべては、日本に暮らしている限りは
絶対に体験できないことです。すべての経験が自分を高める糧

になるはずです。様々な世界を体験できるチャンスでもありま
す。もし迷っているのなら、いっそのこと飛び込んでみてはど
うでしょうか。

人間社会学域国際学類　松野　優子
ボンジュール！コマンタレブ？ああ、なんと美しい言葉の響

きでしょう。フランス語の魅力は何といっても、その音の美し
さにありますよね。なーんてことを私が言えるようになったの
は、ごく最近のこと。留学先を決めてからも、私はフランス語
が大嫌いでした。それがトゥールーズでのたったの10か月で、
ジュテーム！フランス語状態になれたのです。それは、留学し
た街の雰囲気と、大学の環境が最高だったからでした。

この報告書には、留学を具体的に考えている人はもちろん、
留学やフランスに、今のところ興味がない人にも読んでほしい
内容を盛り込みました。それではいってみましょう、「ディープ
なフランスに浸る、南仏留学のススメ」。

暖かいところに行きたい
留学を具体的に考え始めたのは、2年の前期。その頃の私

は仏語を履修していましたが、単位を取るためだけのつもり
で、ちっとも一生懸命勉強していませんでした。フランスに自
分が留学するなんて、想像さえしなかった。何より、ほとんど
話せない言語で留学するのは怖かったです。ところが、2年の
前期に履修したフランス語の授業がちょっと面白くて、そん
な時にトゥールーズ大学が新たに協定校になりました。留学
するならあったかい気候のところがいい、それだけの理由で、
トゥールーズへの留学を決めました。留学したいという気持ち
がちょっとでもあれば、立派な動機なんて要らない、思い切っ
て出願してみることです。

街の様子
トゥールーズは、フランスの南西部にある、フランス第4の

都市です。「バラの街」とも呼ばれ、赤煉瓦の街並みが美しいこ
とで有名です。人口は約45万人で、金沢市と同じくらい。（金
沢市と同じ人口で第4の都市というと変な感じがするかもしれ
ませんが、フランス全土の人口は日本の半分なのです。）

トゥールーズの公共交通機関は、バス、地下鉄、トラムがあ
り、全て同じ会社が運営しています。そのため、1枚の定期券
で全てに乗り放題です。定期券は1か月有効10ユーロで、1年
有効は100ユーロ。安い。

スーパーマーケットは至る所にあるので、食料品の買物は困
りませんし、地下鉄に乗れば超大型スーパーにもすぐに行けま
す。ファッションの買物も、街の中心部でなんでも揃います。
実際に生活してみて、とても暮らしやすい街だと感じました。

フランスというとオシャレなイメージが強いかと思います
が、トゥールーズはスペインに近いこともあってか、ラテン系
のノリです。街の人は明るく陽気で、外国人の私たちにもと
ても優しく接してくれました。街の人たちがこんなに明るいの
は、きっと温暖な気候のおかげ。いつも晴れていて、太陽の光
がたっぷり降りそそぐトゥールーズ。冬でも雪はほとんど降り
ません。

語学学校では
私は大学に付属している語学学校で、主に仏語だけをみっち

り勉強しました。まずテストでレベル別にクラス分けされま
す。私は5段階中下から2番目の2年生に配属されました。こ
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れは「基本的な文法から始めようね」レベルです。
授業が始まって大変だったのは、初心者クラスであっても、

授業がすべてフランス語で行われることです。最初は全く聞き
取れず苦労しましたが、3か月くらいすると耳が慣れ、また授
業のパターンも掴めたので、授業についていけるようになりま
した。仏語での留学が怖かった私ですが、慣れればなんとかな
るものだと実感しました。

仏語だけでなく、フランスの文化についての授業などもプロ
グラムに盛り込まれていたので、多様な角度から仏語を学べま
した。トゥールーズ大学の語学学校の教育の質はとても高く、
楽しみながら仏語を勉強できるよう工夫されています。先生た
ちも熱心です。私にフランス語が好きだと言わしめた教育を、
ぜひあなたにも、体感していただきたい！

余裕があれば、一般の学生に混じって、仏語以外の講義
を受けることもできます。私は日本語学科の日本史の講義in 
Frenchに紛れ込んで聴講していました。ある程度のフランス
語力があれば、専門の授業も履修できるみたいですよ。

留学生の1日
留学生は、大学が決めた寮に入ります。いくつかある寮のう

ち、どこに入るかは運次第です。私は街の中心部の寮でした。
大学は郊外にあるので、通学にはバスと地下鉄を乗り継いで40
分ほど。

語学学校の授業は、だいたい午前中に行われます。1コマ
120分で、午前は2コマ8時半から12時半まで。午後は2コマ
14時から18時まで。時間割はクラスで異なります。私のクラ
スは、授業は午前中に集中していました。昼休み、大学構内の
芝生の上で、友達とごはんを食べたら、午後は好きなことをし
ます。買物をしたり、授業の予習復習をしたり、Skypeで家族
と話したり。フランスは外食が最低でも20ユーロくらいと高い
ので、私は毎日自炊をしました。授業が詰まりすぎていないの
と、長期休暇（バカンス）が多いので、自由な時間もたっぷりあ
りました。

バカンスには
フランスの大学には、バカンスがたくさんあります。ぜひ旅

行に行くことを勧めます。国内どこへでも飛行機で行けます
が、フランスは景色のいい場所が多いので、電車の旅もいいで
すよ。スペインのバルセロナまでは電車で3時間なので、外国
に足をのばすのもいいですね。

日本人留学生の強い味方、Okin（オーキン）
トゥールーズ大学には、Okinという団体があります。大学の

日本語学科の学生が所属していて、日本人留学生をサポートし

てくれる団体です。日本語を話せる人もおり、困ったことや手
伝ってほしいことがあれば、いつでも助けに来てくれます。私
も煩雑な手続きなど、私の仏語力で太刀打ちできないことは、
Okinの人に手伝ってもらってとても助かりました。一緒にごは
んを食べたり出かけたりすることもあるので、フランス人の良
い友人を見つけたければ、Okinの人と交流するといいですよ。

見つかりそう、新しい道
留学をして、フランス語って面白い！と思えるようになった

私は、卒業後再びフランスで勉強することを視野に入れ始めて
います。今まで考えたこともなかった選択肢、そして留学した
からこそ見つかった選択肢です。仏語ダイキライ女が、フラン
スでの将来を考えるようになるとは。自分が一番驚いていま
す。なんとなく決めた留学でしたが、当初思っていたよりも
ずっと、私に多くの知識と経験を与え、視野を広げ、価値観を
変え、より受容力のある人間にしてくれた、実りだらけの留学
でした。

迷っているなら、もう応募しようか。
留学するかどうか。迷ってますか？外国で1年間生活してみ

たいなって気持ち。心のどこかにありますか？それなら、もう
応募しましょう。お金の問題？頑張って奨学金をもらいましょ
う。留学したあとだから言える。こんなに得るものだらけの留
学。もしあの時、応募してなかったら、今ものすごく後悔して
いただろうって。最後に自分の背中を押せるのは、自分だけで
す。Départ heureux ! （よい旅立ちを） ! 

ドイツ

ジーゲン大学
人間社会学域人文学類　宗倉　　祐

留学の意義
「留学の意義」とは、留学を考えている皆さんが一番気になる

ところではないかと思います。そのことを少し、僕の留学経験
を踏まえてお話します。

僕はドイツのジーゲン（Siegen）という田舎町にあるジーゲ
ン大学へ留学しました。金沢大学のように山の上に大学があ
り、気候の変動も少なく空気もきれいでとても過ごしやすい環
境にありました。

僕がこの大学を選んだのはもちろんドイツ語やドイツ文学、
神学や哲学を学ぶためであったのですが、一年間我が身を静か
な環境に置き、将来をじっくり考えたかったというのが一番の
狙いです。多くの日本の学生はアルバイトや授業、サークルや
部活に追われる日々で深く自分の人生について考える暇も与え
られずに生きていると思います。そのまま時間に流され気づい
たら就職、という状況になることが僕にはとても恐ろしく感じ
られたのです。自分が就く仕事について考え、将来設計するこ
とは、そのような忙しい環境下では不可能でした。そんな中、
留学で訪れた場所は授業や交友関係、様々なイベントがあるの
はもちろんですが、日本よりも多く勉強やそういった思考に時
間を使うことができました。将来のことを考えると同時に過去
を振り返ることも多くなり、自己を見つめなおすといった意味
でもやはり留学は自分が成長できる期間であると思います。

また、ドイツだけでなく海外の学生と話をする中で、彼らが
いかに政治や戦争に関して知識に貪欲であるかということを思
い知らされました。僕は普段、日本で生活をしていても友達と
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政治や戦争の話をすることは滅多にありません。むしろそのよ
うな話題は僕の生活からは遠く離れたところにあり、話題にあ
げることさえ避けていました。しかし、海外の学生はそれらの
問題が身近であるため、どうしても避けて通れない道になって
いるので何気ない友人との会話にそれらの話題がのぼってきま
す。かといってそれは別に堅苦しい雰囲気になるのではなく、
普段の会話の一部となっているので日本で友達と芸能人やアイ
ドルの話をするのと大差ありません（少し大げさかもしれない
ですが）。僕はドイツ人の学生に「北朝鮮の最近の動向について
どう思うか」と問われ、特に考えたことも無かったのであたふ
たしたのを覚えています。別に北朝鮮がどのような動きをしよ
うと、それで僕が死ぬならそれまでだし、またそうならないと
心のどこかで思っていたのも事実です。しかし、日本よりはる
か遠くにいるドイツ人の学生が北朝鮮に関する資料を集め、多
くの本を読み、考察しているのを見て僕はとても恥ずかしくな
りました。留学する上で語学の学習ももちろん必要ですが、少
なからず日本と近隣諸国の関係性、また留学先の史実等を押さ
えてから留学されることをお勧めします。もしそのような話題
になった時、自分の意見を言えるとさらに会話が広がります。

以上に述べたように、僕にとって留学とは、自分の将来を考
えることと過去の省察、さらには海外との学生との交流の中で
見えてくる日本や自分をどう捉えるかを考えるということにあ
ります。それはもちろん僕個人のものであって、留学を考えて
いる皆さんはまた別の目的を持っているかと思います。また、
もしまだ留学を漠然と考えている方は、一度「なぜ留学したい
のか」「留学することで何が自分の身になるのか」などを考えて
みるといいかもしれません。そのような目的を少し考えておく
だけでも留学先での発見も多くなるでしょう。

人間社会学域国際学類　伊藤友衣子
私は一年間のドイツ留学を終えて2015年夏に帰ってきまし

た。私の留学報告書が少しでもこれから留学を目指す皆さんの
助けになれば幸いです。

留学を目指したきっかけ
私は英語を専門としており、英語に関して多くのことを学ん

できましたが、英語を「外国語」と思ってしまい、どうもとっつ
きにくいイメージがありました。実際日本人で英語を話せる人
は他国と比べても少ないですが、その理由を追及したりはしま
せんでした。そんな中、ドイツ語は英語と語源が同じであり、ま
たドイツ人は英語を流ちょうに話せる人が多いと聞いたので、

同じ「外国語」でもその違いは何なのだろうと思い、「外国語」と
しての英語をドイツで学ぶことに興味を持ちました。

留学初期
ドイツに着いて間もない頃はドイツ語もほとんどわからず、

また頼りの英語もドイツ人の発音を聞き取れず、コミュニケー
ションをとるのに苦労しました。ですがそこで「わからない」と
言ってしまうと試合終了なので、私は片言のドイツ語と英語で
必ず「ドイツ語も英語も理解できます」と言って、必死に知って
いる単語を少しでも探して適当に相槌を打っていました。そこ
で何度も出てくるフレーズを記憶しては家に帰ってから意味を
調べて覚え、さっそく使っていきました。知り合った人と連絡
先をすぐに交換してはメッセージを送り、辞書を使いながら返
信していって少しずつドイツ語を覚えました。専門は英語だと
言っても、普段から英語のみを話しているとドイツ人が英語を
捉える感覚を理解できないと思ったので、ドイツ人相手に対し
てはドイツ語を日常的に使い、英語しか理解できない外国人に
対してのみ英語を使うように努力しました。正直言って私は留
学前あまり勤勉ではなかった上に、2年生で留学したというこ
ともあって、他の留学生と比べると圧倒的にドイツ語が劣って
おり、そのことを後悔する日はありましたが、後悔しても仕方
がないと思い、ドイツ語がほとんどわからないうちからパー
ティやイベントに積極的に参加し、新たな人と知り合い話す機
会を増やしていきました。

授業
私は多くを他のドイツ人学生と同じ授業を取り、一学期につ

き約10コマずつ取っていました。そのうち約半分が英語のみの
授業、残りがドイツ語のみの授業でした。また、留学生用の易
しいドイツ語の授業も一つとっていました。私は自分を強制的
にドイツ語と英語を学ぶ環境に置きたかったので、最初から他
の留学生よりも授業をたくさん取りましたが、留学生の中には
最初の学期は留学生用の授業のみをとり、ドイツ語をある程度
理解したうえで次の学期で一般の授業を取る方もいたので、授
業は自分の向き不向きを考えて取ったほうが良いと思います。
正直予習と復習の量が金沢大学での授業とは比べ物にならない
ぐらいあるので、じっくり勉強したい内容がある人は少なめの
方がいいです。私は自分を追い込む方が性に合っていたことも
あり、そのような授業カリキュラムを組みました。最初は理解
できないことも多かったですが、徐々に分かるようになってい
きました。

留学中の生活
ドイツではたくさんのパーティがあり、毎週のように参加し

ていました。そこで話しかけられたりすることも多いので、新
しい友達が出来ることが多かったです。仲良くなった地元の友
達はしょっちゅう家に招待してくれて、そこでまた更にその家
族とも仲良くなりました。皆本当にフレンドリーなので、本当
に楽しい時間を過ごしました。また、地元の友達や留学生の友
達と週末に旅行に行ったり、ホームパーティをしたり、新たな
スポーツ（ZUMBA）に挑戦したりしました。言語の問題もあ
りましたが、話そうとする意思さえ見せれば皆しっかりと聞い
てくれました。留学生の友達が自国に帰国してからは、私がそ
の国に訪れたりしてその友達の家族や友達と一緒に過ごしまし
た。ノープランで一人旅をすることも多く、宿泊地が見つから
ないなどの様々なハプニングもありましたが、どこの国でも英
語は通じたので、旅先でも色んな人と仲良くなって一緒に回る
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など様々な経験が出来ました。帰国間近の約一か月は寮から出
ていたので、地元の友達の家に滞在させてもらっていました。

言語に関する問題
やはり留学中避けて通れないのが言語の壁です。ですが壁を

感じてしまって話さないでいると何も始まらないので、わから
なくても積極的に話す姿勢を見せることが大事だと思います。
毎日話していれば嫌でも多少は身につきます。また、ドイツに
住んでいる方の多くは英語が通じますが、やはり母国語と外国
語との間には差があるものです。こちらが彼らの母国語である
ドイツ語で接すれば距離が一気に縮まるので、苦手意識を持た
ず主体的に話していってほしいです。

その一方で、旅行した時などヨーロッパの国だとほとんどが
英語でコミュニケーションが取れるので、余力のある人や英語
に興味のある人は英語も勉強してください。ドイツにはドイツ
語を話せない外国人も多いので、探せば英語を話す機会は多い
です。出来れば英語を話す友達とドイツ語を話す友達の両方を
見つけて、日頃から両方を話していってください。

最後に
留学生活の中ではホームシックになってしまったり、文化の

違いに戸惑ったりすることが多々あるかと思います。そこで自
分の殻に閉じこもってしまうか、それでも新しい生活を楽しむ
かは人それぞれです。私は皆さんに留学期間をたくさん学んで
そして楽しむ期間にしてほしいと思っています。困難はあると思
いますが、あまり深刻に考えすぎず気楽に頑張ってください！

ドイツ

レーゲンスブルク大学
人間社会学域人文学類　村本　　啓

僕は2014年9月から、2015年7月末の期間、レーゲンスブ
ルク大学に留学していました。留学を終えて感じた幾つかの点
について、アドバイスや紹介のような体を取りながらお伝えし
たいと思います。

レーゲンスブルク大学のサポートはとても手厚い。
 （保険の宣伝みたいな見出しですね。）

ドイツのどこに留学するのがいいか、ということを考える上
では様々な基準がそれぞれにあると思います。この文章を読ん
でいる貴方がドイツ語の能力を飛躍的に高めたいと考えるので

あれば、自分で勉強することがまずもって大切ですが、素晴ら
しい先生に出会うことにも重要な意味があります。レーゲンス
ブルクには多くの親切で、また分かりやすい授業をする先生が
沢山いました。ドイツ語の授業としては、映画を批評する物が
あったり、劇を作ったり、文学を書いたり（ドイツ語で詩やエッ
セイを書いたり、物語を創作したりする！）、英語とドイツ語の
翻訳を扱った授業があったりと、主に言語学、文学の関連領域
で沢山のバリエーションが用意されていました。他方、ドイツ
の大学で実際にドイツ人が受けるような講義を取るという形で
勉強している留学生向けの、専門性の高い語彙や表現を勉強で
きる授業なんかもありました。僕はそれらを取ることは時間の
関係でできなかったのですが。

授業外のサポートについて少し書きます。親切で対応が手厚
いというのは繰り返しになりますが、他のドイツの市や街に留
学している友人から聞いて思ったのは、保険やビザの手続きが
僕らの場合のほうが特にスムーズに進んでいたことです。手続
きを手伝ってくれるチューターの人が必要な書類を事前に連絡
し、また待ち合わせの日にちや時刻を設定して、市役所や保
険会社に登録に行くのに付き添ってくれました。（安心感が違
う！）きっと来年以降もこうしたサポートは継続していくので
はないかと思われます。公的な手続きなどの場面において不便
や不安のない方がいいな。という方にはぜひレーゲンスブルク
を留学先におすすめします。

自分の好きなこと、興味のあることをドイツでもやってみてく
ださい。

僕は高校のときから劇をしています。大学でも「劇団さくら」
という学生劇団で演出と俳優をしています。僕はドイツ語学・
ドイツ文学コースに所属していますが、そこではドイツの演劇
と学校教育の関連ということに興味を持って勉強をしていま
す。それについて卒論をこうと思っていたので、留学の半分は
取材とか、実際に劇団に参加して稽古をするとか、そんなこと
に時間を使っていました。机上の理論だけでない、ドイツ演劇
を取り巻く「制度の実際」を自分の目で見、そこで活動する演劇
人たちの声を沢山聞くことができました。とても貴重な体験で
した。劇という軸があったおかげで、僕は随分貴重な経験を出
来たのだろうと思います。楽しかったこと、辛かったこと、ド
イツで経験した多くの出来事を、僕は「劇を作る」という窓を通
じて見ていたのだと思います。（もちろん、普段の大学での生
活から学んだこともあります。） その経験から僕が皆さんにお
勧めしたいのは、「日本にいた頃にしていた自分が好きなこと
を、ドイツでも同じようにする。」ということです。留学したば
かりのころ、すぐに僕は言語の壁にぶち当たりました。たとえ
ば、稽古の最中にどんなことが指示されているのか分からなく
て焦ったり、劇場の関係者に取材を申し込むときに、思うよう
に相手に自分の意思が伝わらなかったり。もどかしい思いを沢
山しました。一方で、そういう歯痒さが僕のドイツ語を勉強す
るきっかけにもなっていました。つまり何とかドイツ人の輪の
中に溶け込んでやっていかねばならないという状況が、かえっ
て語学には好意的に働いたのです。（なんだか、ドイツのチーム
でプレーするサッカー選手みたいな感じでした。）　大学の「バ
ビロン」という留学生劇団に関わっていたときは、自分のドイ
ツ語の台詞を録音して、どうしたらドイツ人の発音に近づくか
研究したり、ドイツ人の友人に頼んで台詞を覚えるのを手伝っ
てもらったりしました。それらはいいドイツ語の練習になりま
した。強調したいのは、この思い付きのために僕は苦しかった
以上に、楽しくも充実した経験をたくさん得ることができたと
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いうことです。たとえば南ドイツの青年劇の合同発表会では、
現地に集まっていた、いろいろな市からやってきた高校生と騒
いだり、夜更かししてずっと劇やお互いの学校の話をしたりし
ました。僕らは国籍も人種も年齢も育った環境も違いました
が、お互い劇を見せ合っただけで、または「劇が好きだ」という
だけで友達になることができたし、お互いを尊重しあうことが
できた。そういうことがわかったのも、僕がたまたま劇をして
いたからで、そしてたまたま留学先で勇気を持って高校生の輪
の中に入っていったからでした。（もう一つ付け加えるなら、素
晴らしい劇を作ることの難しさ、楽しさはどこでも変わりませ
んでした。）少し脱線しますが、日本とドイツという2つの国に
生活してその違いを意識した分野は、勿論劇においてだけでは
ありません。僕の場合、授業で扱った事もあって特に政治のシ
ステムや外交、日本の歴史に興味を持つようになりました。僕
らが生きている社会はどう機能していて、またどういう経緯、
つまり歴史の連続の結果こうなっているのか。時間がたくさん
あったおかげで本を読む機会が増えたのも、そういうことに興
味が向くきっかけでした。（読書の方法のことは後述します。）
本題に戻ります。普段し慣れていることを異国でやるというこ
とは、日本でそれをすることによって見えるものとは、まった
く違う側面を僕らに見せてくれます。そしてその変わらない部
分もまた意識させてくれます。ですから、皆さんそれぞれに、
興味のある分野があればそれを是非、ドイツでも追いかけてみ
てください。きっと大変な思いをすると思いますが、それに勝
る沢山の仲間と経験が得られるかもしれません。

金大以外の日本人学生とも交流を持ってみてください。
僕が留学したときは、東京理科大学、東京外国語大学、岡山

大学、信州大学、関西学院大学から来た学生もレーゲンスブル
クで勉強していました。度々、ドイツ人も交えながら交流を持
ちました。日本の他の大学の学生が何を考え、どんなことをし
ているのかを知るのはとても刺激的でした。お互いに留学にま
つわることを話し合ったり、レベルを競い合って研鑽したり、
とにかく多くのメリットがありました。ドイツに来たのだから
ドイツ語しか話さない、という態度を僕はあまりお勧めしませ
ん。ドイツ語の上達と日本人との交流は両立できるからです。
結局言語の習得とは、どこまでも個人的な作業だと僕は思って
います。誰かと付き合ったからドイツ語が上手くなるとか、下
手になるとかそんなことはまずありません。実際、金大から
レーゲンスブルクに留学したメンバー全員が、他大の日本人学
生との交流を維持しながらB2（中級）以上のレベルを獲得して
います。沢山の人と知り合うことは自分の見識を広げることに
つながっています。「くっつきすぎ」は良くないですが、バラン
スを考えた上で、向こうの日本人学生とも関わってみて下さ
い。日本に帰ってから、そこで知り合った友達と会うのは本当
に楽しいですよ。

電子書籍を持っていくことをお勧めします。
日本のほうが若干安く手に入るので、こちらで買って持って

いくのがいいと思います。（一応ドイツでも端末を買うことが
できる。）留学は沢山自分の時間が持てます。その時間のいくら
かを読書に当ててみてはどうでしょうか。日本の現代の本も、
クレジットカードで決済できるようにしておけば買って読めま
す。ちなみに僕は、日本の著作権の切れた近現代文学をよく読
んでいました。夏目漱石の「坊ちゃん」はベタですがお勧めです。

終わりに
僕の体験記が、留学を考えている皆さんの参考になれば幸い

です。もし何か質問があればアカンサスポータルからご連絡下
さい。

人間社会学域人文学類　山原　怜菜
はじめに

私は2014年9月から2015年8月までドイツ、レーゲンス
ブルク大学へ留学してきました。決して楽しいことだけではな
かった留学生活ですが、思い返すととても充実した日々であっ
たと感じます。今回私の報告がドイツ留学に興味を持っている
方、留学を控えている方の参考になれば幸いです。

留学前
私は人文学類でドイツ語学ドイツ文学を専攻していたので、

ドイツ語コミュニケーションを含め週に5コマ程度ドイツ語を
使った授業を履修していました。私は心配性だったこともあ
り、出発まで半年を切ってからは、授業に加えて文法と単語を
中心に自主学習も進めました。

その学習のおかげか、最初に行われたクラス分けテストで
は、希望していたレベルのクラスに入ることが出来ました。し
かし、問題はスピーキング力でした。文法の知識では他のクラ
スメイトに劣ることはありませんでしたが、「話す」ということ
においては最初の授業から大きな差を感じました。授業の内容
もすんなり理解でき、回答もわかるのにうまく話して伝えるこ
とが出来ない。この留学後すぐ出てきた悩みは、その後も私の
課題として最後まで付きまといました。特に私は、日本でドイ
ツ語を話してみることが少なかったので、一層この問題が顕著
であったのだと思います。確かに文法や単語を学んでおくこと
も留学前の準備として必要でありましたが、今後留学を考えて
いる方にはそれだけではなくドイツ語を話すことに慣れる学習
も取り入れることをお勧めします。

留学中の生活
留学中私は大学の学生寮で生活をしていました。私の寮で

は、個人の部屋にシャワーとトイレがついており、キッチン
のみ約8人のフラットメイトと共同使用でした。寮にはチュー
ターが一人いて、寮生活が上手くいっているか気遣ってくれた
り、頻繁に寮行事を企画してくれたりしました。寮生活では、
好きな時間に洗濯ができないことやあまり気分が乗らない時も
世間話をしなければいけないことなど、ストレスもたまりまし
た。しかし一歩外に出ると世界遺産の街が目の前に広がるとい
う素晴らしい環境のおかげでストレスもすぐに吹っ飛びまし
た。今思い返しても本当に貴重な経験であったと思います。

到着直後の手続きはチューターの指示のもと進められまし
た。チューターが各国からの留学生に対して5人しかつかず、
直接質問などはしにくかったので、日本人留学生で協力し合っ
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て無事手続きを終えることが出来ました。その後の留学中の書
類や出国準備など大学関係以外の手続きについては、レーゲン
スブルク大学の留学生係が詳しく指示してくれたので、レーゲ
ンスブルク大学のサポート力の強さを改めて感じました。

勉強と困難
レーゲンスブルク大学は二学期制をとっており授業期間も金

沢大学とほぼ同じなので、私にはとてもなじみやすかったよう
に思います。ドイツ語の授業はヨーロッパ共通参照枠レベル
A1～C2それぞれのレベルにあった文法クラス、リスニング、
ライティング、スピーキングの授業が開講されていて、1クラ
スも20人程度とちょうど良い人数でした。この基本的な4つの
他にも、ドイツ語学習者向けに文学や映画、翻訳の授業など自
分の興味や専門にあわせて受講することが可能でした。また、
レーゲンスブルク大学では、長期休暇中にドイツ語集中講義が
開かれるので、ドイツ語力を伸ばしやすい環境であったと思い
ます。

留学生活の中で悩んだことは前述した通り、「話す」というこ
とでした。簡単な文すらすんなり話せず、上手く伝えられない
ことは精神的に大きな負担となりました。そんな苦しい日々の
中で私の助けとなってくれたのは、お互いの母語を教えあうタ
ンデムの制度でした。留学後3か月を過ぎたころ、現地で日本
語を教えている先生に紹介していただいたドイツ人学生二人、
日本語を学んでいるドイツ人と日本人との交流会スタムティ
シュの際に仲良くなった学生一人とタンデムをするようになり
ました。それぞれと週一回、1、2時間程度、授業内容だけで
はなく趣味など様々な話をしていくうちに「話すこと」に対する
抵抗が薄れていきました。彼らのサポートのおかげで留学生活
を無事終えることが出来たのだと思います。

留学を終えて
私にとって一年という期間は思っていたよりも長い期間でし

た。辛いことだらけで悩んで悩んだ一年だったと思います。し
かし帰国後数か月が経ち、やはりドイツ留学をしてよかったと
実感しています。日本では見られない昔の姿を保った町並み
や、すぐに落ち込んだり心配性を発揮してしまったりする私を
支えてくれた友人たち、充実した日々を思い返すと今すぐにで
もドイツに戻りたくなります。

正直なところこの留学経験をどのように活かしていけるのか
まだわかりませんが、きっと今後の人生で私を助けてくれる経
験になるのではないかと感じています。

今後留学を考えている方へ
留学は決して楽しいことばかりではありません。覚悟を決め

しっかりと準備したうえで挑んでほしいと思います。また留学
中の目標だけでなく、留学後何をしたいのかということまで見
据えて置いておくとより良いと思います。留学中は好きなこと
を思いっきりして悔いの残らない一年を過ごしていただきたい
です。

人間社会学域経済学類　久嶋　裕介
私は約11ヵ月間ドイツのレーゲンスブルク大学に派遣留学

生として海外留学させていただきました。この文章を読んでい
る方は、多かれ少なかれ留学に興味を持っていると思います。
ですので、文章の趣旨としては、僕の経験を交えて、ドイツ留
学ではどのような生活ができるのか、またそのための準備とし
て何をしておくべきなのか、ということです。

海外留学志望動機
・海外での短期的ではない居住
・外国語能力の向上
・ヨーロッパ経済の理解
・海外の食生活への興味

準備
留学前の準備として、しておくべきだったと反省したこと

は、ドイツ語単語の徹底的暗記と英語の勉強でした。私はドイ
ツ留学当初から英語を使うつもりも余裕も無かったのですが、
やはりヨーロッパの経済的・地理的中心地であるドイツに来る
留学生の数は相当数であり、そのほとんどの留学生の英語力は
非常に高いものでした。またドイツ人も同じゲルマン派生言語
である英語の習得は素晴らしく早く、それを目的に英語留学し
に来る留学生も多くいました。英語だけに頼り、ドイツ語が習
得できなかったら意味がありませんが、同時進行でドイツ語も
英語も伸ばすことができれば、非常に魅力的な留学先であった
はずだと思います。

私がしておいて良かったと思えたことは、留学前に自分の将
来について社会人の方に助けてもらいながら考えておくことが
できたこと、また専門分野である政治経済学について少しでし
たが勉強していたことです。というのも、ヨーロッパでは議論
の場が多く、自らの将来や自国の様子についての意見交換が実
に多かったからです。議論好きなドイツ人とは日独間での政治
経済、教育、労働という話題で楽しく議論でき、それを通じて
ドイツ語も学べました。

もちろん政治経済だけではなく、自分なりの専門分野を極め
ながら留学することで言語を学ぶ上でも、その分野において自
分と違った観点を知れる点でもとても良い経験ができると思い
ます。

留学前後での変化
・精神面

ほぼ1年間ドイツ語のみでの交流を続けたことは、ドイツ語
の間違いばかりでストレスが溜まる原因でしたが、日本語での
交流に臆することがなくなり、困難な場面でも誰かに助けても
らうことに抵抗がなくなりました。

また、外国人の中に一人日本人として飛び込み、たくさん
パーティに参加していたことで、自分の興味関心のあるイベン
トなどへは周りの目を気にせず参加できるようになりました。
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K A N A Z A W A  U N I V E R S I T Y

・学習面
背景の全く違う人々の論理的意見に聞き慣れることで、多様

な意見を受け入れることができ、自分の中での常識に幅を持た
せることができるようになりました。そのおかげで、自分の意
見が正しいのか迷ってしまうこともあるので困っています。

また、日本の大学生における考え方とドイツのそれを比する
ことで、自分が学生であるにも関わらず、どれだけ本業である
勉強を怠っていたのかを理解でき、学習量・質共に考え、見直
すことができました。というのも、ドイツの大学での成績は厳
しく就職に影響するので、ドイツ人大学生はテスト前はもちろ
ん、普段からとても勉強しているのです。
・生活面

ヨーロッパでは男女間区別が少ない場面が多く、ホステルで
は男女共同の部屋・シャワーや、企業内での女性役職者の大幅
な増加を目指すなど、日本社会と異なっていることは興味深
かったです。

また、日本とは違った生活リズムで過ごし、労働者・消費者、
両社から視た日本社会の過ごしやすさについて考える良い機会
になりました。

満足度
ドイツ人の友達や他の留学生と労働、教育、食文化など様々

な分野で、違った価値観を議論できたことが今回の海外留学の
一番の収穫です。また、冬学期はたくさんのパーティに参加で
き、様々な言語でくだらない言葉を教え合いながらお酒を飲み
ました。今ではそんな言葉を一つも思い出せませんが、ひたす
ら毎日のように楽しく過ごせたのは本当に良い思い出です。

加えて、語学について僕の経験則ですが、語学は積極的に
パーティに行ったり、授業中発言したり、現地人と徹底的に話
すなどすれば伸びることが3ヵ月程経過したときに気づきまし
た。それまでの最初の数ヵ月は辛い時期でしたが、次第に話せ
るようになり、その後だんだん聞き取りができるようになりま
した。半年ほど経った頃に、ドイツ人と2人でパリ旅行をして、
ひたすらドイツ語を話していることが楽しく感じるようになり
ました。このときは自分が勉強して蓄えた分が報われたような
気持ちで、自分の努力に自信を持つことができました。

このように留学に対して良い思い出がたくさんある一方で、
私は自分の海外留学に決して満足できたわけではありません。
上述したように留学前に対する反省点もあれば、留学中に数々
の失敗もおかしてきました。ミュンヘンでは財布をなくし、警
察にお世話になりました（結局電車内に落としていただけでし
た）。その時の警察でわけのわからないドイツ語を話したり、日
本に帰る直前に銀行で口座を解約していた時にも質問したいこ
とがドイツ語でうまく話せなかったり、金髪美女のドイツ人と

も仲良くなれはしませんでした。これらはあまり良い思い出で
はありません。

とは言っておきながら、まあそのうち自分の人生で活きてく
るのではないかと期待しています。アメリカカリフォルニア州
シリコンバレーの合言葉は、「素早く、たくさん失敗しろ」との
ことなので、今後の人生を最高に楽しむために今のうちにたく
さん挑戦して失敗しておきましょう。それがきっと自分自身の
人生の糧になるはずです。

人間社会学域国際学類　高須みゆき
こんにちは。私はドイツのレーゲンスブルク大学に約1年留

学していました。この報告書を書くにあたって、1年を振り
返っていると、たくさん辛いこともあったはずなのに、本当に
楽しかったことばかりが浮かびます。結論から言えば、本当に
充実した、最高の経験をしてきたということです。今、この冊
子を手にしている皆さんの留学への後押しになれば幸いです。

留学前
まず、どうしてドイツなのか。私は昔から様々な国籍の人と

交流することが大好きでした。特にヨーロッパに興味のあった
私は、ヨーロッパで一番話されているから、そしてドイツは
ヨーロッパ経済の中心だから、という理由で第二外国語として
ドイツ語を選択しました。その他にも専門の勉強をしていくう
ちに、ドイツの移民政策などに興味を持ちました。ただ、英語
もままならないのにドイツ語圏の留学などできるのか、とぎり
ぎりまで悩みました。しかし、先生や先輩たちに相談していく
中で、やはりドイツに留学したい、という思いは強くなりまし
た。正直な話をすれば、国際学類の友人たちは、皆英語力や知
識などがすごくて尊敬できる人ばかりで、何もとりえのない私
は劣等感を感じることもありました。それでもやっぱり言語や
外国について学ぶことが大好きで、自分にはこれができる！と
言えるものが欲しかったのです。かっこよくない理由ですが、
それが一番のきっかけです。

留学が決まってからは、やるべきことはたくさんあります。
しかし、ドイツと日本、そしてレーゲンスブルク大学と金沢大
学との提携は非常に良く、他と比べて、渡航前にすべきことは
少ない、もしくは簡単だと思います。その分到着してから行う
ことがたくさんあるのですが、チューターがサポートしてくれ
るので安心です。ですから、渡航前は比較的勉強に集中するこ
とができました。私は週2コマのみドイツ語の授業をとってい
たくらいで、全くといっていいほど話せませんでした。何から
勉強していいかわからず、とりあえずドイツ語検定に申し込
み、そのための勉強をしていました。目標があることで勉強が
はかどったので、それがドイツに行ってから役立ったことは間
違いありません。

留学生活
さて、ドイツでの生活ですが、とにかくハプニングの繰り返

しでした。Visaが届かなかったり、インターネットが急に使え
なくなったり、、でも何とかなります！初めは戸惑ったり、受
け入れられなかったりすることがたくさんありますが、問題を
解決していくごとに成長もできるし、とにかくなんとかなる、
なんとかしてみせる、と考えられるようになりました。慣れて
くると、ここは日本じゃないんだから仕方ない、と笑えるよう
にもなります。また、学習面でも一喜一憂の毎日でした。初め
に受けたプレースメントテストで、私は思っていたより出来が
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悪く、低いレベルのクラスになってしまいました。クラスで習
う文法などはすべて学習済みで、簡単に感じることもあり、先
生との交渉でレベルを上げることもできたのですが、私はあえ
てしませんでした。内容をすぐに理解できる分、話したり聞い
たりする方に集中できましたし、なんといってもとても仲が良
く、勉強熱心でお互いに刺激し合える雰囲気の良いクラスだか
らでした。今でも当時のクラスの子とは仲良しです。最終的に
は1年間で4つもレベルを上げることができましたし、あの時
の選択は間違っていなかったと思います。みなさんもレベルに
とらわれずに、環境を大事にしてみてください。授業について
は他の皆が書いてくれると思うので、授業以外の話を書きたい
と思います。

Tandempartner（タンデムパートナー）とStammtisch（スタ
ムティッシュ）

レーゲンスブルク大学に日本語学科はありませんが、日本語
の授業があるので、日本語を学ぶ学生はたくさんいます。授業
後などに、大学や街のカフェで勉強を教え合ったりするタンデ
ムパートナー、毎週レストランで日本人と日本語に興味のある
学生が集まって飲んだり食べたりするスタムティッシュは、私
にとって本当に充実した時間でした。そこで仲良くなった皆と、
女子会をしたり、ドイツ料理や日本料理を作ったり、BBQした
り、お祭りやクリスマスマーケットに行ったりしました。また、
そこではおなじくドイツ語を勉強する他大学からの日本人学生
とも仲良くなれました。私たちは本当に仲が良くて、出会って
1週間で海外旅行に行ったり、飲み会をしたり、日本食を作っ
たりしました。留学中の日本人との交流について、いろいろな
意見があると思いますが、私にとってはレーゲンスブルクでの
日本人との出会いもすごく大切なものです。もちろん毎日一緒
にいて日本語ばかり話していたりすることには反対です。しか
し、1年暮らしていく中で、日本人の皆には精神的にとても助け
てもらいました。日々知らない間にストレスは溜まっていきま
す。そのなかで日本語が話せる環境があることは本当に幸せで
した。時々集まって話すだけで、また頑張ろうと思えます。ま
た、お互い辛いときは励まし合って勉強も頑張れました。

日本語教育
私は、副専攻で日本語教育を学んでいます。そのため、日本

語教師の方にお願いして、1年間日本語基礎クラスの授業に参
加させてもらいました。たくさんの学生が日本に興味を持って
くれることをすごく嬉しく思うと同時に、日本語を文化など交
えながら教えていく方法を学びました。先生との直接の交渉で
行っていたもので単位には結びつかないし、大学とは関係があ
りません。ただドイツでは、日本よりも言ってみればなんとか

なる、ということがよくあります。自分が挑戦したいことに対
しては貪欲にトライしてみてください。

思っていた以上に、この1年間で本当にたくさんのことを経
験してきました。バイエルン方言（本来のドイツ語と全然違っ
て全然理解できないけどいつか制覇したい笑）を目の当たりに
することで言語自体についてもっと興味が広がったり、シリア
からの難民の子供たちとの出会いから今まで見えていなかった
世界が見えてきたり、日本にいては全くつながりのなかった人
や文化からたくさんのことを学ぶことができました。ドイツの
学生たちの知識の深さ、勉強への熱心さにもとても刺激されま
した。この1年間で得たものを生かし、まだ自分の足りていな
いところを補い、残りの学生生活をさらに充実させたいと思い
ます。よく「人それぞれの留学がある」と言われますが、本当に
その通りです。ここでは伝えきれないことだらけですが、留学
してみたらきっとわかります。ぜひ皆さんも「私だけの留学」を
手に入れてください。

人間社会学域国際学類　橋本杏佳音
私は、2014年の8月末から、2015年の7月末までの11ヶ月

間ドイツのレーゲンスブルク大学に留学していました。レーゲ
ンスブルクはバイエルン州に位置しており、人口14万人弱のこ
ぢんまりとした街ですが、旧市街は世界遺産にも登録されてお
り、カラフルな街並みがとても美しいです。ドイツ第3の都市
と呼ばれるミュンヘンへは電車で2時間弱。街の主な移動手段
はバスですが、必要な物は徒歩圏内に集まっていて、とても住
みやすい街です。また、ドイツで一番飲み屋さんの密度が高い
街なんだとか…！

留学前
私は物心ついた頃から海外というものに憧れのような、興味

のような、なにか引きつけられるような気持ちを抱いていまし
た。日本だけでなく、色んな世界を見てみたい。そんな漠然と
した思いから「留学制度の整った大学、学部」を探し、金沢大学
に入学することになりました。現在私は米英コースに所属して
いるので、周りの学生たちは英語圏の大学を志望するわけです
が、私の場合、せっかくだから初習言語として始めたドイツ語
を続けたいなという思いと、英語力をさらに伸ばしたいという
思いの間に長い期間揺れることになりました。しかし先生に相
談すると、英語もドイツ語もどっちもやってみればいいんじゃ
ない？とあっさり返され、あれだけ悩んでいたのが嘘みたいに
妙に納得してしまったんです。二兎を追って、二兎を得てやろ
う！と、自分の中に火がついた瞬間でもありました。

留学中
レーゲンスブルク大学には、学期の始まる前にインテンシブ

コースという語学集中コースが開講されています。初日にクラ
ス分けのテストを行い、そのレベルに基づいてクラス分けがな
されるのですが、クラスの子たちは自分と同程度のレベルの子
たちのはずなのに、みんなすごく話せるんですね。テストを受
けて、私がクラスで一番の成績をとったとしても、明らかにみ
んなの方が言葉での意思表示が上手でした。一年しかないん
だ、間違えるのが怖いから、なんて言ってる場合じゃない！と
思いつつも、なかなか言いたいことを口にできない自分が居
て、自分の感情や意見を上手く伝えられないもどかしさを感じ
ることはしょっちゅうでした。そこで私をサポートしてくれた
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のがタンデムパートナーの存在でした。現地の日本語を学んで
いる学生と私たち留学生が互いに互いの言語を教え合うという
ものがタンデムの制度です。タンデムの制度に決まりはありま
せん。私は必ず週1回は会って話をしたり課題を見てもらった
り、一緒にご飯を作って食べたり、旅行に行ったりしていまし
た。私のつたないドイツ語をちゃんと聞いて理解しようとして
くれるので、このパートナーとの時間が自信につながり、普段
の生活やクラスでも発言ができるようになっていきました。

この一年は色んなことに挑戦しよう！ということで、留学生
だけで作り上げる劇のクラスに参加しました。劇の経験なんて
小学生以来で、しかもドイツ語で、ということだったのでかな
り不安はありましたが、様々な国からの留学生が母国語とは異
なる言語を用い、一年間を通して一緒にひとつのものを作り上
げるという経験はなかなかできるものではないですし、なんと
いってもとても良い思い出になりました。個人的にこの授業は
とてもおすすめです！また、シンガーソングライターでもある
私のタンデムパートナーのコンサートに招いてもらい、日本の
曲を一緒に歌ったりもしました。こういう経験もすべて、私が
一年前にドイツを留学先として選んだことから始まったのだな
あと思うと感慨深いです…。

困ったことといえば、お店の開店時間です。24時間営業が当
たり前な私たちにとって、毎週日曜は休業、20時には閉店する
スーパーはかなりネック。最初のうちは日曜の分の食材を買い
忘れることもありました。また、おそらくほとんどの寮、家、
バスなどにエアコンが設置されていません。普段はエアコンな
しでもしのげる暑さだそうですが、今年の夏は猛暑だったらし
く、満員の通学バスなんて本当に吐き気がするほどの暑さでし
た…。暑い日にはこぞってドナウ川で水浴びをしている人を良
く見かけました。笑

留学を終えて
留学を終えた今はっきりと言えることは、留学をして本当に

よかったということです。語学力アップの面や異文化交流につ
いてはもちろんですが、それだけではありません。ひとつは、自
分を見つめ直す、ゆっくりと一人で考える時間ができたこと。
私は基本的に暇があるのが嫌いで、日本にいる間は学校、アル
バイト、遊びなどの予定をフルに詰め込んで毎日忙しく生活し
ていました。ドイツではアルバイトがない分必然的に時間が空
きましたし、日本ほど色々なことに悩む必要がなかったように
思います（たとえば人間関係をとっても、ヨーロッパの人は日
本の人よりも良い意味でガサツというか、さっぱりしていると
いうか）。そのためこの一年間はたくさん自分のことについて
考えましたし、精神的にも非常に成長することができたと感じ
ています。また、ドイツを選んでよかったと思うことの理由に、

その地理的条件が挙げられます。ドイツはヨーロッパの中心あ
たりに位置しているので、比較的単発の旅行に行きやすかった
と思います。留学を志す理由のひとつに、日本とは異なる世界
を見てみたいという思いがあった私にとって、これは大きなポ
イントでした。ドイツと隣接した国々へは週末を利用して電車
やバスを使って安く旅行することができました。

最後になりますが、今留学を迷っている方にはとにかくぜ
ひ、行ってきてほしいです。言葉にできないものを感じる瞬間
が多々あります。日本では感じられないことやもの、人に出会
う場面もたくさんあるでしょう。そういった経験を経て一回り
も二回りも成長したみなさんが、私たちと同じ様に素晴らしい
一年を振り返りながらこの報告書を書いている姿が目に浮かび
ます。

人間社会環境研究科人文学専攻　千田　紗綾
私は2014年3月～2015年2月にかけて、ドイツのレーゲン

スブルク大学に留学していました。修士論文に向けた研究とド
イツ語運用能力の向上を目的として、私はレーゲンスブルク大
学への留学を決意しました。ここでは、留学中に体験したこと
や留学前後のことについてお話したいと思います。留学に少し
でも興味を持ってくれている方々や留学しようかどうか迷って
いる方々の参考になれば幸いです。

留学前
留学前の準備として、まず諸手続きがあります。1つ目は寮

の申請です。申請書には、もし希望があれば、どういった寮（街
の中にあるのか、大学付近にあるのか、自室にトイレとシャ
ワーがついているのかなど）を希望しているのか、月に最大い
くらまで支払えるかといった条件を書くことができます。私
は、自室にトイレとシャワーがついている寮がいいという希望
を出しました。2つ目は、期日までに学生共益費（バスの定期券
などを含む）と寮の敷金礼金をレーゲンスブルク大学に支払わ
なければなりません。私は当時、500ユーロほど支払いました。
もうひとつ、私は留学するまでレーゲンスブルクを訪れたこと
がなかったため、現地の街や大学について調べたり、過去の派
遣留学報告書を読んで現地での生活をイメージしたりしていま
した。また語学の準備として、日常生活や困ったときに使えそ
うな文章を、日頃からドイツ語で書き出すことで、現地での生
活に備えました。

留学中の経験
現地に到着後、大学でオリエンテーションがありました。

チューターの方が6～7人いて、銀行や保険、学生寮の手続き
を手伝ってくださいます。わからないことはチューターの方
に質問すると、優しく丁寧に答えてくださいました。その後
1カ月の集中語学コース（Intensivkurs）に参加しました。事
前にクラス分けテストがあり、レベル別（A1～C2）に授業を
受けることになります。この語学コースにも最後に試験があ
り、その試験に合格すれば、本学期（Sommersemesterと
Wintersemester）の授業では次のレベルに進むことができ
ます。本学期の授業には、必修科目と選択科目があります。
Textarbeit（文法）、Schreiben（書く）、Sprechen（話す）、
Hörverstehen（聞き取り）の4つが必修授業で、この科目の
試験にすべて合格すれば次のレベルの授業を受けることができ
ます。その他に、Landeskunde（地域文化）、Phonetik（発
音）、Literatur（文学）など個人で自由に選択できる授業もあり
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ます。集中語学コースや普段の授業には、世界各国から多くの
留学生が参加しています。日本人の友達と共に、留学生と定期
的にお互いの母国の料理を作って食べる機会を多く設け、チェ
コ人、スペイン人、韓国人、中国人など多くの留学生と交流を
持つことができました。留学生と家族や大学の制度、政治や文
化など、たくさんのことを語り合う中で、たくさんの刺激を受
けました。

もちろん留学生だけではなく、ドイツ人との交流もありまし
た。レーゲンスブルクでは週に一度、街の中にあるレストラン
でドイツ人と日本人との交流会が開催されていました。そこで
はドイツ語と日本語を交えて自由に話をすることができ、私に
とってはいちばん気楽にドイツ語を話せる場所でした。最終的
には、そこで知り合った人と、一緒に日本料理を作ったり、映
画を見たり、日帰り旅行をするまでに仲良くなれました。時に
は楽しい話をしたり、時には悩み事を聞いてもらったり、日本
以外の場所でもかけがえのない友人を作ることができました。
他にも、ドイツ人と日本人が定期的に会い、お互いの母語を教
え合うタンデムという制度もありました。私も、現地で日本語
を教えている日本人の方にドイツ人学生を紹介していただき、
タンデムパートナーと週に一度会う時間を設けていました。

留学中は楽しいことだけではなく、自室のトイレが水漏れし
たり、部屋にクモが出て困ったり、日本から届いた荷物の受け
渡し時にトラブルがあったりと、ハプニングに遭遇したことも
数多くありました。そんなときは1人で問題を抱え込もうとせ
ずに、大学の事務の方や家主さん（Hausmeister）、ドイツ人
の友人など周囲の方々の助けを借りたり、自分の意見を物怖じ
せずに主張したりすることで、問題を解決することができまし
た。色々な方々の助けを借りることで、常に感謝の気持ちを忘
れずに過ごすことができました。

最後に、私の留学当初の目的は修士論文に向けた研究とドイ
ツ語運用能力の向上でした。結果として目的を達成できたと感
じています。私の研究に関する本を執筆された先生がレーゲン
スブルク大学にいらっしゃったことから、その先生の授業に参
加させていただいたり、実際に先生から修士論文についてアド
バイスをいただくこともできました。さらに苦手であったドイ
ツ語を「話す・聞く」能力を高めることもでき、現在もドイツ語
のネイティブの先生の授業に参加し、ドイツ語能力の維持に努
めています。

こうやって留学生活を思い起こしていると、常に新しい発
見、新しい出会いの連続で、約11ヵ月間本当に有意義な日々を
過ごしていたのだなと実感しています。留学を後押ししてくれ
た家族や友達、留学に向けて相談にのってくださった先生方や
留学生係の方々には大変感謝しています。この場を借りてお礼
申し上げます。

留学後
私は2月下旬に帰国してすぐ、3月から就職活動を始め、8月

に内定をいただきました。現在は修士論文執筆に取り組んでい
ます。就職活動中もドイツにいた頃と同じように、自分の思い
をしっかり伝えることを心掛けましたし、何よりも自分のペー
スで前に進んでいくことを大事にしました。留学中に自分の意
志を強く持っている海外の学生と出会う中で、自身を周囲と比
較するのではなく、たとえ遠回りをしても自分のペースを崩さ
ず、自分にとっていちばん良い選択をすることが大切なのだと
強く感じました。その考えが就職活動中にも活かされたと感じ
ています。

金沢大学での学生生活も残すところわずかとなりましたが、

海外で勉強することの魅力を後輩に伝えていきたいですし、今
後留学を考えていたり迷っていたりする後輩の助けになれるよ
う、様々なことをアドバイスさせていただきたいと思います。
何かあれば、いつでも相談にのります。私も2年前にこの派遣
留学報告書を読んで、「ドイツに1年間留学してみたい」と感じ
ました。今この報告書を読んでいる皆さんにも、留学に興味を
持っていただけたら嬉しいですし、留学を考えている皆さんの
後押しになれたら嬉しいです。海外で生活するということに対
して、私は当時不安しかありませんでしたし、最初はホーム
シックに悩まされることもありました。しかし、周囲の多くの
方々の支えのおかげで乗り越えることができましたし、今では
素敵な思い出ばかりです。一歩前に踏み出し挑戦してみること
で、その先に新しい世界が見えてくると思います。皆さんの留
学が実り多いものになるよう願っています。

ドイツ

デュッセルドルフ大学
人間社会学域人文学類　大久保孝美

私は、平成26年10月から約10ヶ月間、ドイツのデュッセル
ドルフ大学に留学していました。私にとって、留学するきっか
けとなったのは毎年9月ごろに開催されているレーゲンスブル
ク大学でのサマーコースでしたが、2年生の前期からぼんやり
と考えていた卒業論文の関係で、「もっとさまざまなドイツの
都市を見てみたい」と思ったことから、学生証さえあれば（た
だし、学期ごとに180ユーロほど払わなければいけないのです
が）ケルンやアーヘン、ミュンスターといった日本の観光ガイ
ドにも載っているような都市や、ドルトムントやゲルゼンキル
ヒェンなどといったサッカーファンなら誰もが知っている都市
に行くことができるデュッセルドルフ大学への留学を希望しま
した。この決定の前までは、金銭面が大きな障害となり、留学
するかどうか悩んでいましたが、先生方や留学経験のある先輩
方のお話を聞いて、おおよその留学費用が、もし奨学金選考に
漏れたとしても自分で稼いで賄える額だと知り、応募するに至
りました。

留学前準備
7月下旬ごろに5月に申請した寮の申し込み結果が分かり、

私のところには入居可能な寮の部屋がなかったと、先方の大学
から連絡がありました。あとで知ったことですが、そのときは
ちょうどドイツ国内でもギムナジウム（日本で言う小学校高学
年から高等学校までにあたる学校）の在籍年数変更によって学
生が増加したため、寮不足に陥り、結果として私たち派遣留学
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生に寮が与えられない状況になっていたようでした。アパート
探しもしましたが、なかなか難しく、相談していた友人の実家
の1室が空いているということで、そこに住まわせていただく
ことになりました。それ以外の準備としては、ドイツ留学の場
合、ビザはドイツ渡航後に申請することになっており、ドイツ
語の勉強をしておく以外はあまりありませんでした。しかし、
経済能力の証明がビザの申請にあたっては必ず必要になるの
で、奨学金をもらう予定ならば、その英語版証明書を取得して
から渡航しなければなりません。もし、親族からの仕送りで生
活する予定ならば、総領事館へ行って経済能力証明書を取得し
なければならないので、注意したほうが良いです。

渡航後の手続き
渡航後にしなければならない手続きとして、携帯電話の購

入、住民登録、健康保険契約、ビザの申請があります。特にビ
ザの申請は予約するのが遅いとビザ申請の書類を提出しなけれ
ばいけない日も遅くなってしまい、3ヶ月以内にビザがもらえ
ない可能性が高いので、早めに予約した方が良いと思います。
しかし、こうした手続きはたいていの場合、チューターが付き
添ってくれるので、難しい単語が飛び出してきても安心です。
さらに、デュッセルドルフ大学に現代日本学科があることも
あってか、チューターをしたいという学生が多く、ほぼ1人の
留学生に1人のチューターをつけてくれます。

大学について
デュッセルドルフ大学には、たくさんの日本の協定校がある

ため、日本人留学生が多くいます。そのため、協定校からの
留学生のためのドイツ語コースが開講されています。週5コマ
で、比較的少人数なので、わからないことがあったら気軽に聞
けるところがメリットだと思います。しかし、受講者のほとん
どが日本人なので（学期によっては韓国人の学生が参加したり
していますが）休憩中はどうしても日本語での会話になってし
まうのがデメリットともいえます。もう一つのドイツ語コース
は主にヨーロッパの学生が参加していますが、協定校からの留
学生も受講可能です。母国語がドイツ語でない正規生も参加し
ていることもあります。もちろん、正規生用の授業も取る事が
でき、私は聴解の練習も兼ねて、現代日本学科の授業に参加し
ていました。

また、日本語を学ぶ人とドイツ語を学ぶ日本人のための交流
会が月に1度ありました。それだけでなく、さまざまなイベン
トもあるので、そこで友達を作るのが基本です。あとは大学
が主催している『mate for you』というプログラムを活用する
のも手です。これは外国人学生とドイツ人学生が、2人一組に
なって活動するというプログラムです。これも月に1度全体の
交流会があり、そこで自分のmate以外とも交流できます。

デュッセルドルフについて
なんといってもデュッセルドルフには日本人が多く住んでい

て、街でもよく見かけます。治安も悪くはないです。私は家が
遠く、朝早く起きて夜に帰るという生活をしていたため、電車
でついうとうとしてしまっていましたが（実際はなにがあるか
わからないのでしないでください）、コートなどのポケットに
何も入れない、斜めがけのかばんの紐を腕にぐるぐると巻き付
けたうえでかばんを抱きかかえて電車に乗るというように防犯
を徹底していたので、怖い目にあうこともありませんでした。
ただ、なかには財布をすられたり、携帯電話を取られたりした
子もいたので、必ずしも治安がいいわけではないです。

また、比較的大きな都市なだけあって、市民大学やGoethe-
Institutといった大学以外の場所でドイツ語を学ぶ機会があり
ました。私は実際に春休み期間中、市民大学に通いましたし、7
月にはGoethe-Institutが行っているテストも受けました。探
せば、個人で経営している語学学校のようなところもあるよう
で、そこに春休み中通っている学生もいました。

おわりに
留学は簡単なものではありません。なかなかドイツの文化に

馴染めず、ドイツ語で自分の意思が伝えられなかった留学当初
のことは、今思い出しても恥ずかしくなりますし、いろいろ悩
んだり、ドイツ人の友人と喧嘩したり、日本とドイツの生活の
違いからくる態度の差で怒られたこともあり、全部が全部いい
思い出かと言われればそうではありません。しかし、こういっ
た経験があったからこそ、日本にいたときよりももっと自分に
向きあう事ができて、自分が将来何をしたいのか、どういった
人間になりたいのか、などといったことを考えることができま
した。はじめに、留学費用の問題で迷っていた時に相談に乗っ
ていただいた先生方や留学経験のある諸先輩方には、感謝しか
ありません。また、もし金銭面で留学するかどうか迷っている
方がいるならば、まず先生方に相談することをおすすめしま
す。強い希望があれば、必ず力になって頂けると思います。

人間社会学域国際学類　井内　　良
はじめに

私は2014年10月から約10か月間、ドイツ・デュッセルドル
フにあるハインリッヒ・ハイネ大学（デュッセルドルフ大学）に
留学しました。デュッセルドルフで学ぶために〈渡航前に知っ
ておきたいこと〉と〈学期中の授業や生活について〉の2点にし
ぼってお伝えしようと思います。

渡航前に知っておきたいこと
まずデュッセルドルフは、ドイツの西にあるノルトライン＝

ヴェストファーレン州（NRW）の州都で、日系企業がヨーロッ
パの拠点として多く集まる商業都市として知られています。日
本人の在住者数は約8,000人（2013年）で、ヨーロッパ内では
ロンドン、パリに次いで第3位の数です。中央駅前の大通りを
歩けば、日本人が経営する飲食店はもちろん、スーツ姿の日本
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人ビジネスマンや駐在員を多く目にします。
渡航前に心配なのが、ビザや銀行口座、保険等の手続きにつ

いてだと思いますが、これらはドイツに入国してから行いま
す。入国後3か月間は、空港でパスポートに押されるスタンプ
が観光ビザの代わりになるので、その間に現地で住民登録や保
険加入、銀行口座の開設などを進め、書類を用意してビザを取
得するという流れになります。

住居については、ほとんどの留学生が学生寮で生活します
が、私の場合、定員オーバーで学生寮に入れず、先生の助けを得
て一般の共同住居（WG）を借りて、そこに住みました。一時は
住まいが見つからず、どうなるかと思いましたが、家賃などは
学生寮とあまり変わらず、立地もとてもよかったので、今では
結果オーライとして受け入れています。今後留学生が皆学生寮
に入居できるよう対策が打たれるそうなので、私のようなケー
スはなくなっていくと思われます。

学費については、ドイツのほとんどの大学が無料で、デュッ
セルドルフ大学に関しても学費を支払う必要はありません。た
だし学期ごとに学生証の発行が必要で、その際260€ほど支払
わなければいけませんが、この学生証はNRW州全域の公共交
通機関（特急を除く電車、バス、トラム）を無料で利用できるセ
メスターチケットの役割も兼ねているので、非常にお得で便利
です。公共交通機関が非常に発達しているので、日々の通学は
もちろん、同州のケルンやボンにも交通費をかけずに行くこと
ができます。

案外大きな出費になるのは保険料です。保険の加入はビザの
取得に不可欠で、必ずドイツの保険会社のものに加入します。
私や同時期に留学していた友達のほとんどが月80€ほどの保
険料を払っていました。ドイツは保険料が高いということを事
前にご両親などと話しておくことは大事でしょう。

学期中の授業や生活について
デュッセルドルフ大学では、語学コースの履修に際し、学期

初めにドイツ語、英語ともにクラス分けテストがあり、その結
果をもとに授業を選びます。語学の授業以外に一般学生向けの
講義やセミナーも受講することができます。最初はドイツ語の
シラバスを一人で調べるのは大変でしたが、そんな時はドイツ
人の友達に助けてもらいました。ちなみに私は前期に8コマ、
後期に6コマを履修し、主に語学の授業を取りました。キャン
パス内ではエラスムスという留学プログラムで来る欧州各国か
らの留学生を多く見かけますが、語学の授業でもトルコやイタ
リアやポーランドといった国の学生と一緒にドイツ語を学ぶ機
会があり、多国籍な教室は新鮮でした。

日本での生活と違ってアルバイトがない分、自由な時間はた
くさんありましたが、大学で友達と宿題や勉強をしたり、遊び

に行ったりしていると自然と予定は埋まっていきました。毎月
第一木曜日の夜は、Stammtischという、デュッセルドルフに
住む日本人や、日本に興味を持っているドイツ人のための大き
な集まりがあり、そこで新しい人と知り合ったり、友達と会う
のも楽しみのひとつでした。

生活の中でドイツ人や他国の留学生の友達を作るのはもちろ
ん大切ですが、日本の他大学から来た留学生とつながりを持つ
ことも同じくらい大切でしょう。デュッセルドルフ大学は、金
沢大学の他に琉球大学や千葉大学、南山大学などとも協定を結
んでいるため、それらの大学からの留学生と一緒に留学生活を
送ることになると思います。彼ら彼女らとは、きっと帰国して
からも続く付き合いになるのではないでしょうか。

また私は後期から日本語を勉強しているドイツ人とタンデム
を組んで、週に一度宿題を手伝ったり、会話の練習をしたりし
て、お互いの母国語を教え合っていました。タンデムパート
ナーを見つけることは、言葉を勉強するためだけでなく、一緒
に一生懸命勉強できる仲間をつくるという点でも大切だと思い
ます。

おわりに
デュッセルドルフは、日系企業がヨーロッパの拠点として多

く進出しており、至る所で日本人を見かけます。日本人が経営
する飲食店や美容室も多く、日本の出版物を取り扱う書店では
月刊のファッション誌やマンガも売られています。アジア食品
のスーパーでは、日本の調味料からスナック菓子まで何でも揃
います。つまり自分次第では、ドイツ語を使うことなく、日本
と同様の生活が送れてしまうような場所なのです。ですから日
本人がいない、周りは外国人ばかりという環境で留学したい人
にはあまりおすすめできません。しかし逆にいえば、日本人駐
在員や日系企業で働く人と接する機会も多く、そうした業界の
第一線で働く人の声を生で聞いたり、繋がりを持つこともでき
ます。デュッセルドルフを留学先にするからには、こうしたコ
ミュニティとの付き合い方も大切です。ともあれ都会的で非常
に住みやすく、たくさんの出会いにあふれている街ですので、
ぜひ一度留学先として検討されてみてはと思います。

人間社会学域国際学類　加藤　　諒
私は一年間ドイツのデュッセルドルフ大学に留学しました。

私がデュッセルドルフ大学を選んだ理由は、そこで好きなサッ
カーを通じてドイツ語を学べると思ったからです。デュッセル
ドルフが属するノルトラインヴェストファーレン州には、BVB
ドルトムント、シャルケ04、ボルシアMG、レバークーゼン等、
ドイツ屈指のチームがそろっています。街中でのサッカーファ
ンたちの熱気を感じながらドイツ語を使ってコミュニケーショ
ンがとりたいと思っていました。また、デュッセルドルフには
約5000人の日本人（デュッセルドルフの人口は約60万人）が住
んでいて、ヨーロッパで三番目の日本人街が形成されています。
私はここに住んで働いている日本人にも興味がありました。

留学前に準備しておくこと
ドイツ語での会話の練習をしておくべきです。私は留学前に

ドイツ語をあまり話せなかったので、留学してからすぐは聞き
取れず困りました。私は大学の寮でほかの国からの留学生と一
緒に住んでいて、彼らとは英語でコミュニケーションをとりま
した。どちらの言語も勉強しておいて損はないと思います。ビザ
等は渡航後に取得するので、準備はほとんどいりませんでした。
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留学中のこと
留学中に苦労したことは、語学と事務手続きの問題でした。

先にも述べましたが、デュッセルドルフには約5000人の日本
人が住んでいます。デュッセルドルフ大学にも交換留学で来て
いた日本人学生が20人ほどいました。日本人のいないところ
に留学に行った方が語学の学習にはよいとはよく言われるので
すが、私の選んだところはそういった大学ではありませんでし
た。最初の学期には日本人だけで構成される少人数クラス（ 6
人）が、ほかの国からきている留学生とのクラスのほかに週に
5コマあり、休憩時間はともかく授業中にも日本語がちらほら
飛び交います。初めの数か月は、「なぜ留学先で日本人とこんな
にかかわらなければいけないのだろう」と思い、ドイツ語を勉
強する意欲を早々になくしていました。しかし、モチベーショ
ンのなかった当時に転機が訪れたのは、12月のクリスマス休み
にベルリンへ旅行に行った時のことでした。当時の私は、ドイ
ツ語に自信を持っていなかったのですが、周りのドイツ人たち
の会話や店員の話などを聞いていると、「あれ、なんか前よりわ
かる」と思い、少し自信を取り戻すことができました。デュッ
セルドルフに戻ってからは、積極的に授業で発言するようにな
り、期末テストでも想像以上の点数を取ることができました。

事務手続き関係の中で、デュッセルドルフに留学している多
くの人が苦労するのがビザの取得です。デュッセルドルフは移
民が多いので、外国人局がかなり混み合い、私がビザ取得の面
接の予約が取れたのが、ドイツに着いてから5か月後でした。
さらに、最初の面接でビザがもらえなかったので、最終的には
7か月目にしてやっとビザをもらえました。私の場合、ビザだ
けでなく、郵便物が届かない、銀行口座が閉じられる、保険会社
からお金を請求されるなど、多くの問題があり、問題だらけで
イライラしていた時期もあったのですが、助けてくれたドイツ
人の友人やチューターのおかげで解決することができました。
しかしこういった日本とは違う社会の仕組みを身をもって体験
できたので、いい経験だったと思います。

寮のこと
私が生活していた大学の寮は、3人でのシェアハウスでし

た。最初はほかの国の留学生とどんなふうに生活したらいいの
か不安でしたが、外食やパーティーを一緒にすることで、打ち
解けて暮らしやすい家にすることができました。彼らとは英語
でコミュニケーションをとっていたので、英語も上達させるこ
とができました。

サッカーのこと
ドイツでは週末にサッカーのブンデスリーガのリーグ戦が開

催され、スタジアムだけでなく街中のパブで現地ファンと観
戦しました。日本にはない環境で友人とサッカー議論をしま

した。スタジアムで試合を観戦していた際には、応援していた
チームが負け、相手チームのサポーターに絡まれたときに冗
談で返したのもいい思い出です。好きなものは留学先で武器に
なると思います。これから留学を考えている方は、何か好きな
ものが一つあると、交友関係の輪が広がり、語学へのモチベー
ションになるのでいいと思います。

日本人とのかかわりのこと
私は大学での2学期が終わってからは、デュッセルドルフで

働いている日本人に話を聞いてみたいと思い、週一で社会人の
コミュニティでのサッカーに参加しました。インターンシップ
等はやらなかったのですが、ドイツで働く人、起業した人など、
オフの彼らの話を聞くことができました。日本との働き方や時
間の使い方の違いを実感し、将来のプランを考える際の良い刺
激となりました。

デュッセルドルフはほかの留学先とは異なって日本人がかな
り多いのが特徴です。そんな中で、モチベーションに影響して
くるのもこの環境だと思います。この環境で経験を生かすも殺
すも自分次第だと思うので、デュッセルドルフに留学を考えて
いる方はしっかり目的をもって応募してほしいと思います。

おわりに
デュッセルドルフでは言語の習得を目標にしていたのです

が、ドイツ語の授業の外で学ぶことが多かったと思います。友
人との会話や、サッカーなどを通してドイツ人の休暇や余暇の
使い方、生き方などを学んだことは、今後の将来の計画に大き
な影響を及ぼしそうです。また、事務手続き関係で非常に困っ
たときに、ドイツ人の友人やチューターが助けてくれたので、
金沢大学にくる留学生が暮らしやすいように積極的にサポート
していきたいと思います。

アイルランド

ダブリンシティ大学
人間社会学域国際学類　山岸　由奈

はじめに
Dia duit! （ゲール語でこんにちは！）
アイルランドと聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょう

か？「え、北欧？」ちゃいます。イギリスのお隣の島です。「な
んか寒そう。」そうね、結構北にあるからね。でも大半の友人は
アイスランドと勘違いしていました。「酒飲みの国！」その通り
です。こう思った方はツウな方ですね。

アイルランドに留学へ行くと周りの人に伝えると、はてなを
浮かべる人が多く、何語を勉強してくるのかと尋ねられたりし
て、アイルランドは日本ではマイナーな国だなぁと思いまし
た。しかし、アイルランドはEUに加盟しており、また通貨が
ユーロで公用語が英語なので、Facebookなどの英語系の大企
業がヨーロッパの拠点とする、結構重要な国だったりするので
す。また、「エメラルドの島」と称されている通り、美しい自然を
有する素敵な国でもあります。そんなアイルランドの魅力と、
そんな国での留学生活の中で得たことをこの報告書の中で述べ
ていきたいと思います。

アイルランドでの生活
よく寒そうとか、雪がすごそうとか言われますが、アイルラ

ンドはそんなことありません。雪はまったく降らず、私がいた
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時はかすかにちらつくだけでした。夏も暑くなく、最高気温が
21℃前後と、大変過ごしやすいです。（避暑にオススメです。）
ただ、一年を通して小雨が多く、風の強い日が多いので、ウィ
ンドブレーカーやマウンテンパーカーを羽織っている人が多く
見受けられました。

私が住んでいたところは、ダブリンのシティセンター（中
心街）までバスで15分程度の場所で、よくシティセンターへ買
い物に行っていました。ダブリンはアイルランドの首都なの
で、欲しいものがなくて困るといったことはありません。首都
といっても治安はとても良く、安心して過ごすことができまし
た。（勿論最低限の注意は必要ですが。）

そしてアイルランド人はとっても親切でフレンドリーなので
す。道に迷っている様子の人を見かけるとすぐに声をかけて助
けてくれるし、パブの店員さんやそこに通っている地元の方は
にこやかに話しかけてくれて会話を楽しんでくれるし、スー
パーで分からないことがあったら優しく助けてくれるし、こ
の優しさに留学中何度か助けられました。イギリスの新聞The 
Telegraphが 選 ん だThe world’s friendliest citiesで1位 に
ゴールウェイ、3位にダブリン、4位にコークと、アイルラン
ドの都市が上位を占めているのです！（ちなみに京都は13位に
ランクインしていました。）

さて、先程ちらっと触れましたが、アイルランドの生活で欠
かせないものといったらやはり「パブ」です。パブはお酒を提供
する場所ですが、地域の人々（小さな子供からお爺ちゃんお
婆ちゃんまで！）が集まり、飲み物を片手に交流を楽しむ場と
なっています。アイルランドのどんなに小さな村でも必ず生活
の中心としてパブが存在しているくらいに、パブは欠かすこと
のできないものなのです。私はしょっちゅう友達と一緒にパブ
へ行き、友達と談笑し、店員さんや地元の方々との会話を楽し
んでいました。また、パブではよく音楽の演奏がなされており、
地元の方々と楽器でセッションしたり、一緒に歌ったりして楽
しんでいました。

学校生活について
ダブリンシティ大学（以下DCU）では、一部の授業を除いて

ほとんどの授業を留学生がとれるようになっています。私は留
学生用の英語の授業と、現地の学生が受けるような教育系や言
語系の授業、そして色々な国の学生が一緒に受ける異文化コ
ミュニケーションの授業等を取っていました。DCUは留学生
の数が多いため（ヨーロッパ各国やアメリカ、南米、中東、アフ
リカなどナショナリティーは本当に様々です）、異文化コミュ
ニケーションの授業では色々な国の文化、コミュニケーション
の取り方、マナーなどの違いをネイティブから学ぶことが出来
たので面白かったです。私がとった授業はグループワークをす
ることが多く、はじめのうちは相手の言っていることが理解で
きなかったり、自分の言いたいことがなかなか伝わらなかった
りと苦労しました。しかし、あきらめずに根気強く何度も伝え
ようと努力したり、言い換えをしてみたり、アイリッシュの
ルームメイトに助けを求めたりすることで、なんとか乗り切る
ことができたと思います。

また、学校生活を充実したものにするためにSocietyと呼
ばれるサークルに所属することをオススメします。私の友人
もSocietyに所属している子が多く、週末ハイキングへ行った
り、ロッククライミングをしに郊外へ出かけたり、ダンスの大
会で他の都市へ行ったり、中には音楽演奏のため海外遠征をす
るSocietyもありました。日本のサークルと同じで、Society
に所属することで友達の輪を広げやすくなります。私は何個か

Societyに入っていましたが、Japanese society（以下JSOC
とします。）の活動によく顔を出していました。このJSOCを通
して沢山の友達ができましたし、なんとあのSt. Patrick’s Day
のパレードにも参加することができました。St. Patrick’s Day
はアイルランドの守護聖人であるSt. Patrick（愛称Paddy）を
盛大にお祝いするお祭りです。街中、国中が緑色に染まります。
日本でもパレードを行っていますし、他の国でもお祝いします
し、アメリカでは結構大きくお祝いするみたいなので、機会が
あれば是非参加してくださいね！ 

そして、アイルランドの国技であるハーリングのチームを日
本人留学生でつくり、地元のジュニアチームと対戦するという
貴重な体験もすることができました。ハーリングとはホッケー
と野球を混ぜたようなスポーツで、アイルランドでものすごく
人気のあるスポーツです。大きな試合の日になると街中が応援
ユニフォームを着た人たちでごったがえし、パブで観戦する人
も沢山います。今年は18人の日本人留学生が集まり、約6週間
の練習を経て試合に臨みました。結果は負けでしたが、対戦相
手が“Well done!!”と言ってくれたり、地元の方々が喜んでくだ
さったのが凄く嬉しかったです。ちなみにこのハーリング日本
人チームのお話ですが、2015年9月6日の朝日新聞GLOBEに
ちらっと載ったので、興味を持った方は是非見てくださいね！

おわりに
限られた字数の中でアイルランドとDCUの魅力をお伝えし

ようと工夫したのですが、うまく伝わったでしょうか？留学へ
行く際は、その国のこと、その大学のことをよく知ってから行
くことがとても重要です。留学計画書を書くときは、何故その
国が良いのか、何故その大学が良いのか、しっかりと自分のや
りたいことを明確にし、どこへ留学すればそれができるのかを
調べることが大事です。私の文を読んで少しでもアイルランド
に興味を持った方、是非アイルランドへの留学を検討してみて
ください！また、留学に少しでも興味を持っている皆さん、是
非一歩踏み出してみてください。素敵な出会いが待っています。

それでは、Slán!（ゲール語でさようなら！）

人間社会環境研究科人文学専攻　藤井　志帆
私は2014年9月から2015年4月末まで、金沢大学の平成

26年度派遣留学生としてアイルランドのダブリンシティ大学
（以下、DCU）に留学しました。「アイルランドへ約1年間留
学していました！」と言うと大抵の人からは「うらやましい！
オーロラ綺麗だった？」「寒かったでしょう。温泉は入ってき
た？」（オーロラも温泉もアイルランドじゃなくてアイスラン
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ド！）「へー！スコットランドいいね！」（いや、アイルランドっ
て言ってるじゃん！！）といった反応をされます。そのためアイ
ルランドに留学している日本人学生の間では「アイルランドが
日本でどれほどマイナーか」という自虐的な話題でたびたび話
が盛り上がるのですが（笑）、実際はそんな影の薄さが信じられ
ないほどアイルランドは英語圏の留学先として多くのことを学
び、体験できる素晴らしい国です。そのため、英語圏での勉強
を考えている方には、ぜひ留学先の候補国にアイルランドを忘
れずに入れていただきたいです。アイルランドや大学の紹介は
共にDCUへ留学した山岸さんにお願いすることにして、私は
自分自身の行動の振り返りを通してみなさんへの助言をしたい
と思います。また、大学院生で留学することに興味をもってい
る人にとって、私の報告が少しでも参考になれば幸いです。

大学院生が派遣留学に臨むということ
私は金沢大学の学部4年生のときに派遣留学生の選考を受

け、金沢大学大学院に進学した修士1年の9月にダブリンへ旅
立ちました。進学をまたいで大学院生で派遣留学に行く人は多
くないですし、学部生での留学よりも苦労する点は少なからず
ありましたが、私はこの選択をして本当によかったと思ってい
ます。なぜなら、日本での大学/大学院生活もダブリンでの留学
生活も妥協なく過ごすことができたからです。派遣留学制度に
応募しようと決心したのは大学3年の夏だったのですが、その
年に応募すると4年生の秋からの渡航となり、就職活動や卒業
研究のことを考えると、半年しか留学できませんでした。せっ
かく留学するならできるだけ長く滞在したい、英語を習得す
るには1学期間だけではどんなに努力しても私には時間が足り
ないと思っていたので、大学院に進学してから派遣留学に参加
し、約1年間しっかり勉強することを決めました。平成27年度
の就職活動は、企業の広報活動が3月開始、採用・選考活動が
8月開始だったため、帰国してからも選考に参加することがで
き、自分の頑張り次第でトータル2年という最短期間で留学・
就職活動・修士研究を全てやり切ることができるというのも決
め手のひとつでした。

ちなみに、①留学先によっては学部の交換留学生として受け
入れられるため単位互換ができないこと、②留学すると現地の
大学生や日本人留学生がほぼ全員年下であること（特に疎外感
はありませんでしたが、周りに 18 ～ 21 歳が多いと自分はおば
さんか…と自虐的になることがたまにありました。笑）は大学
院生で留学する際に気をつけておくべき点です。しかし修了要
件を満たすために詰め込んだ渡航前の授業を通して専門知識を
ぐんと深めることができ、それが留学準備になりましたし、留
学中の人間関係では（欧米では特に）年齢差はそこまで問題に
ならないため、私にとってもあまり問題ではありませんでした。

留学生活中の目標と行動力
生まれて初めて海外で長期間過ごしてみて、自分自身の能力

不足や意識の低さを実感する機会が多々ありました。特にダ
ブリンに到着してからの3週間は、勉強に加えてアルバイトや
サークルも忙しかった日本にいるときの自分と比べて、圧倒的
に時間を持て余してしまい、いま私は何をするべきなのかとい
うことばかり考えていました。そこでまず、「とにかく行動する」
という極めてシンプルな目標を定め、大学の授業や行事だけで
はなくダブリン市内で行われるいくつかのミートアップ（集会）
にも足を運びました。ダブリンで開催されるミートアップは基
本的にパブで行われ、初対面の参加者同士おしゃべりをして親
睦を深めます。ミートアップに参加するたびに自分の弱点が人
見知りであることを実感し、またその理由が自分の英語に対す
る自信のなさが関係していることも分かったので、次第に空い
た時間でストイックに英会話の勉強をするようになりました。
実際に英語を使う以外にも、夜寝る前にその日うまく英語で言
えなかった表現（「とりあえず」や「この前」など些細なフレーズ
であればあるほどうまく言えませんでした）を調べてそれに関
連する英会話レッスンの動画を検索して観ていました。これら
の勉強を通して英語力に自信がついてくるとDCUでの交友関
係も広がり、時間を持て余すということがなくなりました。

次にわたしは「留学先でも自分の特技を生かす」という新たな
目標をたてました。私は約13年間ドラムを続けているのです
が、この特技を使えば「日本人」という枠組みを超え一人の人間
として評価してもらえるかもしれないと考えたのです。そこ
で、大学内の音楽部（Music Society）が毎年3月に公演してい
るGlee Liveというミュージカルのバックバンドメンバーを決
めるオーディションに挑戦しました。練習が厳しかったら勉強
がないがしろになるかも、留学生のいないアイリッシュだけ
の場でうまくやっていけるかな、と悩みは尽きませんでした
が、目標達成への貪欲さには代えられず「やってみないと分か
らない！とにかく行動！」と勇気をもってオーディションが告
知されたその日に受験しに行ったのでした。結果、複数いるア
イリッシュのドラマーを押しのけ合格することができ、Glee 
Liveに出演することができました。普段はとにかくのんびりし
ているアイリッシュとは思えないほどハードな練習を重ねるた
びに、ネイティブスピーカーではない私にも演奏の助言を求め
てくれたり、逆に演奏を改善するための提案をしてくれたり
と、信頼関係が築かれていることをひしひしと感じました。練
習の甲斐あり本番のステージは大成功に終わり、終演後には

「しほ最高だったよ、ありがとう」「来年も一緒にステージに出
たいのに」などと言ってもらえた時には、自分の目標は十分に
達成できたと感じました。

この経験から私が伝えたいのは、留学生活では自分に対して
ある程度具体的な目標を定めたほうが時間を無駄にせずにうま
くいくということです。また、目標がしっかり定まっていれば、
悩む場面に直面したときに「やらない後悔よりやった後悔の方
が良い！」と勇気をもって行動に移せるということも身をもっ
て感じました。ちなみに私はこのことが帰国後の就職活動でも
大いに役立ち、第一志望の企業に内定をいただくことができま
した。

これから留学するみなさんには、ぜひ目標と行動力をもって
異国で様々なことに挑戦していただければと思います。（そし
てアイルランドに興味を持ってくれればもう何も言うことはあ
りません。笑）読んでいただきありがとうございました。
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ノルウェー

ノルウェー科学技術大学
人間社会学域国際学類　海下麻理菜

私は2014年8月から2015年6月までノルウェー科学技術
大学に留学をしていました。周りに日本人がほとんどおらず、
日本とは全く違った環境下での生活は新しいことばかりで大変
でしたが、ノルウェーに留学することができて本当に良かった
と思います。今回はそんなノルウェーでの留学がどのようなも
のであったかを知ってもらい、少しでも興味を持ってもらえた
らと思います。

ノルウェーについて
ノルウェーと言えばサーモン、オーロラなどを皆さんは思い

浮かべると思います。私も留学に行く前はそう言った漠然とし
たイメージしかありませんでしたし、また、ノルウェーの公用
語はノルウェー語であるので英語圏ではない国で本当に英語が
学べるのだろうかという不安を抱きながらノルウェーへと旅立
ちました。実際にノルウェーに着いてみると驚くことがたくさ
んありました。例えば、夏は日照時間が長く天気がいい日には
夜中の2時くらいまで遠くの方に夕日が見え、朝まで真っ暗に
なることはなく、夜明けがずっと続いています。逆に冬にな
るとびっくりするほど日照時間が少なく、午前10時くらいに
明るくなったかと思うと、午後3時には真っ暗になります。気
温は7月が一年で一番暑くなるそうで、私が着いた時には少し
涼しくなっており、8月後半には少し寒くて薄めのコートを買
いました（笑）夏にコートだったら、冬はどんなに寒いのだろう
かと思うかもしれませんが、基本的に外に出るときは防寒対策
をしていきますし、日本と違って建物の中は暖かいので、寒さ
が苦手な私でも苦労することなく過ごすことができました。ノ
ルウェー人はとても礼儀があって穏やかで優しい人たちばかり
で、どことなく日本人と似ている部分を感じ、すぐに仲良くな
ることができました。肝心な英語についてですが、ノルウェー
ではみんな英語を難なくペラペラに話します。ですので、生活
するにあたり困ることもありませんでしたし、英語を勉強する
にも十分な環境でした。

授業システムについて
ノルウェー科学技術大学は、ノルウェーの第三の都市である

トロンハイムという場所にある総合大学です。基本的に留学生
向けの英語を学ぶ授業はほとんどなく、いきなり専門的な授業
を英語でとらなければならないので、最初は慣れるまでに苦労
しました。日本とは違い、授業時間や回数はその授業によっ

て全く異なります。週に一度、2時間のものもあれば、一方で
週に2回でレクチャーの日とセミナーの日がある授業もありま
す。授業では教科書や資料の予習が必須であり、それをもとに
グループディスカッションをすることもありました。福祉制度
が整っていること、また男女平等を推進していることでも有名
なノルウェーであったので、私は教育面に関する福祉制度につ
いての授業や、ノルウェーの文化とジェンダーについての授業
をとっていました。また、Global Englishという英語の起源、
英語の多様性や可能性について学ぶことができる授業もとても
興味深いものでした。テストについても驚いたのですが、何と
テスト時間が4～6時間あり、テスト中は飲食OKです！（笑）
テストでは設問＋エッセイという形式や、論文形式のものなど
がありました。テストのみの授業もあれば、テストの代わりに
エッセイを書くものもあったり、中間エッセイが課され、それ
が合格しなければテストを受けることができなかったりするも
のもありました。普段の勉強に加え、エッセイを書くのは大変
でしたが、エッセイを書くことで得る知識も多く、とても自分
の為になったと今なら思うことができます。そしてやはり、授
業の内容を理解するにはリスニング力が重要となってくるので
日本では中々鍛えにくいですが、留学前はリスニング力をでき
るだけ伸ばすことをお勧めします。

生活面について
正直、一番苦労したのが他の留学生との共同生活でしたが、

一方でとても貴重な経験になりました。MoholtというStudent 
Villageには、多くの国から来た留学生が1000人以上住んで
おり、私もその中の1人でした。基本的にワンフロアに4人の
形で、キッチン、シャワー、トイレを共有します。それぞれに
ベッド、勉強机、クローゼットが備え付けられた個人の部屋も
あるので、少し疲れた時には自分の部屋でゆっくりと休むこと
も可能です。私は1年を通して、メキシコ、スペイン、セルビ
ア、フランス、アイルランドと何とも多国籍なフラットメイト
を持ちました。アジア人は私1人、常に周りはヨーロッパ人と
いうパーティー大好きなフラットメイトに囲まれての生活は時
には楽しく、時には苦でもありました（笑）勉強をしたいのに共
有スペースで鳴っている音楽がガンガンうるさかったり、共有
スペースが片づけられてないままになっていたり、深夜遅くに
みんなが帰ってくる音がうるさかったり…（笑）でも、決して仲
が悪かった訳ではありません。暇があれば共有スペースでいつ
もおしゃべりをして楽しんだり、一緒に外へでかけたり、ご飯
を食べたりもしていました。寮以外では、バディプログラムと
いってチューターのような制度で知り合ったノルウェー人の友
達と毎週のように映画を見たり、夜ご飯を作ったりといつも楽
しい時間を過ごしていました。また休日には、友達と電気も水
もないキャビンに泊まりに行くというキャビントリップへ出か
けたり、スノーボードをしに行ったりもしました。時には学生
団体が主催するフィヨルドトリップに一人で申し込んで、全く
知らない留学生と仲良くなりながら壮大な自然を肌で感じてき
ました。また、運が良いと寮からオーロラを見ることができ、
オーロラが出ている時には皆が皆、外に出て来て空を見上げて
います。勉強に疲れた時や慣れない環境に心が折れそうになっ
た時など、こうした楽しみで息抜きをして次へと頑張ることが
できました。

留学を終えて
約10カ月間の留学生活を通して、ここには書ききれないほど

多くのことを学び、経験をしました。私が留学した年には他の
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大学からの日本人留学生がおらず、ほとんどの時間を他国の留
学生や現地のノルウェー人と過ごすことができ、英語力の向上
という点、そして自分のコミュニケーション力や積極性などの
内面的成長という点では、大変恵まれた環境にあったと感じま
す。楽しいばかりじゃなく、理解し難いことも多々あり、今ま
で常識だと思っていたことは一歩外の世界に出てみると常識で
はなくなるのだという事を痛感しました。日本の良さや、逆に
他の国のそれぞれの良さに気づくこともでき、本当に人生にお
ける貴重な経験となりました。少しでも留学に興味のあるとい
う方はさらに詳しい話を聞いたり、先生方に相談をしたり、ま
ず一歩を踏み出してみて欲しいです。留学をして後悔すること
はきっと無いと思うのでぜひ挑戦してみてください！

人間社会環境研究科国際学専攻　矢内　るい
私は2014年8月から2015年6月まで、白夜と極夜が訪れる

ノルウェー王国の中部地方にあるノルウェー科学技術大学（以
下、NTNU）に、派遣留学生として在籍していました。国際化
が進み、空の便によってヨーロッパが身近になってきた近年で
も、北欧地域へのアクセスは未だに簡易とは言えず、多くの日
本人にとってノルウェーという国は「聞いたこともあるし、本
やテレビで見たこともあるけれど、実際に行ったことはない場
所」の一つなのではないでしょうか。私も渡航前はまさにその
通りで、多少の知識やイメージはあったものの、直接そこで生
活することで初めて知ることや感じることが多々あったのです
が、その度に膝を打つような納得感を得ることもあれば、筆舌
に尽くしがたい感動もあり、またある一方ではどうにも割り切
れない壁を意識せざるを得ないこともありました。

今回の報告は概ね私の個人的な経験談となりますが、留学を
考えている学生の参考になればと思います。

留学前
国際学類に所属しつつも、もともとさほど語学に興味があっ

たわけでもなく、研究対象も言語学系ではなく社会的な内容
に決めた3年生となった私は、さすがにもう留学はできないか
な、などとぼんやり考えていました。しかし自分の研究分野が
北欧に関することであったため、卒論担当教官から情報収集を
兼ねた留学を勧められたのです。時既に大学3年の秋。焦燥感
に駆られながらも指導教官との話し合いや留学相談を重ねた結
果、大学4年の前期に実施される金沢大学の院試を合格したう
えで、卒業論文を現地で書き上げて日本に送ることを前提に、
私は大学4年後期から大学院1年前期にかけて留学するという
ことになりました。

ノルウェーはノルウェー語が公用語ですが、大学では英語で
の講義が数多くあるため、留学応募においての要求言語は英語
でした。幸いなことに2年生の時に参加したオーストラリア語
学研修で受験したIELTSのスコアが（当時の）応募水準に届いて
いたため、駆け足でもなんとか留学希望を出すことができまし
た。しかしながら継続的な英語の学習が必要であることはさす
がに自覚していたので、それからも英語の講義に出たりTOEIC
を受けたり、あるいは自分の研究に必要な英語で書かれた文献
や記事を読んだりしました。

最も大変だったのは各種手続きでした。パスポートの更新、
大使館への書類、渡航後に入居する寮の申し込み、そして大学
への留学申請および手続き、航空券の予約などなど、語学より
もこちらのほうが手強かったように思います。申請に対しても
NTNUからの返事は遅めで、届いているのかいないのか不安に

なることもしばしばありました。手続きだけでなく荷造りに関
しても、インターネットで調べる他にも前年に留学していた学
生に何度も話を伺いながら進めました。

留学中
留学中に滞在したのは、大学キャンパスまでバスで10分

のところにあるMoholt Studentby （英：Moholt Student 
Village）という学生寮です。4人で一つのフラットルームを共
有するタイプのもので、個室以外、つまりキッチンと冷凍・冷
蔵庫、ダイニング、シャワーと洗面台、そしてトイレは共用で
した。私のフラットメイトは3人とも既に入居して2年目の、
英語に明るいノルウェー人でしたが、アジアをルーツに持つ移
民二世ということが幸いして、（日本製のものではない簡易な
ものではありましたが）炊飯器も共用で使うことができました。
清掃当番や共用物の買い出しの当番も決めたり、共同で使う
ルーターの設定をしたりしました。

NTNUには金沢大学のように大まかに学部で仕分けられた
複数のキャンパスが点在していますが、社会学・言語学系を受
講していた私は、主に先述の通り寮の前のバス停から約10分
のDragvollキャンパスに通っていました。授業は学期開始前に
シラバスにて、開講時間、開講場所、対象学生、授業内容、評
価形式、取得可能な単位数、そして開講言語を確認しました。
秋学期は英語で開講されていて、留学生でも受講できそうなも
のも多いですが、春学期になると非常に専門的になったりノル
ウェー語のみでの開講だったりと、選択難易度が高くなってく
る印象を受けました。

また、留学生を中心とした非ノルウェー語話者の学生は、ノ
ルウェー語の授業を取ることができます。他の国からの留学生
と知り合える場になるだけでなく、街中で見かける看板や買い
物をするときに表示されている商品名などがある程度は分かる
ようになってくるのはなかなか楽しかったので、単位や他の授
業との兼ね合い（複数の曜日と時間で開講しているのですが、
人気が高いのでキャンセル待ちになることも）が良ければ是非
受講してみると良いかと思います。

NTNUでは日本人講師による日本語の授業があり、日本に
興味があったり留学志望だったりといった層の学生がこれを履
修しています。関心があれば、見学・聴講あるいはお手伝いと
いった形で授業に参加してみても良いでしょう。また別の授業
では、日本の政治や経済の歴史について学ぶものもありまし
た。北欧のうちでもノルウェーは日本の人気が高い国のよう
で、高校での外国語選択で日本語を履修していたという学生も
見られました。

講義に限らず、日常生活や他学生とのコミュニケーションに
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おいても、最初は英語を聞き取って理解することに精一杯で、
本当にそれだけで体力と精神力を消耗しました。しかし講義を
聴いてノートを取ったり、英語でプレゼンをしたり、あるいは
レポートを書いたり、筆記試験で回答を書いたりと、やらざる
を得ない環境下にいると思いのほか開き直る心持ちになるもの
です。もっと積極的に英語を使いたいという気持ちがあるなら
ば、学校やフラット（寮）以外にもパーティーやキャビントリッ
プなどコミュニケーションとして英語を使う場面は溢れている
ので、自分のモチベーションに合わせてこうした場に出向くこ
ともできます。

さいごに
私費に比べて自由度は限定的になることはあっても、経済的

なサポート・人脈の確実さ・諸々のロスの少なさは派遣留学の
最大のメリットです。これを活用しない手はありませんよ！

また留学すれば事あるごとにうまくいかないことに行き当た
り、それで落ち込むこともあるでしょう。しかしそういったも
のはある種の通過儀礼であり、過ぎてしまえばいい経験になる
ものです。

どこにいても自分から積極的に英語を使っていくことは英語
スキルの上達には必要ですが、留学はやはり日常から異言語に
囲まれる環境下であり、言語に留まらず自分の勉強したいこ
と、見たいもの、聞きたいこと、知らなかったことを拾い集め
ながら、自然と英語（あるいはノルウェー語など）に触れること
ができる機会になると思います。

自然豊かなノルウェーで、自分の勉強をしてみませんか？

ポーランド

ワルシャワ大学
人間社会学域人文学類　中屋貴久哉

私は、ポーランドのワルシャワ大学に派遣留学をしていまし
た（2014年10月から2015年6月まで）。私がワルシャワ大学
への派遣留学を考えたのは、ポーランドにおける農産物の市場
外流通が、どのように展開されているかを学ぶためでした。ま
た、金沢大学内で、教員の方やワルシャワ大学からの留学生か
ら、ワルシャワ大学に優秀で活気あふれる人たちが集まってい
ることをきいており、彼らに混じって勉強をすることで自分も
高められるのではないか、とも考えていました。小さな動機で
言えば、東欧という言葉のイメージや綺麗な街並みのイメージ
しかなかった土地に、実際に行ってみたいという気持ちもあり
ました。

おそらく多くの人はポーランドのことも、ワルシャワ大学の
こともよく知らないし、派遣留学先として選択肢にも入ってい
ないかもしれません。私もある時点までは、そうでした。そこ
から実際に留学を希望するまでには、ともあれ、情報を集める
ことと、興味が持てるかにかかっていると思います。

以下は、ワルシャワ大学へ留学する上で知っておいた方がい
いことを中心に書きます。

留学前のこと
まず、ワルシャワ大学の受け入れ先の学部を選ぶときです

が、学部によって随分受け入れの状況が異なります。たとえば、
Faculty of Geography and Regional Studiesのように、EU
圏からの受け入れが盛んで（そもそも申し込みの時期が早い）且
つ、受け入れ人数がそれほど多くない学部には、派遣留学申請

時に受け入れてもらえないことが多いようです。公式に各学部
の受け入れ人数が公表されているわけではありませんし、私
も、それらの申請の扱いについて他国学生との会話の中で知っ
ただけなので、確実なことは言えないのですが、そのことは念
頭に置いて下さい。そして、もし断られても、留学生係の方や
担当教員の方に相談・協力してもらいながら、希望する学部を
変更するなどして再度申請をしてください。所属学部は留学生
にとって重要な要素ではなかったようと思います。ほとんどの
授業も学部に関わらずとることができます。

また、これは当然といえば当然ですが、ビザは出国前に取得
しておくべきです。ポーランドは、難民や外国人労働者のEU流
入の「東の壁」として機能しながら、ドイツに呼応し、比較的そ
の受け入れに積極的でした。しかし、近年では、国内の様々な
問題を背景として、彼らの滞在にも多くの制限がかかり、間口
も狭くなっています。もしかすると、留学の申請や手続きで躓
いて、ビザを持たずに渡航することがあるかもしれませんが、
彼らに混じって現地で滞在許可証の申請をおこなうことは容易
ではありません。個人的には、出国を遅らせてでも国内でのビ
ザの取得を優先すべきだと思います。

留学中のこと
ワルシャワ大学のメインキャンパスは市内でもっとも人通り

の多い、新世界通りにあります。多くの留学生向けの授業はこ
のメインキャンパスで開講されています。

受けている授業の数は学生によってばらつきがありました
が、私は火曜日から金曜日にそれぞれ1～2コマの授業をとっ
ていました。授業は、どの授業も非常に濃密で且つスピードが
速く、ノートを取るだけでも苦労しました。イメージとしては、
金沢大学で受ける専門の授業に比べて約2倍の量とスピードを
もった授業だと考えればよいと思います。

一緒に学習することになる人たちは、ウィットや知識に富ん
だ人たちばかりです。一緒にいるだけでも刺激になると思いま
す。彼らは自分たちで勝手に調査をやっていったり、すぐ議論
をはじめてみたり、「こんなこと考えたんだけど、読んでみて
よ」とけしかけてきたりしますから、積極的に付き合うと面白
いと思います。それから、基本的なことですが、授業の履修登
録についてです。登録期間などはワルシャワ大学のWebサイ
トを見ればよいのですが、どの授業も登録は早いもの勝ちで
す。語学の授業をとりたい場合などは特に注意してください。
また、言うまでもなく、英語で開講されている授業に来ている
のはほぼ留学生のみです。英語での授業は、そのことを見越し
て構成・加工されています。

食べ物は、安くて大量でおいしいです。ポーランド固有の料
理であるかはともかく、ウクライナ、ロシア、ドイツ、イタリア、
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トルコ、コーカサス地方等々の様々な食文化が混ざり合ってお
り、それらは厳密な住み分けをしていません。そうした混沌と
した料理は、寮の中のバルや郊外のバルで食べることができま
す。逆に新市街などでは、東京で外食をするのと同じような価
格帯・感覚で、洗練された料理を食べることができます。また、
寮での共同キッチンを使えば自炊も可能です。キッチンにいれ
ば他国学生と交流する機会にもなると思います。運次第ではあ
りますが、イエメン人のカレー、ベトナム人のジンジャーチキ
ンを食べるには、共同キッチンに居るしかありません。

寮は、留学の申請時に入居申し込みをします。市内に6つあ
る寮のどこかに、出身国が同じ人同士をまとめて入居させてい
るようです。部屋はワンルームの二人部屋で、やはり同じ国の
人同士をルームメイトとして組ませていることが多いようで
す。部屋には、冷蔵庫、棚、ベッド、机イス、洗面台などがあ
り、寝具、掃除用具、スタンド、カーテンなどは寮から無料で
貸してもらえます。キッチン、シャワールーム、トイレは階で
共同。共同スペースの掃除はクリーナーガールがしてくれま
す。入居登録時にはパスポート用の写真と、デポジットとして
900zlが必要です。そんなに急かされることはありませんが、写
真くらいは用意しておくといいと思います。

おわりに
ワルシャワ大学は毎年約5万人の学生が学んでいる歴史ある

大学です。また半期ごとの留学生数が1000人を超える、国際
色豊かな大学でもあります。学生は優秀で真面目で、ほんとう
によく机に向かっていた印象があります。授業態度ひとつとっ
ても、彼らが自立的に学んでいることが感じられました。私も、
彼らと一緒にテスト勉強をしたり、プレゼンテーションをした
りする中で、自分のために勉強していく感覚を少しは身につけ
られたのではないかと思っています。　

イギリス

シェフィールド大学
人間社会学域国際学類　魚住　知彰

2014年8月から2015年7月までイギリスのシェフィール
ド大学（University of Sheffield）に留学していた魚住知彰で
す。私は留学中に政治学を学びました。最初にシェフィールド
という街と大学について簡単に紹介し、続いて自身の留学経験
について紹介したいと思います。

シェフィールドについて
シェフィールドはイングランド中部に位置しています。マン

チェスターから電車で東へ1時間少々行ったところにある、人
口50万人くらいの街です。イギリス国内で最も治安の良い街の
ひとつとして知られています。シェフィールドに住む人は優し
く大らかな印象を受け、犯罪とは無縁の生活を送ることができ
ました。シェフィールド大学はケンブリッジ大学ら24大学とと
もにラッセル・グループ（英国大規模研究大学グループ）に所属
する国立の総合大学です。約120ヵ国5500名を超える留学生
を含む約26000名の学生が在籍し、2014年度学生満足度英国
内1位を獲得しています。

留学まで
私は大学入学前から、大学では留学をしてみたいと思ってい

ました。数ある派遣留学先の中で目を惹いたのがシェフィール

ド大学でした。イギリスは国際関係学の先駆者的存在であり、
自身の専門科目を学ぶのに最適な場所であったこと、また、先
輩方の派遣留学報告書に書かれていたように、シェフィールド
大学は学生へのサポートが手厚いことが決め手となりました。
私が留学を目指していたのは政治学部だったため、英語のスコ
アも高得点が求められました。政治学部のIELTS要求スコアは
7.0（各セクション6.0以上）でしたが、私は渡航までに5回
IELTSを受験しても6.5までしか到達できませんでした…（で
も各セクション6.0以上は満たしていたので、政治学部での受
講を認められました）。IELTS対策には苦労しましたが、学生主
体で活動するIELTS勉強会に所属してスコアアップを目指しま
した。特にスピーキング対策において、この勉強会は重宝しま
した。

留学中の授業
私は8月中旬のサマーコース開始に合わせて渡航しました。

2014年の夏はイギリス史上最も寒い夏だったようで、朝晩は
息が少し白くなるくらいでした。サマーコースでは4週間を
かけて1500語弱程度のエッセイを書きつつ、正規授業に対応
するための授業（講義ノートの作成練習・グループディスカッ
ションなど）がありました。サマーコースの最終週には自身が
書き上げたエッセイを基に10分程度のプレゼンテーションを
行いました。サマーコースに参加していた学生のほとんどは大
学院入学を控えた学生で、中国人学生が大半でした。サマー
コース終了後から正規授業が開始する9月下旬までは時間があ
り、この期間にロンドンを旅行したり、正規授業開始に合わせ
て来訪した学生と大学のイベントで交流したりしました。私は
前期と後期で3科目ずつを政治学部から受講しました。派遣留
学生は学部の枠にとらわれることなく自由に受講科目を選択で
きます。私はイギリス政治の授業を2つ受講したほか、EU、安
全保障学、国際関係理論、グローバリゼーションに関する授業
を受講しました。授業は毎週ひとつのテーマに沿って、講義1
コマとセミナー1コマをセットにして展開されました。授業時
間は講義・セミナーともに1コマ50分、11週または12週間行
われました。どの科目も専門性が高く、授業のスピードも速い
ため、最初はついていくのがやっとでした。講義を録音して何
回も聴き直していましたが、その分セミナーの予習に必要な文
献を十分に読むことができませんでした。しかしながら、授業
に慣れ始めるにつれて、録音した講義を聴き直す必要が無くな
り、1週間の間に読める文献量も徐々に増えていきました。そ
の結果、文献で得た知識を基に自分の意見を展開することがで
き、より論理的かつ説得力のある発言ができるようになりまし
た。政治学部では中間と期末に試験があり、中間試験ではオ
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ンラインでエッセイを提出しました（2000語～2500語程度）。
エッセイは先生がコメントを付けて返却してくれるので、知識
の再確認だけでなく、論の展開方法も学ぶことができました。
期末試験は2時間の筆記試験が行われ、2題を選択してエッセ
イを作成するものでした。複数のテーマを組み合わせる形で出
題されますが、先生たちがそれなりに範囲を教えてくれるため

（笑）、焦ることなく試験勉強を進めることができ、全科目の単
位を取得することができました。

留学中の生活
留学中は大学寮に住んでいました。シャワー・トイレ付の

個室部屋で、キッチンを8人で共用していました。8人は国籍
も学部もバラバラ（カナダ人2名・イギリス・スイス・フラン
ス・ドイツ・シンガポール・日本が1名ずつ）でしたが、トラ
ブルもなく平和的でした。私は日本では「忌み数」部屋にあたる
4号室に居住し、3回くらい風邪をひきました（笑）。スイス人
の男子学生は日本に大いに興味を持ってくれていたほか、筋ト
レが趣味だったので、特に仲良くなってよく談笑していまし
た。寮では節約と「おいしいご飯」のために自炊を心掛け、寮の
メンバーに「いつも美味しそうな料理作るね」と褒められまし
た（だいたいチャーハンでしたが）。サークルはJapan Society
やUnited Nations Associationなどに所属していました。
Japan Societyには日本に興味のあるイギリス人学生や他国か
らの留学生のほか、派遣留学を含むほとんどの日本人学生が所
属し情報交換できました。シェフィールドで最も活発な日本
サークルとして有名で、3月のJapan Day（日本の今昔の文化
を紹介するイベント）ではイギリス中から来訪者がありました。
United Nations Associationはいわゆる模擬国連サークル
で、毎週ひとつの国際問題に対して各国の代表者になって議論
するロールプレイングゲームを行ったりしました。このサーク
ル旅行ではスロバキアとオーストリアを訪れ、スロバキア国会
議員と会談したほかウィーンでオーケストラを楽しみました。
ここには世界中から来た留学生が多く在籍し、充実した活動が
できました。また、大学のタッチラグビーチームに所属し、週
に1度の練習と週末の学内試合に参加して仲間たちと汗を流し
ていました。練習後に大学近くのパブに行くこともあり、交流
を深めることができました。このチームには初心者も多く所属
していたので、ラグビー経験者の自分が「上手い部類」に属する
ことができたのも嬉しかったです（笑）。大学内での活動以外に
も、私の留学中には、スコットランド独立住民投票とイギリス
下院議員総選挙があり、政治的に面白い時期でした。大学でも
これらの話題について話すことが多く、現地で生の声を聴くこ
とができました。これから留学を目指す方は、自分が興味のあ
るイベントが開催される地域を選択するのも留学先選びのひと
つのポイントになると思います。

終わりに
私は現在大学院留学を目指しています。海外の大学院に進学

したいと思うようになったのも、今回の留学が影響していま
す。留学を通して、日常生活の中でも大学の授業の中でも日本
と違う、新しい刺激を受けることが多々ありました。それは時
にカルチャーショックという形で衝撃を受けることもありまし
たが、それも含めてやっぱり海外って面白い、もっと海外で生
活し勉強してみたいと思うようになりました。私にとって留学
とは、進路を明確にすることができた重要な機会だったと思い
ます。貴重な機会を提供してくれた皆さんありがとうございま
した。私の文章を読んだ下さった方が少しでも留学に興味を

持っていただけていたら嬉しいです。

人間社会環境研究科人文学専攻　山田　美紀
留学を考えたのは4年生になってからでしたが、今、あのと

き決意してイギリスで学ぶことができてよかったと、心から感
じています。ここでは、私がシェフィールドでどう過ごしたの
か、特に印象的だったことや苦労したことを中心に、私なりの
アドバイスもまじえつつ紹介したいと思います。

まず、私にとってもっとも重要だったことのひとつは、大学
で日本語を学ぶ現地の学生たちとの出会いでした。特に、その
うちのひとりとは週に一度会い、日本語と英語を使って本当に
いろいろなことを話しました。彼は私と同様、大学で英語学も
専攻しており、最初に仲良くなったのもそのような共通の興
味・関心がきっかけです。私は彼と言語について語ることで、

「英語話者からみた英語とはどのようなものか知る」という留学
の目的の達成に近づけたように思います。

友人は多いに越したことはありませんが、いつでもリラック
スして話せる現地のひとりの友人の存在は、私にとって非常に
大きな支えでした。落ちこんだとき、彼と少し話すだけで元気
になりました。私は人付き合いが得意なほうではありませんで
したが、彼の紹介で友人も増えました。シェフィールド大学で
はメンター制度が利用できますし、日本に興味をもつ学生もほ
かにもたくさんいます。ソサエティーやイベントも盛んです。
友人をつくりやすい環境と思います。

振り返ると、苦労したことはたくさんあります。基本的にレ
クチャーとセミナーで構成される授業では、特にセミナーに悩
まされました。留学生である自分は、ほかの学生の何倍も準備
して授業に臨もう。自分ならではの視点、自分にしか言えない
ことがきっとあるはずだ。毎回そう自分を奮い立たせていまし
た。それでも最後まで萎縮してばかりでしたが、そんな自分の
意見も真剣に聞いてくれる学生たち、議論の広がりの貴重な
きっかけとして拾ってくださる先生方のおかげで、大変でした
が楽しく学ぶことができました。学部時代に学んだことを英語
圏の大学の授業でも目にしたこと、現地の学生と英語について
考えを深め合ったことを振り返ると、今でも胸が震えます。

現地の学生とペアでのプレゼンテーション課題を与えられた
授業が、もっとも印象に残っています。ペアになった学生とは
最初はなかなか打ち解けられず、打ち合わせの際にふたりで
会ってもほとんど話が進みませんでした。会っても意味がなさ
そうだということでメールでのやりとりで済ませてしまうこと
も。メールでのやりとりは自分のペースでできるので楽ではあ
りましたが、このままではいけないと思い、ある日、「課題に
関係のないことでもなんでもいいから自分から話してみよう」
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と決意。打ち合わせの前には課題についての自分の意見のほか
に、その日彼女と話したいことを紙に書いてまとめました。最
初に私がきりだしたのは、日照時間の減少による憂鬱な気分の
話でした。最初は口を開くのもやっとでしたが、次第に会話が
弾むようになって準備も順調に進み、本番が近づくころには、
彼女と会うのが楽しみになっていました。

人は実際に話してみないとわからないものです。多くの場
合、現地では自分から話さなければ、行動しなければなにも始
まらないと感じました。逆を言えば、無難に過ごそうと思えば
いくらでもできます。自分がどうなりたいか、そのために今何
をすべきかを心に留めておく必要があるでしょう。

私たちのプレゼンの内容は、私が日本からの留学生だという
ことで、ほかのペアにはない日本語の視点をとりいれたもので
した。これは、「日本語の視点をもちこみ、現地の学生との更な
る学びにつなげる」という留学の目的のひとつを果たすのに重
要な機会になる。そのような自分の目的への思いから、ペアで
ある彼女との向き合い方について、自分なりに妥協せず考える
ことができたと感じます。留学の目的は人それぞれですが、そ
れは限られた時間を少しでも後悔のないように過ごすための行
動の指針となるものではないかと思います。

留学を通して他に考えたことといえば、日常会話についてで
す。授業で使う英語と日常で使う英語が違うことにはすぐに気
づくと思いますが、私は個人的には後者のほうが難しいと感じ
ました。皆が同じような事柄について考え議論する授業とは異
なり、日常会話では思いもかけない語彙や表現に出くわすこと
が圧倒的に多いからです。多様な文脈のなかで思い悩むのは、
母語の環境とはまったく違う環境にとびこむ「留学」ならではと
思います。

私は、悩んでもしかたがないので、とにかく現地にいるあい
だはいろいろな場面に身をおき、各々のやりとりのしかたにそ
のつど慣れる努力を重ねました。円安の影響もあり物価は高い
ものの、たびたびカフェに立ち寄ったり友人と外食したりしま
した。帰国すれば不要になるのに、薬局の会員カードをつくる
手続きもしました。スーパーでは、店員と話さずに済ませられ
るセルフレジよりも有人レジの列に並びました。最初はチケッ
トの買い方にも戸惑いましたが、映画館にも足しげく通いまし
た。一方、このように多くの練習の機会があった場面とは異な
り、一度やらなければならなくなった歯の治療では、予約の段
階で失敗しました。歯の治療を申しこんだはずが、電話でのや
りとりに手違いがあり、どういうわけか皮膚科の病院を紹介さ
れてしまいました。

話は少し戻りますが、場面に慣れて学ぶことの大切さは、こ
のような生活一般のことにとどまりません。授業では、学生の
話し方や意見の構成のしかたに注意を向け、大切だと思ったこ
とをノートの隅に記録し、自分でも真似るようにしました。現
地の人同士がどうやって会話を続けているのか、じっと観察す
ることもありました。

知らないことはできず、聞いたことのないことはなかなか聞
き取れず、口にしたことのないことを言うのは勇気を要するも
のだと、改めて学びました。異なる言語環境にいても、慣れた
場面が増えれば増えるほど、自信がつき、過ごしやすくなりま
す。失敗は恥ずかしいですが、日本に帰ればなかなかできない
失敗と思えば、果敢に挑戦できます。時間がたてばどんな失敗
も笑い話になります（私にとっては歯科医の一件がそうでしょ
う）。

最後に、「留学」といわずとも「慣れ親しんだ環境から一歩外
に出てみる」ことは、もとの環境に戻ってから過ごすうえでの

自信につながると思います。私の場合、そもそも初めての一人
暮らしを外国でして何事もなく帰国できたことから、英語を話
して友人をつくったこと、授業を受け課題の評価を得たことま
で、多くのことが今の（以前の自分と比べ多少は大きくなった）
自信を支えています。留学を迷っている方もいらっしゃると思
いますが、ぜひ、一歩踏み出してみてください。

慣れない環境で頑張った経験、頑張らせてくれた人たちへの
感謝を忘れずに、これからも過ごしていきたいと思います。

イギリス

セントラル・ランカシャー大学
人間社会学域人文学類　斎藤　真友

私の派遣留学
私は、イギリス北西部プレストンという街にあるセントラ

ル・ランカシャー大学（University of Central Lancashire:以
下UCLan）に、2014年9月から2015年5月末まで派遣留学に
行ってきました。3年後期から4年前期にかけて金沢大学を休
学し、イギリスで英語を学んできました。

UCLanには、私が所属したPre-sessionalという、今後イギ
リスの大学院に進むために英語の語学力を上げるためのコース
と、International Business Communication（以下IBC）とい
う、留学生用（基本的に本科生は受講しない）の国際ビジネスに
特化したコースと二つあります。以下の【留学中】の欄には、主
にPre-sessionalの授業についてと、少しだけIBCについてお知
らせします。

留学前に注意すること
まず、ビザ申請についてです。今後イギリスに留学を考えて

いる人は、ビザの手続き方法が頻繁に改定されていくことに注
意していったほうがいいと思います。先輩の頃よかったこと
が、認められなくなっている状況が見受けられるので、イギリ
ス大使館のホームページをきちんと確認することをお勧めしま
す。様々な情報がインターネットに溢れており、それらに惑わ
され、一緒に留学した宮下さんとビザ申請のためにてんてこ舞
いだったことを思い出します。

次に、英語の勉強についてです。私の場合、留学を決断する
こと自体が遅かったこと、そのため語学試験の勉強に取り組み
始めるのが遅れたこと、この2点が大きな反省点です。「留学に
行きたいな、どうしようかな」と淡く考える時間が長すぎまし
た。少しでも留学に興味があるのなら、早め早めに自分自身に

「本当に留学に行きたいのか、迷っている理由は何か」と突き詰
めて考え、留学に進むのならば早めに決断を下すことをお勧め
します。その理由は、どんな形（語学留学、学部留学、ワーキン
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グホリデーなど）であれ、外国で見知らぬ文化の中で長期間暮
らすことは、今後の大きな糧になり、しっかり準備をしたほう
が、得られるものは多いと実感したからです。

留学中
・学習面

Pre-sessionalコースでは、週20時間授業があり、以下のよ
うな授業を受けていました。

・Academic Reading：英語学習者向けのテキストを使用
して、単語力や速読力を身につけることや新聞時には映像
を通じて様々な文章を読む、英語に触れるなど。

・Academic Writing：主に論文の書き方を学び、様々な文
章の書き方を比較し実際に書く。

・Academic Listening & Speaking：大学の講義形式のビ
デオを見たり、実際に講義を受けてノートをとり、次の日
のディスカッションに臨む。

・Social Cultural English：イギリス文化、ロイヤルファミ
リーやアフターヌーンティー、イギリスの地域別アクセン
トなどについて学ぶ。

・Tutorial：担当の先生と週1回くらいのペースで面談を行
う。

IBCについてですが、私はIBCの選択コースのみ非公式で
聴講することを認めてもらえたので、そこで受講したクラス
の内容などについても少し書きます。私は、International 
Cooperate Communication （ICC）というクラス（週3時間）
を受講しました。これはIBCの選択科目で、主に国を越えてビ
ジネスをする際に生じる、文化的背景による様々な違いを踏ま
え、どのようにビジネスを遂行するかということを学ぶ授業で
した。このクラスのよかったところは、授業内容の性質上、で
きるだけ多くの国出身の様々なバックグラウンドを持つ生徒を
必要としていたため、イギリス人の学生を含め、ドイツ、フラ
ンス、中国、韓国、チェコ、ブルネイなど、様々な国出身の学
生と一緒に授業を受け、話合い、グループプレゼンテーション
をすることができたことでした。
・勉強以外の暮らし
【プレストン】

プレストン最寄りの空港はマンチェスター空港で、プレスト
ンから電車で約1時間のところに位置しています。またビート
ルズ発祥の地リバプール、ピーターラビットが描かれた湖水地
方も、電車で1時間ほどのところにあります。プレストンはさ
ほど大きな街ではないため、平日はきっちり勉強に取り組み、
休日は少し足を延ばして買い物を楽しむことや、日本とは違っ
た自然を堪能することが比較的簡単にできます。

【寮について】
私は、大学内にある寮に住んでいました。6人でキッチンと

バスルームをシェアするような形式の寮でした。大学内だけで
なく、大学周辺に多くの寮があるため、通学は非常に楽でした。
また大学の寮を利用し申込みをする際には、「多国籍の人と一
緒のフラットがいい」など、きちんと自分の好みを記載するこ
とをお勧めします。人によるとは思いますが、留学生は同じ国
出身の者と一緒にいたい、と現地の人に思われる傾向があるよ
うです。

留学生活で一番印象に残った出来事
私は留学中、宗教について考える機会がたくさんありまし

た。それは、とても親しい友人の何人かが熱心なキリスト教徒
であり、また寮で隣の部屋に住んでおりとても親しい友人が熱

心なイスラム教徒、という環境にいたためです。「宗教」と聞く
と、日本人の中には怖くて避ける人がいるのではないでしょう
か。しかし、私ははじめ「英語学習のため」という下心を抱い
て、それぞれと頻繁に話をするようになりました。次第に親し
くなっていくと、彼女たちはそれぞれの宗教に私を勧誘しまし
た。私は彼女らの主張を聴いた後、自分の生い立ちや日本での
冠婚葬礼の仕方など具体例を挙げながら自分の意見を伝え、結
局自分を貫いたまま帰ってきました。なぜ彼女たちとの交流が
一番印象に残っているかというと、こんなに短期間の付き合い
であったのに、お互いに自分たちのことを深く話し理解し合お
うとしていたからです。彼女たちは、お互いの宗教こそ違いま
すが、それぞれが私のことを想って、本当に親しい友人と認め
てくれたからこそ自分たちの家族になってほしいと願ってく
れ、勧誘をしてくれたのだと理解しています。その思いには答
えられませんでしたが、そのような関係を築けたことは、私に
とって非常に貴重な経験です。

最後に
イギリスで生活する中で、一番強く実感したことは、「日本

では言わなくてもいいことでも、イギリスでは言わなければ伝
わらない。しかしその言い分に筋が通っていれば、あるいは全
力で語りかければ、その分周りは全力で答えてくれる。」という
ことでした。これは留学についてよく言われることの一つです
が、これほど実感できたことはありません。「言わなくても伝わ
るだろう、伝わってほしいな」という気持ちでは得られないこ
とがたくさんあります。その反面、伝われば驚くほど応えてく
れます。これから留学に行く人は、ぜひこのことを頭の片隅に
置いておいてくれたらうれしいです。これを読んでくれている
みなさんの中から一人でも多くの人が、納得のいく留学を経験
できるよう心から願っています。

人間社会学域国際学類　宮下　　冴
セントラル・ランカシャー大学はイギリス、イングランド北

西部に位置するプレストンという小さな街にあります。私が
プレストンで過ごした9か月間は本当にあっという間で、帰国
して数か月が経ち、すっかり日本の日常に馴染んでしまった
今、まるであの街に住んでいたのが夢だったのではないかと思
えてくるほどです。しかし、その一瞬だった9か月間の中で私
は様々な経験をし、色々な人と出会い、そしてこれまで考えた
こともなかったことに気づき、考えさせられたりしました。そ
れらの出会いや体験は全て、留学に行かなければ一生得られな
かったであろう、私の宝物です。

はじめに・・・
派遣留学に行くには、まず学内での選考をパスしなければい

けません。その選考において最も重要なポイントの一つになる
のが“志望動機”です。入学当初から留学に憧れ、漠然と留学した
いと思い続けていた私でしたが、いざ選考を受ける時期になる
と、あることに気が付きました。それは、「自分は何かを得るた
めに留学したいのではなくて、ただ海外生活に憧れているだけ
なのではないか。こんな中途半端な意思で、しっかりとした志
望動機なんか書けるのか。」という自分の留学に対する気持ちの
甘さでした。そして一度、私は留学を諦めました。自分の甘さ
のせいで、“留学”がただの“長い海外旅行”になってしまうのが怖
かったのです。このように、理由は何であれ、留学を迷ってい
る、興味はあるけれど一歩踏み出せない、という人は毎年少な
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からずいると思います。しかし、どうかそこで踏みとどまらな
いでください。迷ったら、思い切って踏み切ってみてください。
私も悩んだ末、このチャンスを逃したら絶対後悔する！と思い、
思い切って決断しました。留学にはそれだけの価値があります。
留学に行きたいという強い意思が第一にあるならば、その他の
事（具体的な目的や、英語のスコアなど）はきっと後からついて
きます。まずは、自信をもってチャレンジしてください。

セントラル・ランカシャー大学
ご存知の方も多いかと思いますが、セントラル・ランカ

シャー大学（The University of Central Lancashire：通称
UCLan）は金沢大学の新しい協定校で、私と人文学類の斎藤さ
んが派遣留学生としては第一期生でした。そのため情報が本当
に少なく、斉藤さんと手探りで留学準備に奮闘したのも今と
なっては良い思い出です。ここでは、簡単にUCLanにつて紹介
していこうと思います。

UCLanに留学するにあたって、私たちに用意されているコー
スは2つです。1つは、私達2人が所属したアカデミック・イ
ングリッシュを学ぶ語学コース、もう1つは国際ビジネスにつ
いて学ぶコース（International Business Course：通称IBC）
です。語学コースでは習熟度別にクラス分けがなされ、各クラ
スで4技能（Speaking, Writing, Reading, Listening）全てを
総合的に鍛えるカリキュラムを受講することになります。先生
方は全員イギリス人の英語教師で、いわば非ネイティブに英語
を教えるプロ集団でした。授業にはディスカッションの機会が
ふんだんに取り入れられ、私の乏しかったスピーキングのレベ
ルを大いに引き上げてくれたと実感しています。また、アカデ
ミックライティング（英語での学術的文章の書き方）を基礎から
しっかり学ぶことが出来る、というのもこのコースの特筆すべ
き点だと思います。文法は軽くチェックする程度で、論文の構
成の仕方や便利な表現、Critical Thinking（批判的な視点で
他人の文章を読み、自分の意見を述べること）など日本ではな
かなか勉強する機会の無いところまで深く学ぶことが出来まし
た。そして約1年間にわたってこのコースでトレーニングを受
けた結果、私は帰国直前に受験したIELTSで大幅に点数を上げ
ることが出来ました。これは今でも自分の中で大きな自信と
なっています。

一方、もう1つのコースのIBCですが、こちらは名前の通り
国際社会におけるビジネスについて学びます。私は語学コース
だったのであまり詳しく書くことが出来ませんが、講義、ディ
スカッション、グループワークなど様々な形態の授業やアク
ティビティを通して、実際に国際社会のビジネスシーンで活躍
するためのスキルを身に着けていくコースと言えます。

少し残念ですが、これらの2つのコースは留学生専用のコー
スで、また、金沢大学のようなチューター制度もUCLanには
ありません。すなわち、UCLanでは現地の学生と交流する機
会を自分から掴みに行く必要があるのです。しかしチャンスは
たくさん転がっています。UCLanにはとても大きいJapanese 
Society（日本人や、日本に興味のある現地の学生が集まるサー
クル）がありますし、現地学生の日本語学科の授業にアシスタ
ントとして参加する機会もありました。また、私が留学中には
“UCLan日本文化祭”という大きなイベントが学校で催され、そ
こでイギリス人学生とソーラン節を踊ったり、金沢大学につい
て紹介するパンフレットを作ったりもしました。“自分の身の
回りにある機会を、いかに上手く捕まえるか。”これは留学をよ
り充実させるための1つのポイントだと言えます。“面白そう！
→じゃあ、やってみよう！”と、良い意味で色々なところに首を
突っ込み、そこで成長している学生を私は何人も見ました。私
自身、最初は留学に行くことすらなかなか決断出来ないような
人間でしたが、今では“とりあえず、やってみよう！”という一
歩踏み出す精神が自分の中にも芽生えているのを日々感じてい
ます。

留学を終えて・・・
私の留学はいわゆる語学留学でしたが、イギリスで過ごした

約9か月間、英語以外にも本当にたくさんのことを学んできた
のは言うまでもありません。むしろ、それぞれの国が誇りを
持って自分たちの言語を話すヨーロッパで、世界共通語とさ
れる英語も所詮は1つの国で作られた言語であり、数ある中の
ちっぽけな1つなのだと思い知らされました。“英語が話せる=
グローバル”なんていうのはやはり幻想で、それぞれの国の文
化を理解し、尊重する姿勢を持ち合わせる事こそが真の国際感
覚なのだと改めて痛感しました。このように、イギリスはもち
ろん、旅行先のヨーロッパ各国でも様々な文化や宗教、言葉、社
会のシステムや考え方などに触れてきた私の頭の中には今、留
学する前には無かったものがたくさん詰まっています。この紙
面でもっと具体的に書くことが出来ないのが悔しいほどです。

ここまで長々と自分の留学体験談を記してきましたが、留学
のカタチは人それぞれ、十人十色です。体験することも、感じ
ることも、考えることも、きっと全員違うでしょう。留学を志
す皆さんが、自分の納得のいく、自分らしい素敵な留学生活を
送れることを切に願っています。

ロシア

カザン連邦大学
人間社会学域国際学類　野村　　結

私はロシアのカザン連邦大学で2014年9月から2015年6
月まで派遣留学をさせていただきました。留学前は恥ずかしな
がらロシア語の勉強があまり捗らず、ほとんど何も話せない状
態で行くこととなりました。ロシア語は、その文法と発音の複
雑さから日本人にとってとても学びにくい言語と言われていま
す。案の定、着いた頃は全く会話が成り立たず、困ったことが
何度もありました。カザン連邦大学では、最初留学生は皆文学
部に所属し、言語の授業を中心にとれることになっています。
コースは韓国人・中国人向けのアジアコース、ヨーロッパから
きた留学生向けのヨーロッパコースがありました。基本的に
ヨーロッパからの学生はロシア語学習歴が長く、母語との相違
もアジアの言語と比較すると少ないため、ある程度ロシア語を
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操ることのできる学生が集まっていました。しかし、レベルが
雲泥の差であるにも関わらず、私はなぜか最初からヨーロッパ
コースに配属されていました。アジアコースに入り直すことは
できましたが、これも一つの挑戦だと思い、そこで頑張ること
に決めました。自分の無能さに打ちのめされ泣いたことも多々
ありましたが、本当に優しい先生に出会うことができ、その先
生に個人指導をしていただけることになりました。その先生は
母親のように接してくれ、彼女の娘とも一緒に料理をしたり、
劇やサーカスの鑑賞に行ったり、彼女のダーチャと呼ばれる
別荘で休日を過ごしたりしていました。寮で同じ部屋に住んで
いたフランス・ドイツからの留学生とも切磋琢磨しあい、毎日
たくさん勉強していました。すると、前期が終わる頃には会話
をスムーズにできるほど上達し、自分でもびっくりしていまし
た。カザン連邦大学は、留学前に授業の選択もできるのですが、
大学に行ってからでも選び直すことができるので、留学前の内
容も分からないうちに選択しないほうがよいと思います。そし
て、コースの選択については同じアジアからきた留学生向けの
コースのほうが易しいので、ゆっくりじっくり学習したい方に
とって最適だと思います。アジアコースが文法や発音に特化し
た授業であるのに対して、ヨーロッパコースはロシアの映画や
音楽、文学やメディアなどの文化的な側面を大いに学ぶことが
できます。私は映画や音楽にとても興味があったので、本当に
楽しくて仕方ありませんでした。自分の興味関心があるほうを
選択していただければ、より充実した学習ができるのではない
かと思います。

今、ロシアでは日本文化がより一層流行中であり、日本人と
いうだけでかなり重宝されていたように感じます。カザンには
日本センターがあり、私はそこで習字の先生をしていました。
生徒たちは一生懸命筆と炭で日本語を書いており、日本の美を
学ぼうとする姿勢には何度も感動しました。また、カザンで開
催される日本文化のフェスタでは、日本人を代表してステージ
で日本人歌手の歌をロシア人の友人と歌うという経験もさせて
いただきました。さらに、私は幼いころから合気道をしていた
ので、ロシアの各地にある道場を訪れ、たくさんの人と稽古を
しました。イジェフスク、リャザン、シャフトゥイという街で
は、ゲストとしてセミナーに参加することもでき、ホームステ
イをさせてもらいながらロシア人の生活を体験することができ
ました。そこで出会った人は皆本当に優しく温かく受け入れて
くれました。ロシア人は一見冷たそうに見えますが本当はとて
も慈悲深く深く愛してくれます。そして気がついたことは、日
本人であるという自覚と誇りを持って、日本にしかない文化や
技を身につけていれば相手も尊重してくれるということです。
これから留学を考えている方は、たとえ知識だけでもいいので
何か日本人として誇れるものをもっていければきっと役に立つ

と思います。
また、私がロシアにいた時期はちょうどクリミア事変の後で

あり、欧米からの経済制裁が顕著になっていく過渡期でもあり
ました。物価は下がり続け、その後インフレが起こり、国内に
は不安の声が広がっていました。しかしそのような状況でも治
安が悪くなることはありませんでした。このような重大な時期
を現地で過ごし、国民の話をきくことができたのはとてもいい
経験だったと思います。卒業論文では、この経験も活かしてロ
シアと欧米の関係について研究していきたいと考えています。
そして、その制裁下ですら私が感じたのは、ロシアはとても大
きな市場であるということです。ソ連が崩壊し、資本主義経済
が拡大したロシアでは、国民の購買意欲がとても高いことに気
がつきました。ロシアだけではなく、資源が豊富で潤っている
カザフスタンやウズベキスタンなどの中央アジアも同様です。
ロシア語はロシアだけではなく、旧ソ連諸国はもちろん幅広く
使うことができます。これからロシア語の需要がさらに高まっ
ていくことは明らかであると確信しています。この時期にロシ
ア語を習得することができるのは、とても有益なことであると
思いました。

今回の留学を経て、ロシア語やロシアについてはもちろんた
くさん学ぶことができましたが、価値観の変化も大きな成果で
あったと思います。それは、世界は自分が想像していたものよ
りもずっとずっと広く深く、そして自分の限界は自分で決めた
ものであるだけで、その限界を何度も自分で更新していくこと
ができるということです。そして、自分で見て聞いたことはす
べて自分の中に蓄積されていくということです。日本にいても
できることはたくさんありますが、日本ではできないこともた
くさんあります。それをより多く経験することによって、自分
の人間としての幅はいくらでも広く深くなっていくことを実感
しました。これから留学を考えている方にもぜひその感覚を味
わっていてだければと思います。

カナダ

モントリオール大学
人間社会学域国際学類　建部都志子

私は2014年9月から2015年5月までの約9か月間、カナダ
東部ケベック州にあるモントリオール大学に留学していた。そ
の経験や情報を興味のある方へ提供できたらと思う。

モントリオールの特徴
まずカナダへの派遣留学と聞くと英語中心のように思える

が、モントリオール大学のあるケベック州ではフランス語が主
に話されている。日常生活や授業ではフランス語を使う。しか
し、さらに特徴的なことは「英語を使う機会が多い」ということ
である。中心街の通りでは英語を耳にすることが多い。が、大学
のある方面では通りでも店でもフランス語が聞こえてくる。モ
ントリオールでは、店に入ると”Bonjour!　Hi!” と二言語で話
しかけられる。その後の会話を英語で始めるか、それともフラ
ンス語で始めるかで、「自分はこの言語を話します」という主張
を相手に伝えるのである。当然、フランス語を習得することが
私の留学の一貫した目的だったので、英語よりもフランス語を
使うようにした。最初、モントリオールのような「真のバイリン
ガル」な街が本当に存在することにただただ驚くばかりだった。
いや、最後まで驚いていたように思う。また、カナダは多民族国
家で、モントリオールでも様々な民族・人種・文化が混在して
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いる。英語やフランス語以外にも、彼らの母語を通りのあちこ
ちで聞くことができる。彼らもみな口々に「モントリオールは
本当に世界で一番ユニークな場所だと思う」と言っていた。私
たち日本人だけでなく、世界中からやって来る人々をも驚かせ
るモントリオールという唯一無二の街が、私は大好きである。

留学前
カナダには他に協定校がないこととケベック州への留学は少

し特殊であることを踏まえて、手続きのことについて簡単に書
こうと思う。まず、大学から入学許可を受領したら学生ビザよ
りも先に、ケベック州への留学許可のCAQを申請しなくては
ならない。その許可が下りてから初めて、学生ビザを申請する
ことができる。学生ビザは全てオンラインで済ませるので、書
類を揃えることは大変だが別の場所へわざわざ出向く必要はな
いので便利である。私の場合、学生ビザを申請してからなんと
5日後に許可がおりたので、早すぎて驚いた。しかし、できる
だけ余裕をもって準備できるように早め早めの行動をお薦めす
る。

授業
学期は二期に分かれていて、前期は9月～12月、後期は1月

～4月である。前期と後期の間には、二～三週間ほどの休暇が
ある。それぞれ前期後期の中も二つに分けられていて、間に一
週間ほどの休みが入る。

私の場合、前期は大学内にある語学学校へ通った。クラス分
けテストで、初級のレベル1・2、中級のレベル3・4、上級の
レベル5・6のいずれかに分けられる。最初、レベル1の一番
低いクラスに入れられてしまった。そこはフランス語の挨拶さ
えも知らない人たちのためのクラスだったので、さすがに直談
判してレベル3のクラスにあげてもらった。クラス分けテスト
では、自己評価を中級、自信のある人は上級ぐらいにすべきだ
と思う。どれだけ面接でうまく返答しても、自己評価が低けれ
ばレベルの低いクラスに入れられてしまうからである。クラス
に入った当初は、周りのフランス語レベルを高く感じてしまっ
て辟易していたが、同じクラスにとどまって良かったと思う。
少ししんどいと思えるぐらいの状況の方が語学は上達すると感
じた。

後期は正規学生と全く同じように、大学の授業を履修した。
留学生用の授業というものはない。一コマ三時間で、週四コマ
の授業を受講した。ウェブ版シラバスのようなものがあり、そ
こで授業内容や中間テストの有無、配点の仕方、ディスカッ
ションの有無などを調べることができる。二週間ほどの履修登
録期間に色々な授業に行って、履修する授業を決定していく。

私は政治学部に所属していたが、歴史学や地理学なども含め、
履修できる授業の選択肢が非常に多かった。私は大学からフラ
ンス語を習い始めたので、絶対正規授業の単位を取るなんて不
可能だと思い駄目元で受講していた。しかし、先生や友達のサ
ポートのおかげで、なんとか三コマの授業の単位を取ることが
できた。モントリオール大学は「フランス語をうまく話せない
留学生」の扱いに非常に慣れているので、先生や友達は、私の下
手なフランス語でもとりあえず「続けて続けて！」と言ってくれ
た。そのおかげで、「下手でもいいから、間違ってもいいから最
後まで話すこと」はできるようになった。

生活
私は大学のキャンパス内にある寮に住んでいた。そこででき

た友達は、一緒にテスト勉強をしたり晩御飯を食べたりして仲
良くなれたので、寮暮らしを選んで本当に良かった。寮の近く
にスーパーはないのだが、大学側の近くの通りに大型スーパー
や郵便局、マルシェなどがある。その通りにアジア系大型スー
パーもあり、日本食の調味料などはそこで手に入った。また、
モントリオールの公共交通機関に関して言えば、地下鉄を使っ
て簡単に中心街へ行くことができる上、バスは縦横無尽に張り
巡らされているので非常に便利である。四か月使い放題の定期
を買うと、行先に関わらずバスも地下鉄も乗り放題である。冬
には氷点下30度まで寒くなるので、公共交通機関や地下道が
整備されているのは有り難かった。モントリオール大学のある
側はどちらかというと生活圏でそこで事足りたが、遊びに行っ
たり買い物をしたりする時は、地下鉄やバスを使って中心街へ
出た。フランス語を話す機会を作ろうと、寮で友達とごはんを
作ったり、外食をしたり映画を見に行ったり（映画は基本英語）
アクティビティに参加したりした。多分自分の人生で一番遊ん
だ一年だったと思う。食費や買い物にはあまりお金をかけず節
約していたが、友達との遊びには何の迷いもなくお金を注い
だ。使えるお金が限られていたが、もちろん親の助けもあって、
奨学金と自分の貯金を駆使して充実した留学生活にすることが
できた。私は留学中ずっと家計簿をつけていたため、もし具体
的な生活費が知りたければ教えることができるので、遠慮なく
聞いてほしい。

最後に
以上の私の派遣留学報告書が、留学を考えている方の情報取

集に少しでも役に立てばと思う。留学に行くか行かないか、ど
こを選ぶかは個人の家庭の事情が影響するので、絶対に行くべ
きだと私が断言することはできない。しかし、私は行ってよ
かったと断言できる。身につけたフランス語だけでなく、言語
の壁に苦しんだ授業や全く知らなかった「本当の多文化・多言
語」の現実、そしてそこで得た友達が私を大きく成長させてく
れた。最後になるが、支えてくれた先生方や友達、そしてなに
よりも留学という機会を与えてくれた私の両親に心の底から感
謝している。

人間社会学域国際学類　宮下ふき子
Bonjour!
私は2014年9月から2015年5月までの約8ヶ月間、カナダ

のモントリオール大学に留学していました。なぜ、この大学を
選んだか。理由は高校時の経験に遡ります。高校2年生のとき
に、部活動等熱中できるものがなかった私は、このまま高校生
活を終わらせてもいいのだろうかと考え、高校を休学し1年間
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フランスに留学することを決めました。フランス語も、右も左
も何もわからない状態で、フランスにとび込み、現地の高校に
通いながらホストファミリーと過ごし、濃密な時間を過ごしま
した。多くの困難もありましたが、一番多感な時期にこのよう
な経験ができたことで、自分の人生を左右するといっても過言
でないほどの貴重な経験ができました。

多くのことを学び、感じ、考えましたが、そのなかでも一番
心に残ったことは、移民に対するステレオタイプや、貧困にあ
えぎ犯罪に走ってしまう移民の姿、移民とフランス人の対立で
した。普段、島国という海に囲まれた地域に住んでいるため、
移民や難民はあまり身近なテーマではありませんでしたが、フ
ランスは他のヨーロッパ、アジア諸国と地続きであり、アフリ
カも近いために私が留学した2009年当時から多くの移民や難
民、不法移民が流入してきていました。当時高校生と若かった
私は、国際関係や政治、情勢についてもまだまだ知らなかった
ことが多かったのですが、移民と現地民の人がよりよい関係を
作っていくにはどうしたらいいかもっと勉強したいと漠然と考
え、金沢大学の国際学類への入学を決めました。

国際学類では多くのことを学ぶ機会がありましたが、移民の
政策や現状を肌で感じたいと思った私は留学することを決めま
した。もう一度フランスに行き、大学で学んだ知識をベースに
フランスを分析しなおすという道もありました。しかし、あえ
て同じフランス語圏で同じ文化背景を持つ人が多く住み、かつ
移民政策が成功しているカナダのケベック州で勉強すること
で、この二つの地域を分析比較し、新たな移民政策の可能性を
探求したいと考え、モントリオール大学を留学先として選択し
ました。

留学前準備
留学直前の学期は、週3コマフランス語の授業を履修し学習

していました。ただ、ケベックのフランス語は訛りが強く、慣
用表現などもフランス語と違うものが多いので、出来る範囲で
自主学習しておくといいと思います。

カナダ（ケベック）のビザはオンライン上で申請します。申請
が通ると仮の受け入れ許可がもらえます。しかし実際にVISAが
発行されるのは、現地の空港です。

ケベックは冬には−30℃になる等とても寒い地域なので
ヒートテックは重宝しました。

留学中
・モントリオール

モントリオールはカナダの東部にあるケベック州（フランス
語圏）に位置しています。世界で2番目にフランス語を話す人
口が多い都市で、経済規模はトロントに次いで大きいです。モ
ントリオールは、フランス風の建物が密集する歴史地区もあり
つつ、すぐ隣にはイギリス風の地区や、オフィス街、中華街等が
あり、様々な表情を見せてくれる魅力あふれる街です。多くの
人がフランス語と英語のバイリンガルなため、人によっては、
英語とフランス語両方を習得することも可能です。
・モントリオール大学

私は両学期とも正規授業を受講していたため、正規授業に関
して説明します。授業は、1週間に平均4コマから5コマ取り
ます。1コマが3時間と長いので、途中休憩はありますが、最
初は少し大変かもしれません。また予習の量も多く、一つの授
業につき翌週までに約30枚の予習資料に目を通さなければな
りません。授業はフランス語で行われますが、予習の資料は英
語で読む場合もあります。日本のように出席はあまり重要視さ

れることがなく、あくまでも実力評価です。学期中レポート3
つ、あるいはレポート1つとテスト2回の結果で評価されるこ
とが多いです。学年によって、レポートの長さは違いますが、
大体15～20枚が平均です。

最後に
人によって留学の目的は様々だと思います。留学はとても楽

しいですが、逃げ出したくなることもあるかもしれません。し
かし時間は限られています。そんな時は、自分が留学で何を得
たいかという目的を見つめなおし、充実した、そしてなにより
も楽しい留学生活を送ってください！

Au revoir!

人間社会学域国際学類　吉岡かなえ
私は、約8ヶ月間カナダのモントリオール大学でフランス語

での留学を経験しました。カナダでフランス語？と思われた方
もいるかと思います。ケベック州は、歴史上、文化的にも政治
的にも特殊な土地であり、そこに強い興味を抱いたことが、私
の留学のきっかけでした。モントリオール大学は平成25年に金
沢大学との協定が結ばれたばかりで、私たちが派遣留学一期生
であったこともあり、情報は本当に少ないと思います。できる
かぎりこれを読んでいる皆様のお役に立てると幸いです。そこ
で、留学についての情報を私の経験を交えて、お話したいと思
います。

留学前について
・VISA、CAQの申請

モントリオールが位置するカナダのケベック州では、就学す
るために、まずCAQという一種のビザの取得が必要です。これ
はインターネットから申請する簡単なものですが、このCAQ
がないと、カナダ国のVISA申請ができないため、はやめに申請
を済ませることが必要です。しかし、モントリオール大学から
留学許可書が届くのは比較的遅いため、留学許可書が届いたら
すぐにこの二つを行うことをお勧めします。
・語学について

ケベック州のフランス語は“ケベコワ”といわれ、フランスで
話されるフランス語に比べ、強い訛りがあります。私はこの訛
りに慣れるまで非常に苦労したため、少しケベコワについて調
べたり、インターネット上などで聞いてみておくといいかもし
れません。

授業について
モントリオール大学での留学プログラムは、秋期（ 9月～12

月）間は大学内の語学学校、冬期（ 1月～4月）間は正規授業を
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受講するというものです。（秋期間から正規授業を受けること
も可能です）冬期に語学スキルも十分とはいえない状態で、正
規の学生とともに授業を受けるのは、正直とてもしんどかった
です。しかし、必ず助けてくれる友人・教授たちがいました。
私が理解していないだろうとばれていたのか、寮で勉強してい
ると、一緒の授業を受けている子が「ノート見せてあげるよ」と
声をかけてくれたり、教授が個別に時間を割いてくれ、指導し
てくださったり．．．新しい言語を使って受講することは、厳し
くもありますが、とてもやりがいがあり面白いです。このよう
に、周りの支えもあったことから、最初は不安だったこのプロ
グラムに挑戦してよかったなと感じています。

モントリオールについて
モントリオールは、カナダが二か国語を公用語としている

のを象徴する都市でありました。スーパーに行くと、必ずHi, 
Bonjourと二か国語で声をかけられ、英語でもフランス語でも
対応してくれることを示しています。カフェにいると、隣の老
夫婦が会話中にフランス語から英語に切り替える、なんていう
場面に遭遇したこともあります。

気候については、一言でいうと極寒です。“ケベック、それは
冬である”という言葉があり、6ヵ月間は冬であるとされていま
す。−30度を記録することもありましたが、暖房設備や地下施
設は整っているので、想像よりも苦労は少ないかもしれません。

また、地下鉄やバスなどの交通手段も充実しており、バスは
24時間運行しているため、とても便利でした。春から夏にかけ
ては、毎週末ジャズ、アート、花火などのお祭りが開催される、
とても陽気な街です。

そして何よりも、ケベックの人たちは本当に暖かく、様々な
国から来る人たちを受け入れてくれました。実際に多様なルー
ツを持った方々が住み、多様な文化が混在しています。生活を
しているだけで、日本とは全く異なった環境での新しい発見は
多いのではないかと思います。

おわりに
私が留学で一番の収穫と考えているのは、出会いです。留学

当初から、たくさんの友人に出会い、その方々の助け・励まし
があったからこそ、最後まで楽しく異国での生活を乗り越えら
れたと強く感じています。今までの人生では経験できなかっ
た、新しいことの連続の毎日で、自分の価値観の変化を感じた
り、今までにはなかった視点を得ることができました。そし
て、このような機会を与えて頂いた、大学関係者の皆様や両親
には、深く感謝しております。帰国したいま、私にできること
は、これから留学に行かれるみなさんや、日本へ留学している
方々のお手伝いをすることだと考えています。ぜひ皆さんも、

一歩踏み出して、違う世界での生活を楽しんでください。これ
を読んでいる、少しでも留学へ興味がある皆さんに、これから
素敵な出会い、充実した生活が待っていることを、心から願っ
ています。

アメリカ

ニューヨーク州立大学バッファロー校
人間社会学域国際学類　遠藤　由佳

今ごろUB（University at Buffalo）の友達はTim Hortonsの
パンプキンスパイスラテ（秋季限定）を飲みながら試験勉強して
いるところでしょう。ホストファミリーに紅葉を見せに連れて
行ってもらったのも去年のちょうど今頃、10月中旬でした。ハ
イウェイから望む木々が一面、黄色、赤、オレンジに染まって
いて、広がる枯れたコーン畑とともにとても印象的だったのを
覚えています。

私が留学したニューヨーク州立大学バッファロー校（以下
UB）は、アップステートニューヨークと呼ばれるニューヨー
ク州の北部、カナダとの国境の近くにあるバッファローという
街にあります。バッファローといえば、①寒い②ナイアガラの
滝③バッファローウィング（ホットソースとブルーチーズソー
スで食べる手羽先）が有名なところです。UBの特徴としては、
留学生が多く全学生の約15％を占めること、学費が安いため
ニューヨークシティや近郊から多く学生が集まること、そして
広大なキャンパスを持つ（本当に恐ろしく広いです）典型的なア
メリカの郊外型の大学ということです。

留学生の多いUBだけあって、留学生向けの制度も充実して
います。留学生用のオフィスは、大人気なのでいつも混んでい
ますが対応もよく、たいていの事務上の手続きや疑問は解決し
ます。また現地の学生によるメンタープログラムがあり、留学
生を一対一でサポートしてくれます。留学生向けの観光ツアー
やコンサートなどもISSS（留学生支援室）がよく企画していま
す。ナイアガラの滝、建築で有名なバッファローのダウンタウ
ンや国立公園に行くツアーなどは、車がない留学生にとって、
観光する絶好の機会です。

留学中の過ごし方についてですが、まず仲良くなった友達と
は寮、授業、Student Association（以下SA）、教会、友達の紹
介などを通して知り合いました。UBの多国籍性を象徴するの
がSAです。各国ごとにクラブ活動やイベントをやっていてその
国の文化に触れることができます。私はたまにJSA（Japanese 
Student Association）とKASA（Korean American Student 
Association）に遊びに行っていました。日本人、韓国人だけで
なくいろいろな人と友達になれるよい機会です。また大学や寮
ではよくイベントが無料で開催されます。カーニバルが来ると
アトラクションや射的を楽しめますし、帰りには景品のぬいぐ
るみやら金魚やらで両手がいっぱいになります。オーガニック
食品やフードトラックのイベント等もありました。また寮のイ
ベントでは、アイスクリームやフリーピザを配るものやゲーム
などがちょくちょくあるので、そういう身近なところで友達と
楽しんだり、新しく知り合ったりするのも面白いです。

次に授業についてですが、UBでは多様な専攻の授業を履修
することができます。私は主にEnglishメジャーの文化、文学
や言語等の授業を履修していました。履修登録時に教授から、
無理のない時間割のために一週間のリーディングのページ数
を計算して授業の計画を立てるようにアドバイスを受けまし
た。ある教授には「こんなに読めないと思うでしょう。でもや
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れば読めるよ」と言われました。がしかし、たとえなんとか課
題分を読めはしても、そこにレスポンスペーパーを書いてなど
と言われると非常に大変なことになります。そこで私は授業登
録前に一週間に書くペーパーの枚数も計算することもお勧めし
ます。ペーパーを書くときにはWriting Centerに行くと自分
の書いたものにアドバイスをもらえます。また授業を聞いてい
るとよくわからなくなってくることもあると思います。その
時はアポイントメントをとって教授のオフィスに行きましょ
う。Teaching Assistant （TA）の教え方もわかりやすいので
オフィスアワーには質問に行くとよいです。UBでは公私にわ
たってお世話になり、さまざまなチャンスを与えてくれた最高
の教授に出会えました。それは私の一生の財産だと思います。

私はキリスト教徒ではありませんが、アメリカ滞在中はキ
リスト教に触れる機会が多くありました。ホストファミリー

（一緒に住んでいないので厳密にはちがうかもしれませんが）
はアメリカの生活様式やキリスト教文化をたくさん紹介して
くれました。友達の何人かがクリスチャンだったので一緒に
International ChurchであるCampus Churchに行ったり、バ
イブルスタディをしたりしました。また友達と過ごしたクリス
マスやイースターの日には、アメリカとアメリカに住む各国出
身者の、信仰と家族や地域共同体の在り方を見て体験すること
ができました。キリスト教という宗教の遍在性を垣間見た思い
でした。教会ではクリスチャンでなくでもだいたい歓迎される
ので、一度訪れてもいいと思います。

留学中に一番するべきではないことは、ずっと一人で部屋に
いることだと、私は自分の経験から思います。確かにプライバ
シーや自分だけの時間は必要かもしれませんが、あまり得るも
のはなかったように思います。留学中は人と接することが一番
大事でなによりも貴重な時間でした。

最後に交換留学を終えた後のことについて少し触れたいと思
います。5月にUBでの授業が終わったあと、金沢大学の後期が
始まる10月までの期間を、私は1ヵ月ニューヨークのマンハッ
タンで、そのあとの3ヶ月間を韓国で過ごしました。授業が終
わったあとはビザ（J-1交流ビザ）の関係で授業終了日から1ヵ
月間しかアメリカ国内に滞在することができません。そこで私
はその間ニューヨークシティの日系出版社2社でインターンを
することにしました。これは大学のプログラムなどではなく、
個人的に、教授、キャリアセンター、在米日本人向けのインター
ネット掲示板、日本人の知り合い等を通して情報を得ました。
インターンの申し込み、インタビュー、レジュメの作成、大学
への申請、滞在先の確保など準備することは多かったです。し
かしインターン自体は、海外ニューヨークに住み仕事をすると
いうことを体験しつつ、実際にアメリカで働いている方々から
アメリカの職場生活についてや、日米出版業界の現状等につい
てお話を伺うことができ、将来に役立つ経験でした。インター

ン後は一時帰国し、韓国の延世大学韓国語学堂に通いました。
以前から勉強していた韓国語ですが、留学中の韓国系の友人達
との交流を通して、韓国で韓国語を勉強してみたい気持ちが強
くなりました。こちらも金沢大学のプログラムではなく、入学
申請や滞在先などはアメリカにいるときに留学エージェントを
通して準備しました。金沢大学に復学するまでの長い時間をど
のように有意義に過ごすかも、留学を終えた後の課題のひとつ
であると思います。

教育学研究科教育実践高度化専攻　松下　佳菜
私は2014年8月から2015年の5月までニューヨーク州立

大学バッファロー校、通称UBに留学しました。実家を離れての
生活は初めてだったので、留学前はホームシックになるかとて
も心配でした。しかし、多くの友達に支えられ、9ヶ月間楽し
くそして充実した留学生活を過ごすことができました。私が留
学中行ったことや感じたことをこの場でお伝えすることで、1
人でも多くの方が留学に興味を持ってくれればうれしいと思い
ます。

留学中挑戦してよかったこと
私はこの留学中に挑戦してよかったと思うことが3つありま

す。1つ目はバレーボール部に入ったことです。最初は、自分の
考えを完璧に伝えられるかどうか分からない不安な状況で出来
るわけないと考えていました。しかし、ルームメイトの1人が
入部のトライアウトテストに誘ってくれたおかげでバレーをや
ろうと思うようになりました。合格して入部が決まったのです
が、やはり言葉が障害になり、初めは思うようにプレーが出来
ませんでした。しかし、「やるからには全力で自分のバレーをや
りたい」「みんなと仲良くなりたい」と思い、誰より声を出し、必
死にボールに食らいつく姿勢を貫きました。すると、周りのみ
んなが、私のプレースタイルから「私」という人間を理解してく
れ、私が言葉に困った時も優しく見守ってくれるようになりま
した。このような暖かいチームメイトに囲まれることで、どこ
かに所属している安心感の偉大さに気づくことが出来ました。

2つ目は言語学の知識を得ようと必死に勉強したことです。
留学の目的の一つが学問だったからこそ、辛い予習や課題など
も乗り越えることが出来たと思います。日本の授業スタイルと
は異なり、週に同じ授業が2･3回あるので予習が大変です。さ
らに自分の母国語ではない英語という壁が余計に時間を必要と
させます。私はこの勉強を頑張ったからこそ、留学が実りある
ものになったと感じています。自分が真剣に学びたい、と思え
ることを皆さんにも持って欲しいです。

3つ目はアメリカを1人で旅行したことです。自分でホテル
や飛行機を予約し、1人で旅行をするのは初めてでした。この
一人旅のおかけで、自分で行動を起こす難しさとその達成感を
味わいました。しかし良い思い出だけではありません。ある時、
私はホテルの予約ミスをしてしまい、電話でオペレーターとホ
テルスタッフの2人に対して事情を説明し、予約変更を頼まな
ければなりませんでした。電話はノイズが邪魔して聞きにくい
し、対面でないためジェスチャーも使えないという絶望的な状
況でした。しかし、友達の助けを借りながら、なんとか予約変
更が出来ました。この経験から、友達の偉大さと自分で「電話
で」問題を英語で解決できた、という大きな自信を得ることが
出来ました。旅に問題はつき物です。しかし、その問題のおか
げでより自分を高められます。ぜひ現地で旅をすることをお勧
めします。
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K A N A Z A W A  U N I V E R S I T Y

留学中の苦労
私が一番苦労したことは、「英語が上手く話せない」という恐

怖に陥ったことです。現地に着くと、短期留学ではない日本人
留学生が想像以上に在学しており、彼らの英語力に圧倒されま
した。また、多くの人の助けのおかげで留学できたため、その
期待に応えなくてはいけないという使命感から「留学前と英語
力が変わってなかったらどうしよう」と不安で押しつぶされそ
うになりました。しかしその時、1人の友達が「英語はただの
言葉でそれ以上でも以下でもないよ。気持ちを伝えることが大
切。」と言ってくれました。この言葉のおかげで、それ以降英語
が上手いとか下手とか考えることをやめ、自分の思いを伝える
ことを重視するようなりました。結果として、より積極的に、
より流暢に英語を話せるようになった気がします。さらに、話
すことが楽しくなり、友達との会話が増え、彼らとの関係もよ
くなりました。皆さんには、留学中は「語学力向上」については
考え過ぎず、約1年しかない貴重な留学生活を精一杯楽しむこ
とに全力を注いで欲しいです。

留学前にすべきこと
ずばり、勉強あるのみです。つい先ほど、語学力にとらわれ

るなと話しましたが、これは「留学中」のことです。充実した留
学生活を送りたいのであれば、それ相応の努力が必要です。私
も最初は英語の成績は同学年のなかでも下のほうでした。しか
し、どうしてもアメリカに行きたいという目標がありましたの
で一生懸命勉強しました。実際、TOEFLで満足した点数をと
るのに3年間かかりました。本当に勉強は辛いものでしたが、
アメリカでの留学生活はそれ以上に素晴らしいものでした。
TOEFLの勉強のおかげで、現地の学生と同じ講義も80％ほど
理解できましたし、普通に生活できる程度の会話が出来るよう
になりました。現地で楽しい留学生活を送れるかどうかは、留
学前どれだけ勉強したかにかかっています。語学に近道はあり
ません。一生懸命準備しましょう！

後輩にメッセージ
帰国後改めて感じたことは、「留学はゴールではなくスター

トだ」ということです。留学のおかげで、日本では見えなかっ
たものを、違う角度から考えられるようになりました。英語と
は何か、友情とは、優しさとは、自分とは。みなさんにこの思
いをお伝えしたいのですが、上手く説明できません。ぜひ、自
分で体験してください。留学してみてください。帰国後は、語
学力向上よりはるかに素晴らしいものを手に入れていることで
しょう。少しでも興味がある方はぜひ、勇気を出して留学への
一歩を踏み出してみてください。

アメリカ

ニューヨーク州立大学ニューポルツ校
人間社会学域国際学類　岡田　悠花

私は2014年8月から2015年6月まで、アメリカのニュー
ヨーク州立大学ニューポルツ校へ留学させていただきました。
帰国してもう何か月もたちますが、ニューポルツでの日々を思
い出さない日はありません。それくらい私の留学生活は、自分
の人生において非常に大切な出来事であり、あまりにも充実し
すぎていた毎日でした。

留学前
私が留学に行きたいと思ったきっかけは、映画でした。幼い

ころから海外の映画やドラマを見るのが大好きで、毎日の食卓
ではテレビではなく海外の映画やドラマを見ていました。自分
もその世界へ行ってみたいと思うことが多々あったこともそう
ですが、俳優さんや女優さんの言っていることや、翻訳の微妙
なニュアンスが理解出来たらどれほどいいだろうと思い、英語
を勉強したいと思ったことが一番の理由です。そのため、リベ
ラルアーツと言われる、幅広い授業分野が開講されており、か
つ映画学やそれに関する授業がダントツに多かったニューポル
ツに留学することを決めました。

ニューヨーク州立大学ニューポルツ校とは
ニューポルツは、みなさんがニューヨークと聞いて思い浮か

べるタイムズスクエアなどがあるニューヨークシティからは、
バスで一時間半のところにあります。そう聞くと、かなり都会
なのでは、と思う人も多いかもしれませんが、大学がある町自
体は非常に田舎です。金沢大学よりも田舎と言っても過言では
ないと思います。鹿やスカンクなど、多くの動物を大学内で見
ることが出来るくらい平和で、綺麗で、とても優しい町です。
また、大学自体が1つの町のようになっていて、なんでも大学
に完備してあって事足りるので、基本的に平日に大学から出る
ことはあまりありません。ですが、休日は、ニューヨークシ
ティに出かけて、あのブロードウェイミュージカルを観たり、
コンサートに行ったりと、アクティブに過ごすことも出来ると
いう、勉強にも集中出来て、遊びや娯楽も思いっきり楽しめる
大学です。

留学中
実際渡米して、新しい発見の毎日とはまさにこのことを言う

のだと思いました。はじめての共同生活では、ルームメイトが
常に同じ部屋にいるので、プライバシーは皆無に近いですが、
自分の身を常に、ネイティブの会話の中に置くことが出来て良
かったと思います。ニューポルツには、2人部屋が4つあり、
8人で1つのスイートと言われるものに住みます。私たちのユ
ニットは非常に仲が良く、ホームシックになることはありませ
んでした。むしろ、毎日が楽しくて、帰りたくないと嘆いてば
かりいました。来たばかりのころは、聞き取れないことや、分
からないスラングが多かったですが、帰国するころには、英語
でコミュニケーションをとることに、何の抵抗もなくなってい
ました。それはやはり、この環境のおかげだったと思います
し、文化的にも言語的にも全然違う人と住むことは、言語力の
向上だけでなく、異文化を理解することにも最適な方法だと思
います。授業も基本的には何でもとれて、とりたい授業をとり
たいだけとることが出来ます。私は先ほど述べたように、映画
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関係の授業がとりたいと思っていたので、ニューヨークならで
はの、ニューヨークタイムス誌で映画のレビュー欄を実際に書
いている先生や、グラミー賞を受賞したことがある先生に教え
ていただくことの出来る授業もとっていました。アート系の授
業は特に、世界でも有数の優秀な先生がそろっている大学なの
で、本当におすすめです。このように、生活面でも授業面でも、
充実した、本当にやりたいことをすべてやりきった留学生活を
送ることが出来ました。

留学後
帰国してから何が自分の中で変わったかと言われると、英語

力もですが、何よりも何にでもどんどん挑戦するようになりま
した。アムネスティインターナショナルのLGBT（同性愛など
性的マイノリティのこと）関連のインターンに参加してみたり、
帰国してから金沢大学の留学生寮の先魁にRA（レジデントアド
バイザー）として住んでいます。留学前は何に対しても奥手で、
なかなか行動にうつせませんでしたが、今では何にでも積極的
に挑戦することが出来るようになりました。留学をすること
で、自分にマイナスになることはありません。留学は自分の視
野を広げ、成長させてくれます。留学を迷っている人もいるか
もしれませんが、留学をして後悔することなんてありません。
何にでも挑戦です。ぜひ留学にいってきてください。

人間社会学域国際学類　熊谷　有紗
私は高校生のころからずっと、大学四年間の間に一年間の海

外留学へ行くことを目標としてきました。そのころは、まだ漠
然としていた「留学」という目標。それを具体化させるまでに
は、多くの困難や悩みが伴いました。まずは、どの言語で留学
するかということ。長い間勉強してきた英語、または大学から
始めてその楽しさを知った中国語。また、留学先で何を、どの
ような環境で勉強したいのかということ。大学に入り、多くの
可能性や選択肢を得たことで、なかなか決断ができずにいまし
た。そこで、国際学類の先生方をはじめ、友人や家族にたくさん
相談しました。その結果、アメリカはニューヨークという世界
の中心といえる、人種や文化が共生する場所にあるニューヨー
ク州立大学ニューポルツ校（以下NP）への留学を決めました。

NPは、非常に多岐にわたる学部、コースを有しているため、
学生の興味関心にあった授業がとれることや、留学生の受け入
れに熱心で、ケアがとても充実している学校です。そのなかで
私は、東アジア研究、ジェンダー、社会学、宗教学の授業をと
りました。特に東アジア研究の授業が充実していることは、中

国留学を視野に入れていた私にとっては、とても魅力的なポイ
ントでした。アジアを外の世界からの視点で見るという日本で
はできない学び方ができたことにとても満足しています。どの
授業も学生が積極的に発言し、山のようなリーディングの課題
がだされます。アメリカ人学生のなかに留学生一人という授業
もあり、初めはなかなか授業のディスカッションに参加できな
いことから、気後れしてしまいました。しかし、それを気遣っ
てくれるアメリカ人のクラスメイトや、先生、同じ悩みを共有
できる各国からの留学生たちと話すことで、次第に自信がつい
て授業が楽しくなっていきました。

また、私はEast West Living and Learning Communityに
所属していました。これは、アジアの文化や言語を学びたいア
メリカ人が、アジア人留学生と共に暮らしながら交流するコ
ミュニティです。そこで、私はかけがえのない友人を何人も作
ることができました。多くの行事を開催し、皆でパーティーを
したり、毎晩夜遅くまでKPOPのビデオの鑑賞会をしたりしま
した。時には文化の差から、誤解が生まれて言い合いになるこ
ともありました。しかし、その度にお互いの意見をしっかりと
伝え合った上で、話し合いで解決していきました。そうして毎
日楽しく、そしてたまにぶつかりあいながらも共同生活をした
ことは、非常にいい経験になりました。

そして、私は旅行にもたくさん出かけました。キャンパス
からバスで1時間半の距離にあるニューヨークシティ。季節に
よってはもちろんのこと、足を運ぶたびにいろんな顔を見せ
てくれてたくさんの刺激に溢れていました。ブロードウェイ
ミュージカル、ニューヨーク近代美術館（MoMA）、ブルック
リンブリッジ、タイムズスクエア、自由の女神等映画やドラマ
で見ていた世界が目の前にひろがった時の感動は、一生忘れな
いでしょう。さらに、ニューヨーク州の外へもたくさん旅行し
ました。大学の留学生係が主催するトリップは、格安でさまざ
まな場所へ行くことができておすすめです。アメリカは、州に
よって本当に様々な異なる特色を持っています。例えば、フロ
リダではヒスパニックが非常に多く、街を行きかう人がスペイ
ン語で会話しています。カリフォルニアでは、アジア人の割合
が非常に多く、自分がマイノリティであると感じることはあま
りありませんでした。日本の25倍もある国土を有するアメリカ
の多様性は、私たちに日本ではなかなかできないような刺激的
な体験をさせてくれます。

今みなさんがこの冊子を読みながら、少しでも留学について
迷っていたり、不安に思っていたりするなら、是非私はその背
中を押して一人でも多くの学生に留学に行ってほしいです。先
生方や留学生係のみなさんが手厚くサポートしてくださること
はもちろん、留学経験者のわたしたちが何でも相談にのりま
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す。なぜなら、わたしたちもみんなそんな不安や期待の入り混
じったなかで必死に留学という夢を叶えてきたからです。その
ために、まずは今日から少しずつ準備をしていきましょう。そ
れがきっと自分の選択肢を広げることにつながります。

アメリカ

ネヴァダ大学リノ校
人間社会学域人文学類　中村　千尋

この報告書を書くにあたって、留学中に毎日つけていた日記
を読み返してみました。最初の日記にはシアトル行きの飛行機
の中で不安で大泣きしたこと、最後の日記にはリノが恋しい、
帰りたくないと書いてありました。ネヴァダ大学リノ校での10
か月の留学生活は毎日が刺激的で、英語に限らず多くのことを
学び成長することができました。留学に行かなかった自分を想
像できないくらい、現在の私の大切な部分になっています。こ
れから紹介する私の経験が、留学を目指している人の参考にな
れば幸いです。

ネヴァダ大学リノ校は、アメリカにある金沢大学の協定校の
中で唯一西部に位置しています。レンガ造りの学舎やキャンパ
ス内にある湖が美しい大学です。ジャーナリズムと心理学が特
に有名だそうです。留学生だからという理由で授業を制限され
ることはなかったので、興味のある授業を自由に履修すること
ができました。私は秋学期に15単位、春学期に12単位の授業を
履修しました。その中でも特に関心をよせていたのが、Native 
American Culture and Identityという授業です。ネヴァダ州
に暮らすネイティブ・アメリカンの歴史や部族ごとの宗教観の
違いを学んだり、ウエスタン・シュショーニ族の方に独自の言
語を教わったりしました。卒業論文をアメリカのマイノリティ
に関する文学について書きたいと考えているので、大変有意義
な授業でした。この他にも、アメリカ政治学ではネヴァダの同
性婚や大麻の合法化についてディスカッションをしたり、言語
学の授業では日本語話者として英語との違いを発表したり、現
地に行ったからこそ学べたことや留学生としてアメリカ人とは
異なる視点で意見をする機会が多くありました。自発的に発言
する機会は金沢大学では少なかったので、留学を通して鍛えら
れたと思います。また、出席するごとに自分の英語が流暢に
なっていくのが実感でき嬉しかったです。しかし、現地の学生
と比べると課題を読むスピードが遅く、授業に必要だったネ
ヴァダの地理や議会の仕組みなどの背景知識に疎かったので、
どの授業でも苦労しました。クラスでできた友達と図書館で自
習をしたり、テスト前に勉強会を開いたり、彼らがいたからこ
そ授業についていけたと思います。ネヴァダ大学にはライティ
ング・センターという機関があり、ペーパーの添削をしてくれ
たのも大変助かりました。

私は、大学から徒歩三分の場所にあるシェアハウスで生活し
ていました。ここにはアメリカだけではなく、中国やメキシコ
など様々な国から来た学生と社会人が暮らしていました。自分
の国の料理を持ち寄ってディナーパーティーをしたり、近くの
湖にピクニックに行ったり、留学を通して大切な友達ができた
場所です。留学中は辛いことが多かったのですが、乗り越えら
れたのもハウスメイトがいたおかげです。シェアハウスは住宅
街にあったので、近所の人たちと会うことも多かったです。隣
の家のおばあちゃんとアップルパイを焼いたことは大切な思い
出です。ネヴァダ大学の寮にはキッチンがついていないところ
が多く、家賃も高いので、シェアハウスを選んでよかったと

思っています。毎週日曜日にはハウスメイトの一人と教会に
通っていました。私はキリスト教徒ではないのですが、アメリ
カ文学を学ぶ上で聖書に関する知識があった方がいいと考えた
からです。また、授業のない休日でも英語に触れていたかった
というのも理由のひとつです。若い信者が集まる教会だったよ
うで、ロックバンドが神への感謝を歌っていたり、ジョークを
交えて聖書の解釈をしてくれたり、最初は戸惑いました。教会
に通ったことがきっかけでキリスト教に興味を持ち、学内のバ
イブル・スタディーにも参加するようになりました。日本語ク
ラブに参加するのも現地の友達ができていいのですが、せっか
くの機会なので日本語から離れてみるのもいいと思います。私
は留学中、日本人の友達とも英語で話していました。留学が充
実するかどうかは自分次第です。現地でしか学べないこと、今
まで知らなかったことに挑戦してみてください。

2013年の『金沢大学生のための派遣留学の手引き』という冊
子の冒頭で、志村恵先生が「僕たちが留学した時代（もう30年も
前です）は、留学のために数年計画で奨学金の試験を受け、決死
の覚悟といえば大げさですが、かなりの根性を入れて留学に出
かけたものでした。経済的にも奨学金なしで留学するのは困難
な時代でしたから。グローバル化が進んだ現在、そして日本の
経済的地位が上がった現在、もはや留学は特別のものではあり
ません。『誰でも』そして『いつでも』、思い立ったら出かけられ
る日常的な行為なのです。」と書いていました。金沢大学では留
学で卒業が遅れたとしても、五年目の学費負担を減らすための
奨学金制度があります。金沢大学に学費を払えば、留学先の大
学の学費は払わなくてよいです。金沢大学から海外留学を支援
する奨学金がもらえますし、私は日本学生支援機構（JASSO）
からも支援してもらえました。金銭的負担は一年金沢で一人暮
らしするよりも少なかったです。留学中に取得した単位は金沢
大学の単位に互換してもらえます。こんなに恵まれた留学制度
はなかなかないと思います。短期でも長期でもいいのでぜひ留
学してください。

アメリカ

イリノイカレッジ
人間社会学域学校教育学類　大森　慶宣

大学について
私はアメリカのイリノイ州にあるイリノイカレッジに留学し

ていました。イリノイカレッジは1829年に創立された、とても
長い歴史を持つ大学です。大都会のシカゴから電車で4時間ほ
ど離れたジャクソンビルという町の中にあり、とてものどかな
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ところです。キャンパスがとても綺麗であることも有名で、留
学生も様々な国から来ています。

生活について
私は学校のキャンパス内にある寮に住んでいました。寮は基

本的にルームシェア（二人一部屋）で、Wi-Fiは完備されていま
す。学校の敷地はそこまで大きくないので、近いところなら部
屋から一分くらいで教室につくことができます。通学に時間が
かからないというのはかなり楽でした。学校には食堂があり、
バイキング形式で好きなものを好きなだけ食べることができま
す。スタッフが目の前で調理してくれるものもあるので、毎日
熱々の料理を食べることができます。ほかにもハンバーガー
ショップやスターバックスもあるので、そこでコーヒーや食事
をとることもできます。毎月何かしらのパーティやイベントが
学内で行われるので、学校の外に出て遠出をしなくても退屈す
ることはありませんでした。

授業について
学校には第二言語として英語を学ぶための授業はなかったの

で、現地の学生と同じ授業を受けていました。イリノイカレッ
ジはリベラルアーツスクールなので、自由に異なる専門の授業
を選択して授業を受けることができます。最初の頃は、なかな
か授業についていけず、膨大な量の宿題に追われ、毎日徹夜を
する日々が続きました。大変でしたが、おかげでかなり力をつ
けることができたと思います。イリノイカレッジでは授業は基
本的に少人数で行われます。先生が一方的に話す日本の講義型
授業とは異なり、アメリカでは学生一人ひとりが授業に積極的
に参加し、発言することが求められます。授業でわからないと
ころがあれば、先生がいつでも教えてくれますし、授業外の時
間でも先生が設けてくださるオフィスアワーの時間に聞きにい
けば懇切丁寧に教えてくれます。私も先生方にかなり面倒をみ
てもらいました。どの先生も親しみやすく、とても優しい先生
ばかりでした。それもイリノイカレッジのよいところだと思い
ます。

留学中
私は学校の授業とは別で様々な美術作品を制作していまし

た。ほかにも様々な人に似顔絵を描いたり、イベントでお客さ
んにボディペイントをしたり、ライブペインティングをしまし
た。おかげでたくさんの人達と交流することができました。自
分の行動で相手に喜んでもらえたこの経験は自分の中で大きな
ものになっています。

留学をとおして
アメリカは日本と違ってたくさんの異なる人種、国籍、宗教、

価値観をもった人々が集まって社会が形成されています。毎日
の生活、出会いは新しい発見の連続でした。日本とは異なる文
化、社会に触れることで、日本という国、そして日本人である
自分のアイデンティティを客観的に捉えて考えることができま
した。どんな場所でも、相手が誰であろうと相手の個性を尊重
し、愛をもって接することの大切さを学びました。そして自分
の人生をもう一度見つめ直すことができました。この留学して
いたころの経験、友人、時間は私の人生においてかけがえのな
いものとなりました。

これから留学をするみなさんへ
もし留学してみたいなと少しでも考えているのなら、私は絶

対に行くことをおススメします。留学に向けての勉強、そして
留学中の勉強や、海外での新しい経験は人生の中での大きな財
産になると思います。何事も自分から行動することを忘れない
でください。周りが何かしてくれるのを期待して待っていても
何も始まりません。悔いのない、充実した留学生活を送るため
にも、自分のやりたいことにたくさん挑戦してください。友達
を作る際もそうです。相手が日本語を少しも知らなくても、日
本に興味がなくても仲良くなることはできます。相手は「日本
人」を見ているのではなく、「あなた」を見ているのですから。
日本語を勉強したい現地の学生は積極的に話しかけてきてくれ
ます。それで少なからず自分の周りに人は集まってきて友達は
できると思います。その関係は大切にしていけばいいと思いま
す。しかし、そこで満足していては、自分が作れたであろうほ
かの人々との交友関係のチャンスを、可能性を狭めてしまうか
もしれません。私は留学する前、学校の学生全員と友達になる
つもりでいました。自分ができることは全て挑戦しました。失
敗を恐れずにぶつかってみてください。自信がなくても大丈夫
です。自信はあとからついてきます。

自分のやりたいこと、目的を明確にしておいてください。留
学生活は想像していたよりもはるかにあっという間に終わりま
す。学校からたくさん宿題も出されます。しかし、私たちは学
校に出される宿題をしに行くためだけに留学するのではありま
せん。部屋を出れば日本で決して出会うことができない人々、
経験、チャンス、可能性が広がっています。留学前に抱いた目
標を実現できるよう挑戦してください。そうすればきっと後悔
のない、実りある留学生活になると思います。応援しています。
Good Luck.

最後に
留学するにあたって、イリノイカレッジを紹介してくださっ

た山本先生、英語の指導をしてくださった守屋先生、手続きの
ために様々な手助けをしてくださった留学生係のみなさん、応
援してくださった先生方、友人、家族のみんなに心より感謝を
申し上げます。本当にありがとうございました。

※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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