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アジア

蘇州大学

頑張れたらこっちのものです。頑張ってください。
勉強方法はとりあえず話すことが一番なので、留学中は部屋

人間社会学域国際学類

林

綺音

私は 2 年生の 9 月から留学をしました。何故中国を選んだか
というと、私が中国人だからです。でも、生まれも育ちも日
本。中国を嫌いではない、むしろ好きだった私は日本で暮らし
ていく中で中国人ということをばれないように生活したりする
のはとても苦痛で、堂々と中国が好きだといえない環境で悲し
い思いをしたりもしました。でもその反面自分が中国人じゃな
かったらこんなに肩身の狭い思いをすることはなかったのだろ
うと中国に対する嫌悪感も少なからずありました。中国人だけ
ど中国語はしゃべれない。でも日本人でもない。そんな思いが
20年間ずっとありました。でも、私が知っている中国は日本
のニュースとはまるで違いました。だからこそ嫌いにはなれな
かったし自分のアイデンティティを確かめたいという気持ちが
強く、大学に入ったらすぐに留学すると決めていました。私の
留学は逃げの目的も含んでいたと思います。
結論から言うと、留学してよかったと心の底から思います。
中国を好きな人たちに出会えてやっと自分が中国人だというこ
とを受け止めることができて本当の意味で中国を好きになれた
からです。日本の友達と過ごすみたいに、一緒に遊びに行った
りテスト勉強をしたり、授業中に話したりそんな友達がたくさ
んできて毎日本当に幸せでした。楽しくてうれしくて興奮が止
まらない留学でした。でも、留学でたくさんの問題もありまし
た。一番大きな問題はルームメイトとの性格の不一致と生活リ
ズムの違いだったのですが、もし何か嫌だなと思ったらすぐに
部屋を変えることをおすすめします。他にもたくさん部屋があ
るので新しいルームメイトはたくさんいます。ルームメイトに
あまり期待をせずに気が合ったらラッキーぐらいの気持ちで
行ったほうがいいと思います。
留学前にしておいた方がいいことは、復習です。最初は一年
という期間に期待していましたがたった一年です。一年で語学
を習得するのはとても難しいです。でも、難しい中でどれだけ
上達できるかは最初の下準備で変わってくると思います。 9 月
の出発なので復習する時間は十分あります。毎日単語 5 個覚え
るだけでも最初のレベル分けテストで上のクラスに行けると思
うので勉強しておくことをおすすめします。
レベル分け後のクラスですが、最初は誰だって聞き取れませ
ん。話せません。授業で当てられたくないです。でも、周りの
留学生のほうが話せるように見えて、自分のクラスのレベルを
落とそうかなと思うかもしれませんが 1 ， 2 週間そこらで慣れ
て聞き取れるようになります。そして、後半は授業に慣れすぎ
て簡単に思えてしまうと思います。大半の人がそうだし私もそ
うだったので、レベル分けテストされても一つ上のクラスに上
がるくらいが最後まで勉強しなくてはついていけない環境を作
れると思います。そして“間違えてばかりいるのに毎回発言す
る人”という印象を先につけてしまうのです。恥ずかしいかも
しれないけど、キャラ付けしてしまえば何も怖いものはありま
せん。中国語が下手なのにとても話す人のところにたくさんの
友達ができます。上達のスピードも速いです。友達もできて中
国語も上達したら留学は楽しい以外の何物でもないです。
「旅
の恥は掻き捨て」ということわざもあるように、最初の 1 週間
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で勉強せずカフェで勉強するようにしました。わからない単

語、意味の同じ単語の使い分け、プレゼン原稿の中国語の使
い方はあっているかなど全部カフェにいる中国の人に聞きまし
た。もちろん中国語で返事が返ってくるし聞いてもわからない
ときもありましたがみんな熱心に返事をしてくれます。途中で
放棄されたことは一度もありません。いきなり話しかけて変な
反応をされたこともないです。逆にそこから興味を示してくれ
て会話が広がることがほとんどでしたし、友達もたくさんでき
ました。私が中国語を聞いて向こうが日本語を聞いてくること
もしばしばありました。日本に興味を持ってくれている方がす
ごく多いのです。またカフェにいると実際に普段の中国の人の
会話が聞けてリスニングの練習にもなります。また、留学生は
ほとんどみんなカフェに行って勉強するため留学生同士でも友
達になりやすい環境なので本当におすすめです。
最後に
中国に留学してよかったです。中国はアジアからの留学生も
たくさんいる上に欧米圏からの留学生も多く、地域のバランス
のとれた留学先だと思います。
（蘇州大学は欧米圏からの留学
生 7 ～ 8 割、韓国からの留学生 2 ～ 3 割、残りが日本からの留
学生という感じでした）
。食べ物に関しても食堂は安いし、日本
の料理と似たようなものがたくさんあるので全く困りませんで
した。毎日おいしかったです。あと空気もきれいです！
派遣留学は金沢大学に学費を納めるので、向こうでの授業費
は必要ありません。嬉しいことに中国の物価は日本よりは安い
ので、少し頑張ってバイトをして少しお金をためるだけで語学
が学べるのです。こんなに素敵な機会があるのに留学に行かな
いという選択肢はありません。語学には興味あるけど将来の自
分に語学は関係しないから留学しなくてもいいというのはもっ
たいないです。将来のことなんか考えずに今をどう楽しくする
か考えましょう。関係するかしないかなんてわかりません。将
来、意外にも関係してくることだって十分にあり得るのです。
ただ行くからにはそれなりのポリシーを持って行った方が良い
と思います。日本の留学生同士で固まるなとは言いません。や
はり、留学中つらい時だってあるし日本語で相談できる相手が
いた方がより充実した留学生活を送れます。日本の友達もいる
ことは大事なことです。でも、ずっと一緒にいるのではなくて、
お互いほかの国の友達がいながら自分たち同士も友達というの
が一番だと思います。
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私の留学の目的は全部自分の気持ち的な問題だったので、就

きて本当に幸せでした。もちろん、今後の就職先で役に立てたら
すごく良いことだと思うのでこれからも金沢大学にいる中国の

留学生たちと友達になって中国語を学び続けていきたいです。
日本と中国、国という大きな規模で関係が改善されることは
まだまだ想像できないですが、一人一人、個人間で中国への印
象が変わってくれる人がいて“海外に行きたい”という言葉の中
に欧米国だけではなく中国も含まれることを願っています。も
しあなたが中国に留学をしてみようかなと思ってくれていて何
か聞きたいこととかあったら小さなことでもなんでも私に聞い
てくれたら嬉しいです。人見知りの私でも楽しい留学となり自
分に自信を持てるようになったし、日本の人も中国の人も大好
きだと胸を張って言えるようになりました！みなさんの留学も
充実したものになりますように。

人間社会学域人文学類

郷原可奈子

私は2016年 9 月から2017年 1 月まで、中国の蘇州大学に留
学していました。蘇州は大都市上海から高鉄（鉄道）で30分弱の
近さにありながらも、歴史的な街並みが色濃く残っている文化
都市です。
留学決定まで
私がこの留学を実現するのには様々な葛藤がありました。初
めて留学を決意したのは大学 1 年の夏。高校の時に中国語を始
め留学への憧れが強かった私は、すぐに派遣留学に応募し、並
行して資金調達や留学準備なども着々と進めていました。し
かし審査も無事通過し渡航まであと 3 ヶ月という時に実父が他
界。それまで自分の道を突っ走って来た私の心に疑問の念が生
じました。今後の家庭の事、留学に行く価値… 天秤に掛けた
時に“ただ興味があるから留学に行くなんて出来ない”と自分の
甘い決意を痛感し、留学辞退を申し入れました。大学 3 年にな
り留学に行けるラストチャンス、進路選択の大事な時期に行く
か行かないかぎりぎりまで迷いましたが自分の可能性を広げた
いという思いで留学を決意しました。留学に行こうと考えてい
る人は自分だけの事だとは捉えずに、周囲の人の気配りや協力
があることも頭に入れておいてほしいと思います。

クラス・授業について
クラスは 1 班～ 6 班まで、その時によってクラスの数は異な
りますが中級レベル（ 3 ～ 4 班）は 3 ， 4 クラスあり、 1 クラス
あたり30人超の大所帯でした。国籍、年齢は様々で海外赴任で
来られた方の配偶者、韓国人・日本人、世界各国からの留学生
という感じです。ですが上級クラス（ 5 ～ 6 班）になると人数も
減るし、クラスの結束が強い（皆仲良し）ように思えました。
私は 4 班に配属されたのですが、始めは周囲のペースに全く
付いていけず勝手に話がどんどん進んでいってしまうことにか
なり焦りを感じていました。そのため、とりあえず授業の予習
復習を時間をかけてやり、対人で会話スキルを磨くようにしま
した。一番お世話になったのは寮の阿姨（おばさん）で、隙あら
ば話しかけて相手をしてもらいました。
開講されている授業は総合リーディング、写作、口語の 3 つ
が必修科目、加えて二胡・太極拳・書道・歌唱・京劇の実践科
目と人文地理・民俗・映画鑑賞（リスニング）
・HSK強化などの
座学科目を自由に履修します。選択科目を取ると友達の輪が広
がったり、中国語を話す機会が増えるのでとっても良いです。

京劇クラスでは実際に生徒が演劇をしたり、蘇州語を学んだり
と毎回かなり刺激的でした。

アジア

活のためなどではなかったのですが素敵な時間を送ることがで

生活について

中国の大学は基本みんな寮生活です。（留学生の中には外か

ら通ってくる人もいましたが） 大学の敷地内に学生寮、大型
食堂、銭湯、スーパー、郵便局、銀行ATM、病院が揃っていて
各門には警備もついているのでとても安全です。寮は既に割り
振られていますが希望を出せば変更も可能です。一人部屋～四
人部屋まであったと思います。棟によって規則や設備、新旧も
違うので自分に合った所を探すと良いでしょう。
食事は食堂、近くの飲食店、スーパー。当たりはずれはあり
ますが、私は中国の食が肌に合ってしまって、太って帰ってき
ました。徒歩圏内にごろごろと食べ物屋さんが…！！
気候は日本と大差ありませんが、空が霞む日は多くありま
す。それでも蘇州は他都市に比べて大気汚染が比較的良いと言
われています。そして蘇州は水の都なので夏場から秋にかけて
は蚊に要注意です。虫よけ対策はしたほうが無難です。
最後に
私が留学へ行ったのはずばり自分をビシッと鍛えなおすため
です。勿論中国の事をもっと知りたいというのは理由の一つで
はありますが、時期が時期で、留学に行くことで得られること
と失うことをはっきり認識していたので、大事な半年を生半可
な決意で棒には振らせまいと考えていました。留学前は 3 年生
でそろそろ本格的に将来のことを考えなきゃいけないのに何も
出来ない自分、何がやりたいのか分からない自分、授業にも身
が入らない自分、でも変わりたいと願う自分でした。留学中、
ひとつ挑戦する度に自分に自信がついていくのが手に取るよう
に分かりました。逆に失敗を通して自分の限界や他人からの自
分への評価が身に染みて分かりました。
留学中、いわゆる就活準備はこれっぽっちもできませんでし
たが留学を通して自己を知れたことは財産になりました。クラ
スでは中国を通じて各国いろんな人と出会い、考えを共有し、
はたまた日本って何？ということまで考えを巡らせることが出
来ました。
世界を知ること=日本を知ること=自分を知ること

これだけはいいたい！
日 本 人 は も っ と 中 国 に 行 く べ き だ！さ あ、 み ん な い く
ぞーー！！
留学は自分の思っている以上に色んな事が得られますよ。是
非学生時代に留学を！☆
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南京大学

良いです。日本での勉強は読み書きが中心ですが、日常生活で
は話すことと聞くことが一番必要とされます。意味は正確にわ
からなくてもかまいません。普通の会話スピードに対して抵抗

人間社会学域国際学類

五十嵐沙織

私は2016年 9 月から2017年 6 月までの10か月間中国の南
京大学に留学しました。振り返れば10か月という期間はあっと
いう間でした。しかし、経験したことを一つ一つ思い返すと長
く濃い 1 年間だったとも感じます。中国、南京での留学経験が
少しでも皆さんの参考になれたら嬉しいです。
南京について
南京は私たち日本人にとって行きにくい場所と感じる人が多
いと思います。私が南京を留学先に選んだ理由の一つはそこに
あります。中国人が日本人のことを実際にはどう思っているの
か、それが最も表れると考えられる土地に住むことでリアルな
感情を体感したいと思いました。
南京はとても住みやすい都市でした。南京大学をはじめ多く
の学校が集まる学生都市なので治安も比較的良いと思います。
中国全土に言えることですが、どこもかしこも絶賛発展中で
す。ビルや地下鉄の建設ラッシュが著しく、街や交通の便は目
に見えて変化しています。常に新たなものができていくのでと
ても刺激的でした。空気については、遠くが霞む日もありまし
たが、きれいな青空が広がる日も多かったように感じます。空
気汚染は北方より南方の方が軽度だと言われています。留学先
を絞る際にこの点も考慮しました。
留学前
南京大学には鼓楼キャンパスと仙林キャンパスがあります。
当初留学生は鼓楼キャンパスがメインキャンパスだと聞いまし
た。しかし、渡航 2 か月ほど前に仙林キャンパスがメインであ
り、そこの寮に入るようにという連絡が来ました。後から聞い
た話によると私が留学した年から留学制度改革が始まったとの
ことでした。そのため、留学されていた先輩やインターネット
からは詳しい情報が得られませんでした。留学するとなった場
合は、わからないこと、不安なことがあれば先方の留学生係に
積極的に質問してください。できるだけ不安を少なくすること
に越したことはありません。留学生係の方はどんな些細なこと
でも真摯に答えてくれました。
また、中国語検定やHSKなどの語学試験を受験し、自分の実
力を測っておくと良いと思います。留学中の学習を進める際の
大まかな目安になりますし、留学後の力との比較もできます。
同時に、中国語に耳を慣らしておくことにも取り組んでおくと
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が無い程度まで慣らしておくと現地の環境に早くなじめると思
います。ドラマを見たり中国の歌を聞いてみたりすることをお
すすめします。
留学中
大学の授業は仙林キャンパスで行われました。留学生向けの
言語の授業が中心で、クラスはテストを受けてレベル別に振り
分けられました。最初の授業を聞いてレベルが合っていないと
感じれば変更することもできます。語学の授業は読み書きの
「総合」、スピーキングの「口語」、リスニングの「聴力」の 3 種類
ありました。クラスによって異なりますが、私の場合、総合週
4 、口語週 4 、聴力週 1 でした。クラスの人数は10～30人で、
学生たちの仲が良く、先生との距離も近かったです。留学生た
ちは様々な国から来ているので考え方もさまざまでした。彼ら
と与えられた議題について中国語で討論する時間はとても有意
義でした。
大学の授業選択は比較的自由で、本科生の授業を受講する
こともできました。中国語で開講される授業を受ける場合は
HSK5級以上が求められます。 1 学期目は英語で行われるもの
を受講し、 2 学期目は中国語で行われる授業にも参加しまし
た。予習や復習、試験課題はとても大変でしたが、留学中にし
か経験できない貴重な体験でした。
南京大学は課外活動も充実しています。学期初めにさまざま
な種類のサークルが勧誘をします。掛け持ちもできるのでいく
つか入ってみると中国人の友達の輪が広がります。私は写真部
とピアノサークルに加入していました。留学生の活動参加は強
制ではないので時間ができたときに行っていました。また、日
本語クラブもあるので、参加すると日本語を勉強している学生
と相互学習ができます。
住まいはキャンパス内の留学生寮でした。できたばかりの建
物で、留学生は 3 人用に作られた部屋を 1 人で利用していまし
た。留学制度改革の途中でしたので暫定的にそこに入れられた
ようにも感じます。寮に自炊できるスペースは無く、食事は基本
的に食堂で済ませていました。中国の大学の食堂はものすごく
種類が豊富です。中国全土から学生が集まるので、北から南ま
で各地の食事が用意されています。毎日違う食堂に行ってお昼
を食べるのがちょっとした楽しみでもありました。
（太ります）
留学後 ― おわりに
留学中、壁に立ち向かう状況が必ずあります。それをそのま
まにしておくこともできます。しかし、解決するために動き出
すことが留学生活で成長する一番のきっかけになると思いま
す。私は10か月間海外で暮らして、度胸がついたと思っていま
す。それはどうにかなる、というよりどうにかしなければなら
ない状況に何度も会い、自信がついたとも言えます。自分を変
えたい、何かに挑戦したいという方は選択肢に留学を入れてみ
てください。留学を決意するのは簡単ではありません。ただ、
ひねりのない言い方ですが、留学は本当に楽しかったです。た
くさん悩んでみてください。皆さんが悔いのない選択ができる
ことを願っています！
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タ

イ

人間社会学域国際学類

留学生用でしたが、その他の専門的な授業はタイ人学生たちと
一緒に受けました。

千葉

順子

私は2016年 8 月から約10か月間、タイのバンコクにあるカ
セサート大学に留学してきました。タイに留学に行っていた、
と言うとなぜ一年間もタイに…と驚かれます。この報告書でタ
イ留学もありだなと、少しでも思っていただければ嬉しいです。
留学の動機とタイを選んだ理由
中学生になり英語を学び始めたころから、留学に強い憧れを
抱いていました。理由は単純でただ単にかっこいい、そんなイ
メージがあったからでした。それから金沢大学に進学し、留学
から帰ってきたキラキラしている先輩たちをみて、さらに憧れ
が強くなりました。私も行かなきゃ絶対後悔すると思い、とに
かく在学中に留学に行こうと考えていました。
留学への憧ればかりが先行していた私は、どの国へ行き何を
勉強したいのかをなかなか決められませんでした。そんな中タ
イを選んだのは、私の場合は消去法でした。もちろん、英語を上
達できればいいなとは考えていましたが、英語圏への留学には
あまり惹かれませんでした。「人の行く裏に道あり花の山」
とい
う言葉をご存知でしょうか？中学時代の担任の先生が、ある日
の帰りの会でこの言葉を紹介してくれました。未だに私の中で
強く印象に残っており、留学先への強い拘りもなかったため、
どうせなら東南アジアなど日本から留学に行く人が比較的少な
い国にしようと決めました。それからタイのカセサート大学に
絞ったのは、①英語での授業、②自分の英語のスコア、③仏教
国であること、の 3 つの条件に当てはまったからでした。
留学前の準備
過去に金沢大学からカセサート大学に行っていた先輩がいな
かったため、何事も早め早めの準備を心がけました。受け入れ
許可をいただいてからは、カセサート大学の留学生係担当者と
直接メールでやり取りをしました。返信が遅い、または返って
こないということも何度かありました。その際には再度メール
を送るなどしていました。余裕を持って行動していたおかげ
で、もう間に合わない！といったこともなく、無事に準備を終
えることができたと思います。
学校生活
学習目的が、①タイ語の習得、②経済に関して学ぶこと、だっ
たためタイ語の授業とミクロ、マクロ経済学の授業を主にとり

開講されているタイ語の授業ですが、初心者向けか上級者向

けの極端な二種類しかありませんでした。金沢大学ではタイ語
の授業は開講されていませんが、もしタイ語の実力が中級程度
で、タイ語の上達を目的で行くのならば、もう一度大学選びを
考え直した方がよいと思います。
経済の授業に関しては、元から興味があったミクロとマクロ
経済学を深く学ぶことができたと思います。ただ、教授はタイ
人なのでタイ語なまりの英語が初めはうまく聞き取れず苦労す
ることも多くありました。また、かなりハイペースで授業が進
んでいくので英語だけではついていけず、教科書の日本語訳版
がタイの紀伊国屋書店で取り扱われていたため購入し、理解を
深めるように努めました。
生活
大学のキャンパス内にある留学生用の寮に住んでいました。
通学には便利でしたが、市街地からは離れているため、たまに
日本食が恋しくなった時はバスを使って出かけ、デパートに
入っている日本食屋で食事をしていました。部屋は一人部屋
で、シャワートイレは共用です。キッチンは寮にないため、食
事はキャンパス内の食堂で済ませていました。朝から夜まで食
堂が開いていて、新鮮なフルーツやタイ料理など一食100円～
150円前後で食べることができます。私は20バーツ（60円前
後）
で飲めるタピオカミルクティーが大好きでした。また、キャ
ンパス内にはスターバックスコーヒーなどのカフェが数多くあ
り、部屋で集中できない時にはよく行っていました。テスト期
間中は図書館が24時間開館しており、勉強するための場は多く
設けられていたように思います。
また、プールやジムを無料で使用することができるため、身
体を動かしたい人にはよいと思います。キャンパス内にはいく
つか点々と運動用の器具が設置されていました。
その他
タイをはじめ東南アジア諸国は日本に比べて物価が安かった
ため、長期休暇の際にはタイ国内およびタイ周辺の国へ旅行
に行きました。今まで東南アジアとして一括りでしか見られ
なかったものが、それぞれの国の特色を感じることができまし
た。
また、同じくカセサート大学に来ていた日本人留学生のつて
で、タイの田舎の中学校や高校で日本語を話すボランティアに
参加しました。純粋な中学生や高校生たちとの交流、一生懸命
日本語を学んでいる姿、そしてとても高いホスピタリティを受
け感銘を受けました。
タイに駐在している日本人が多いからか、日本人向けのイベ
ントも多く開催されているので、自分で積極的に動いていけば
様々な活動に参加できると思います。同じ日本人留学生の中に
は、タイ古式マッサージの資格や象使いの資格を取得している
人もいました。
終わりに
留学に行かなくても、もちろん良い経験がたくさんできると
思います。ただ、行ったからこそ得られるものがあるのも事実
です。金沢大学はとても留学しやすい環境が整っています。自
分がしたい事に全力で取り組んでください。
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アジア

カセサート大学

ました。全ての授業が英語で開講されていて、タイ語の授業は

アジア

人間社会学域国際学類

近藤

彩乃

カセサート大学について

カセサート大学はタイの最初の農業大学として有名な大学
で、現在では農業にとどまらず様々な学部学科を有する国立総
合大学です。キャンパスも国内に複数あります。授業が英語で
行われるインターナショナルプログラムを設けている学部が多
く、いろいろな国から留学生が来ていました。私はその中の人
文学部観光学科に所属していました。
留学前の準備
まず、派遣留学を申請するにあたり学内審査、留学先大学
のTOEFLやIELTSのスコアが必要だったので前もって何度か
IELTSを受けていました。タイ語については出発前に 2 か月ほ
ど、週に一度石川県タイ友好協会が開催しているタイ語教室に
通っていました。タイ語の知識は無くても大丈夫ですが、少し
でも知っているだけで格段に生活しやすくなると思います。ビ
ザの申請に関しても、提出書類が多く手続きも東京や大阪でし
かできなかったのでかなり手間がかかりました。また、念のた
め県庁の職員診療所でA型肝炎や狂犬病（タイには野良犬がた
くさんいます）の予防接種も受けました。東南アジアに留学す
る方は予防接種するべきか調べてみてください。
留学中の生活について
キャンパス内には学生寮がいくつかありますが、私は留学生
向けの寮に住んでいました。日本人留学生もたくさんいたので
困ったことがあればすぐに相談できて安心でした。寮は新し
くはなかったため、停電したりWi-Fiが止まったりするなどの
トラブルも時々ありましたが、何かあればISC（International
Studies Center）の方がすぐに対応してくれました。
食事については自炊できなかったので寮に近いバーマイとい
う食堂や近くのカフェに食べに行ったり、コンビニ、スーパー
などで買ったりしていました。
休みの日にはバンコクの中心部に出かけて買い物や日本食レ
ストラン、映画館などによく行っていました。交通手段は主に
バス、電車（BTS,MRT）、タクシーを利用していました。長期の
休みには少し遠出してタイの他の地域や近くの国に旅行に行く
こともできました。地理的には近くてもそれぞれの国や地域で
言葉も文化も違うのでとても面白かったです。
治安については、カセサート大学は街から若干離れているの
もあり静かで安全だったと思います。中心部も特に治安が悪い
とは感じませんでした。ただし、貴重品管理や深夜に一人で外
出はしないなどの最低限の事には気を付ける必要があります。
デング熱にかかり入院するというハプニングもありました
が、保険に加入していたため医療費の負担はありませんでし
た。寝れば治ると思ってずっと寮でしんどい思いをしていまし

たが、無理せずすぐに病院に行けばよかったです。
授業について

私の所属していた観光学科の授業は、留学生は学年関係なく

好きな科目を履修することができました。金沢大学と同じよう
に最初の週にガイダンスがあり、それを聞いてから履修を決め
ることができたので良かったです。インターナショナルプログ
ラムですがクラス構成はタイ人学生がほとんどで留学生は数人
でした。最初はとにかく英語についていけず辛い思いもしまし
たが、授業を録音して何度も聞き直すなど復習に力を入れまし
た。教授は留学生のことを気遣ってくれ、またタイ人学生も親
身になってフォローしてくれました。
大変だったことはグループワークです。期末には試験に加え
グループでのプレゼンテーションが課されることが多かったの
ですが、その話し合いの際にタイ語メインで会話が始まってし
まい何も理解できずに孤独を感じたり、プレゼンで自分の与え
られたパートを上手く話せずメンバーに迷惑をかけたりして自
分に自信を持てないこともたくさんありました。タイ人との価
値観の違いに戸惑うこともありました。だからと言って何もし
ないで指示を待っているではなく、グループに入れてもらった
以上は少しでも力になりたいと思い、積極的にグループのメン
バーとコミュニケーションを取るように心がけました。最終的
に無事に終えることができとてもほっとしました。
タイ語の授業もいくつか履修しました。留学前はあまりタイ
語に興味がなかったのですが、生活する中でタイ語を使う場面
が多く、少しずつでしたが徐々に理解できるようになっていく
のは楽しかったですし、とても有意義だったと思います。
後輩の皆さんへ
留学したと言うとよくすごいねと言われますが、私は留学が
そんなにすごいことではないし、しようと思えば誰でもできる
と思います。きっかけは
「海外で生活してみたい」
「その国が好
き」など単純なものであってもいいですし、留学の目的も人そ
れぞれだと思います。金沢大学には長期派遣だけでなく短期の
留学プログラムもたくさんあるので、少しでも興味があるなら
ぜひチャレンジしてみる価値はあります。私は元々長期留学を
考えていませんでしたが、 2 年の夏の短期留学がきっかけで行
くことを決めました。
約10か月生活してみてタイは思っていた以上に過ごしやす
く、特にバンコクは日本人にとって非常に住みやすい環境であ
ると感じました。今後タイが留学先としてもっとメジャーにな
れば本当に嬉しいですし、その際に自分の経験が少しでも役に
立てれば幸いです。

マレーシア

マラヤ大学
人間社会学域国際学類

新家

夢紬

私は、平成28年 9 月から約10か月間マラヤ大学で勉強してい
ました。元々発展途上国の開発問題に興味があり、先進国では
なくできるだけ途上国の当事者に近い立場から開発について学
びたいという思いがありました。加えて、今後関わりの深まる可
能性の高い、非英語圏の人々の中で使える英語を身につけたい
という気持ちもあり、悩んだ末、最終的にマラヤ大学を選びま
した。まだまだ欧米圏への留学が主流ですが、今まさに急成長
中のマレーシア、HOTなアジア留学の選択肢が今後広がってい
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もありました。留学生ということで日本のことを聞かれること

マレーシアについて

ておいた方がよいと思います。

大学のある首都クアラルンプールでは若い人々が溢れ、高層

ビルがどんどん建設されていき国の発展をリアルに感じられま
した。日系企業の進出も著しく今後日本との関係もますます重
要になると思われます。公用語はマレー語ですが、中国語
（広東
語）
、タミル語、アラビア語などが話せるマルチリンガルも多
く、英語は準公用語として基本的にどこでも通じます。訛りも
ありますが、お互いにネイティブではないため拙いジャパニー
ズ・イングリッシュもちゃんと聞いてくれる、英語学習者に
とっても優しい国です。物価は日本の 3 分の 1 程度と安く、 1
年中温暖、食べ物も日本人の口に合うものが多くとても住みや
すい国です。市内から一時間ほどの空港はエアアジアのハブ空
港となっており、休日に安く気軽に近隣の国々へ旅行できるこ
とも魅力です。
事前準備
留学前にはやらなければいけないことが増えますが、同時に
金沢大学でのテストやレポートも重なってくるので、必要な手
続きはその時々にできるだけ早めに行うことをおすすめしま
す。また、マレーシアに限らず事務手続きが迅速に行われない
国もあるため、受け入れ先の指示に従いつつ自分でしっかりと
確認を行うことが必要です。ビザの申請には特に注意して、必
要書類が揃うまで航空券を買わないのが無難です。
また、語学面での基礎力次第で現地へ行ってからの伸びが大
きく変わってきます。私は留学前にTOEFL対策は行っていまし
たが、いざ生活してみると必要な単語が出てこないことが多く
現地で単語帳を読みこむことになり後悔しました。必要に迫ら
れたからこそ身についた力でもありますが、時間を見つけて日
本でできることはやっておくべきだったと思います。授業に関
しても日本語での知識があれば自分の専門外の分野でも、より
理解が深められると思います。
マラヤ大学について
マレーシアの東大といわれているマラヤ大学は、自然いっぱ
いの広いキャンパスにトップレベルの学生が集まっています。
（サルも集まります。）留学生が履修できる授業は形式上決まっ
ていますが、興味に合わせて自由に授業が履修できました。私
は金沢大学ではできない学びをしたいと考え、開発経済学、
ジェンダー、宗教、東南アジアに関する授業などを履修してい
ました。授業は 1 コマ 3 時間で、2 時間の講義に加え別の日に 1
時間のチュートリアル
（授業の復習を兼ねたプレゼンやディス
カッションを行う時間）があります。毎週課題が課され大変な
ものもありましたが、主体的に学んでいることが身につき、レ
ベルの高い学生と意見交換ができるエキサイティングな時間で

も多く、特に現代の社会問題などについて一般的な知識はもっ
授業によってはマレー語でしか開講されていないものがあっ

たり、反対に私のために英語で開講してくれたりするものもあ
りました。授業のレベルや課題の量、チュートリアルや期末試
験の日程がかぶらないように考慮して授業を選び、履修登録期
間に教授のサインをもらいにいく必要があります。授業に限り
ませんが、マレーシアでは書面やサイト上の情報が間違ってい
ることもしばしばありました。疑問に思ったら自分の足で正し
い情報を収集する力、おかしいと思ったら交渉するという力も
自然と身につくのではないかなと思います。
大学施設としては、図書館、24時間利用可能な自習スペース
をよく利用していました。外が暑すぎるという理由で屋内は大
抵冷房で極寒なので、上着は必須です。ムスリム国家であるこ
とから大学にもドレスコード（短パン、タンクトップNG等）が
あり図書館利用時などは注意しなければなりませんでした。ま
た、学部ごとに食堂があり好きな場所で安くておいしいご飯が
食べられます。
生活について
住居は、初めの 5 カ月は大学の寮、残りは留学生と学外で
ルームシェアをしていました。どちらも無料のシャトルバスで
通っていました。寮は 2 人部屋、エアコンなし、ほぼ水シャワー
という環境ではあったものの、住めば都。多くの留学生の友達
ができたこともあり、わりとすぐに慣れました。敷地内にはレ
ストラン、自習室、売店、運動場があり、学内なのでセキュリ
ティの面では安心かと思います。学外のアパートに引っ越して
からはより現地の生活に近いものを経験でき、生活のストレス
も軽減しました。家探し、ルームメイトとの関係性などもちろ
んうまくいかないこともありましたが、寮とルームシェアどち
らも経験できたことで新たな学びも多くありました。今後留学
するみなさんにもいろんな経験をして自分に合った住居、生活
を選択してもらえたらと思います。
大学から市内へはバス、電車でアクセスできるほか、タク
シーアプリが発達しており買い物や遊びに行く際にはいつでも
どこでも活用していました。ムスリムのお祈りのために金曜日
はほとんど授業がないこともあり、留学中は休日以外にも自分
の時間が意外とたくさんありました。私はこの時間を利用して
長期インターンに挑戦し、経済フォーラムや社会人の集まり、
日本語学習者のイベントなどにも積極的に参加しました。自分
次第でチャンスはたくさん転がっているので、留学中だからこ
そできる学びをたくさん見つけてほしいです。
最後に
多民族が混ざり合った国で、さらに世界中から集まった留学
生とともに宗教も言葉も文化も越えてサバイバルした10カ月
間。世界は思っている以上に広くて、自分の未熟さと無知さに
落ち込みながらも、異文化に溶け込んでいくことに毎日わくわ
くしていました。自分の
「当たり前」
が崩れて価値観がどんどん
変化する刺激的な日々を過ごせたのは、迷ったらいつもYESを
選んでいたからかなと思います。悩んだ日々も苦しかったこと
も全部ネタにできるくらい、私はマレーシアという国と出逢っ
たすべての人々にいろんな意味で強くしてもらった気がしま
す。そんな、多くの可能性を秘めているアジア留学の魅力が広
がっていくことを祈るとともに、留学へ向けて一歩踏み出した
皆さんを応援しています。
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けばいいなという思いをこめて体験談を綴りたいと思います。

最後に、留学を応援してくれた家族や先生方、そして世界の

アジア

どこかでいつも一緒に闘っていた友人、マレーシアで出逢った
すべての方々に感謝を込めて。Terima kasih☺

人間社会学域国際学類

サピエンス日誌。
」）や他の留学生のブログを読んでください。
ここには書ききれなかった私の留学に対する想いや心情も書い
ていますのでそこに何か現状を打開するヒントがあるかもしれ
ません。また、こういったブログでの赤裸々な留学生の投稿を

加藤

啓太

留学前の準備
留学前には必ず英語力の強化をしておくとよいと思います。
私自身も留学前にはTOEFLのスコアを上げるために毎日英語
に触れるようにはしていましたが、今思い返すと全く十分な量
ではなかったと感じています。現地では一日のほぼすべてにわ
たり英語を使うことを考えると、日本でも同じように英語漬け
の環境を作っておくべきです。とはいえ、一日中机に向かって
英語を勉強しているとなかなか続かないと思うので、洋楽を聞
いたり、Netflixなどの動画配信サイトで海外ドラマを見たり、
留学生とおしゃべりしたりするなどして楽しみながら英語を身
につけることをおすすめします。これによって、普段の英語教
材では勉強できないようなラフな言い回しを覚えることはもち
ろんのこと、リスニング力もスピーキング力も飛躍的に向上し
ていく効果が見込めます。継続は力なり。頑張りましょう。
留学中の経験
留学中は楽しいことが多い反面、辛いことも多くあります。
特に留学してすぐの頃は自分の思い描いていた理想と、実際の
環境の違いに戸惑い、精神的に苦しくなる人が多いと聞きま
す。
（実際に私もそうでした。）
「なぜ私の言っていることが伝
わらないのか？」
「授業の課題が多すぎてついていけない」など
様々な困難に直面することは避けられません。私の場合はこれ
に加えて、「VISAの取得要件を満たしていないから、一度日本
に帰ってください」と言われ、実際に日本に一度帰国を余儀な
くされました。そのほかにもここには書ききれないくらい多く
の失敗・挫折・困難に巻き込まれましたが、その一つ一つが今
の自分の糧になっています。
こういった場面で大切なことは「自分を否定せず、今自分の
置かれている状況を素直に受け止めること」だと思います。留
学してすぐにその環境に適応できる人は少ないはずなので、自
暴自棄にならず、一つ一つを丁寧にこなしていくことで突破口
が見えてくると思います。困難に直面して精神的に辛い時期が
一番英語力の伸びるチャンスであり、そこでどれだけ踏ん張っ
て頑張れるかが勝負です。
もしこの文章を読んでいるあなたが今留学先で思い悩んでい
る最中であるならば、私の留学中の体験を綴ったブログ（
「ホモ

見ることは
「みんなそれぞれ苦労していて、その中でかけがえ
のない経験をしている」のだということを知ることができる良
い機会になると思います。
留学経験をどう生かしていくか
留学中に学んだものは一生ものの財産です。そして、忘れて
はならないのは留学は
「ゴール」
ではなく、自分のこれからの進
路を決めるうえでの大きな
「指針・指標」になるということで
す。私は留学前、
「留学」
のことしか頭になかったため、留学後
どうするかということを全く考えていませんでした。前に書い
た通りですが、留学中は楽しいこと、辛いことどちらも多く経
験します。その中で
「自分は何ができるか」
「自分は何がしたい
か」など自分を見つめなおす機会が何度もあります。その中で
自分のやりたい道が見えてくるかもしれないし、自分がやりた
いと思っていたことが実はそれほどやりたくないと思えてくる
こともあるでしょう。
私はとにかく
「英語を使ってグローバルな世界に飛び込みた
い」と漠然としたことを考えていましたが、留学中必死になっ
て勉強する中で、自分が好奇心旺盛で
「考えること」
「新しい知
識に触れること」が好きという自分の新たな一面に気づきまし
た。また、そのことで自分が将来目指したいものがより鮮明に
見えてきました。
「留学は英語を学ぶためにいくものではない」
というのは建前ではありません。英語を学ぶことそのものは日
本にいてもできることです。留学中はそれ以上に自ら積極的に
行動して、自分の可能性をどんどん広げていってほしいと思い
ます。
「積極的に行動する」というのは何も留学先で大きなコ
ミュニティを立ち上げたり、パーティーやクラブに足繫く通っ
たりということだけではありません。授業で積極的に手を挙げ
て発言したり、留学先で親友と呼べる留学生を見つけたり、と
その形は人それぞれだと思います。
長くなりましたが、ぜひこれから留学される皆さんは、
「自分
らしい留学」をしてほしいと思います。どこの国に行くのであ
れ、日本にいるときとは全く違う体験ができると思います。そ
の体験がポジティブなもの、ネガティブなものかはわかりませ
んが、帰ってきたときに
「留学してよかった」
と思えるかけがえ
のない経験になります。私はできることならもう一度留学した
い、と思っているし、これから留学される皆さんが羨ましくて
仕方がありません。留学して何も成長できなかったらどうしよ
うなどと思うことは杞憂にすぎません。帰ってくる頃にはきっ
と留学前とは違った景色が広がっていることと思います。皆さ
んの留学を心から応援しています。

台

湾

国立台湾師範大学
人間社会学域国際学類

張間

美香

私は10か月間台北にある国立台湾師範大学へ留学していま
した。台北は台湾で一番の都市で、治安も交通の便も非常に良
く、物価も日本と比べると安いので非常に暮らしやすい場所だ
と思います。また、大学の周辺もお店や夜市もあり不自由なく
過ごすことが出来ました。台湾は九州ほどの大きさしかないも
のの台北以外にもたくさん観光地があり休み期間を利用して旅
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か通じませんが観光地では英語か日本語でも大丈夫な時もあり

留学前にすべきこと

と言われているだけあり日本や日本文化が好きだという人も多

中国語のレベルを出来るだけ上げておくことが一番大事だと

思います。私自身は金沢大学で一年生から中国語の授業を受け
ていたのですが、現地では聞き取りとスピーキングに苦労しま
した。もちろん徐々に中国語のレベルは向上していくので問題
なく生活を送れるようになっていくのですが、生活に支障のな
いレベルで留学へ行く方がより向こうでの生活がより充実した
ものになると思います。
また、留学に関わる情報を多く集めていく事も大事だと思い
ます。例えば、ビザの取り方や、携帯電話、学校の履修システ
ムなどです。インターネットで手に入る情報もありますが、以
前留学へ行っていた人に聞くなどして準備をしておくことで現
地での生活がよりスムーズになると思います。
学校生活
授業は二期制で 9 月～ 1 月、 2 月～ 6 月となっています。 1
月の中旬ごろから 1 か月間の休みがあります。大学の授業は基
本的にはどの授業も自由に取ることが出来ました。また、留学
生用に英語で開講されている授業もいくつかあります。師範大
学には華語学科という外国人が中国語を学ぶ学部があり、私は
その学部の授業と大学に併設された語学学校（MTC）での授業
がメインでした。語学学校の授業は交換留学生であれば無償で
週に 2 回 3 時間ずつ授業を受けることが出来ます。どちらの授
業もレベル分けテストがあり自分のレベルにあったものを受講
することが出来ます。私が留学した時点の制度では申請時に師
範大学の学部を 1 つ選ぶのですが、その学部の授業を 1 つ以上
受講する必要がありました。
また、学内には食堂や図書館ジムなどもあり、とても便利で
した。大学の寮は学内にありますが私の入っていた寮は授業を
受けていたメインキャンパスと違うキャンパスにあったので毎
日バスで通学していました。徒歩でも十分移動できる距離で
す。部屋は三人部屋でシャワーとトイレは共用です。ルームメ
イトは違う国からの留学生がほとんどです。共同生活という事
でプライベートはないですが、逆に寂しいと感じることもな
く、友人も作りやすいので私自身は寮での生活は楽しく過ごせ
ました。決して綺麗ではありませんが、だんだんと慣れてきま
す。家賃は月14000円程度です。
現地での生活
最初にも少し書きましたが、台北は非常に暮らしやすい街で
す。また日本の飲食店や商品もたくさんあるので基本的にはど
んなものも現地で調達可能です。ローカルなお店では中国語し

ます。台湾の人は非常に親切でフレンドリーです。また親日国
くいました。

留学生活を終えて
10か月間の台湾での生活では語学面での成長はもちろん、今
までにないくらい色々な国の人と出会い、新しい価値観を知る
ことが出来ました。留学中、日本にいたら簡単に出来ることも
思うようにできずそんな自分にストレスを感じることもありま
したが、それでも困っていれば周りに助けてくれる人がいて、
中国語も英語も満足に話せなくても、いつも話しかけてくれる
人がいて、留学生活を楽しく過ごすことができたのは周囲の人
に支えられたからだと思います。周囲の人の大切さや家族のあ
りがたさ、日本にいた時には気づくことの出来なかったことが
留学を通じてたくさん学べたと思います。必ずしも楽しいこと
ばかりではないですが、留学に行って良かったと心から思えま
す。これから留学を考えている方には臆することなくこのチャ
ンスを利用してほしいと思います。

台

湾

国立台湾大学
人間社会学域国際学類

川田

菜摘

はじめに
私は台湾の台北にある国立台湾大学に2016年 9 月から留学
していました。大学 2 年生の夏に 1 か月間台湾での語学研修に
参加した際に、台湾の雰囲気や人柄の良さ、また治安や学習環
境の良さに惹かれ、もう一度台湾で勉強したいなと思い台湾を
留学先として選びました。その中でも国立台湾大学を選んだ理
由は、せっかくなので台湾の最高学府で学んでみたいという憧
れと、留学生向けに開講されている授業が比較的多かったこと
です。最近は金沢大学から台湾大学へ留学した先輩が少なく、
なかなか情報を得にくい状態のため、この報告書が少しでも台
湾への留学を考えている皆さんのお役に立てれば幸いです。
台湾大学について
台湾大学は、台湾最高学府の大学であり、前身は日本統治時
代に設立された大学のため、キャンパス内には多くの日本統治
時代の建築物がそのまま残っています。総学生数は 3 万人を超
え、キャンパスは非常に広く台湾の総面積の100分の 1 を占め
ると言われているのでキャンパス内の移動には自転車が欠かせ
ません。キャンパス内が一つの町のような感覚で、中には学食
やコンビニやファストフードのお店も充実しており、週末に大
学に行くと親子づれなどでものすごく賑わっていました。ま
た、地下鉄の駅から非常に近く、街中にあるため交通は非常に
便利です。
生活について
台湾大学の留学生は基本的には大学近くの寮に住みます。留
学前に 2 人部屋か 1 人部屋を選択します。私は 1 人部屋を選択
し、家賃は一か月7400元（約27000円）でした。他の台湾の寮
と比較すると少し高めですが、寮自体は14階建ての新しく綺
麗な建物で、フロントは24時間体制で、部屋にシャワーとト
イレが備え付けられているという非常に快適な環境でした。ま
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行に行ってみるのも良いと思います。

アジア
オセアニア

た、一階にはジムや、ビリヤードと卓球を楽しめるスペースも

留学生用の授業が多数ありました。

国籍な学生が集まっており、いろんな学生と仲良くなれる環境

課外活動

り、すぐ近くに夜市もあったためほとんどの学生は毎食外食し
ます。安くておいしいご飯がたくさんあり、食事に困らない環
境です。さらに寮の一階では、テスト前になると夜食が配給さ
れるという嬉しいサービスもありました。また、地下鉄の駅も
近く、台北市内のどこへでもすぐにアクセスでき、非常に便利
です。休みの日は、市内だけでなく台湾各地を旅行しました。
台北の物価は日本とさほど変わりませんが、食事や交通費が安
いため、生活費は日本で生活するよりも安くつくと思います。

のため、貴重な時間を無駄にしないために、言語交換をしたり、
サークルに参加したりすることをお勧めします。留学生はみん
な様々なサークルに複数所属していました。私は、言語交換
サークルと、日台交流サークルに所属していました。中国語の
クラスでは現地の学生と出会うことはできないので、こういっ
た課外活動の場を自分で探して台湾人の友人を作りました。そ
こで出会った台湾人学生とは、休みの日に一緒に出かけたり、
言語交換をしたりしていました。その時の友人とは、今でも
Skype上で言語交換を続けていたり、金沢に遊びに来てくれた
子もいます。台湾には、日本人と仲良くなりたいと思っている
人が多く、台湾人がいる場所に行けば友達はすぐにできます。
そのため、サークルや課外活動へはぜひ積極的に参加すること
もお勧めします。

ありました。部屋は一人部屋ですが、共有スペースには常に多
です。食事面では、寮の周りに驚くほどたくさんの飲食店があ

授業について
台湾大学には語学学校もありますが、交換留学生は基本的に
は語学学校ではなく、普通の大学の授業の一環である中国語の
授業を履修します。そのため 1 クラスの人数は語学学校に比べ
多く、20〜30人ほどです。交換留学生が履修できる中国語の
授業は、月・水・金に開講される「General Chinese class」
と
火・木に開講される「Enhancing Chinese class」の二種類が
あり、前者は必修ですが、後者は履修するかどうかを自分で選
択できます。それぞれ、朝 8 :10～のクラスか夜18:00～のク
ラスかを自由に選択できます。クラス分けは、 9 月の初旬に行
われる筆記と口頭のクラス分けテストによって割り振られます
が、自分のレベルに合っていないと感じる場合は直接交渉すれ
ば違うクラスに入ることも可能でした。台湾大学は欧米からの
留学生が非常に多く、私のクラスも半分ほどが欧米からの学生
で、その他アジア諸国からの学生や日本人など非常に多国籍で
した。しかし、クラスによっては日本人が半分という偏ったク
ラスもあったようです。課題などは担当の先生の裁量により違
いますが、私のクラスは毎回冒頭にテストがありました。中国
語のクラス以外も基本的には留学生でもすべて制限なく履修可
能です。しかし、相当な中国語力がない限り、現地の学生と同
じ科目を履修するのは難しいと思います。そのため、私は英語
で開講されている科目を 1 つと、留学生向けに開講されている
「旅遊華語」というクラスを履修しました。「旅遊華語」は実用的
な中国語表現を学ぶクラスでしたが、履修者のレベルが高く、
毎回 1 人ずつ中国語で意見を発現するよう求められたため、私
はついていくのに必死で、毎回予習にかなり時間をかけていま
した。しかし、この授業のおかげで中国語力がかなり鍛えられ
たと思います。また、この 2 つの授業以外には、日本語学科の翻
訳の授業を聴講していました。日本人聴講生も多かったので、
毎回台湾人 4 人と日本人 2 人程のグループに分かれて中国語を
日本語に翻訳します。中国語の勉強にもなり、また現地の学生
と関わることができたのでよかったです。他にも台湾大学には

留学中、交換留学生は基本的に時間に余裕がありました。そ

最後に
留学生活は想像と違うことや大変なこともたくさんあります
が、それよりも一生思い出に残るような楽しいことがたくさん
待っていると思います。私の一番の収穫はやはり人との出会い
です。国を越えて、いまだに連絡を取り続けることができる友
人ができました。また、日本全国から集まった同じような志を
持った学生と出会えたことは、私にとって非常にいい刺激に
なっています。金沢大学は留学に関するサポートが非常に整っ
ていると思います。迷っている皆さんはぜひ、この恵まれた環
境にいる間にチャレンジしてみてください。

オーストラリア

オーストラリア国立大学
人間社会学域法学類

堀口

真由

留学前の準備
まず、同じ派遣先の先輩や、現地の大学から金沢大学に留学
している人など、現地の状況を知る人に連絡を取ることをお勧
めします。また、英語の勉強ももちろん進めるべきです。IELTS
を満たしている人は、英語の論文の書き方を勉強することを強
くお勧めします。これは英語のレポートの書き方が日本語のも
のと全く異なるからです。形式はもちろん、内容の進め方が全
く異なりますので、どのようにレポートを書き進めたらいいの
か、またレポートを書く際のルールについても留学前に知って
おくといいと思います。余裕があれば英語でレポートを書いて
みてもいいと思います。
留学先について知っておくとよいと思われる情報
特にないと思いますが、日差しがとても強いのでサングラ
ス、帽子、日焼け止めは必須です。特に日焼け止めは、現地の
ものは質が悪いので日本から大量に持って行くことをお勧めし
ます。また、病院で処方される薬を服用している人は、薬の成
分を英語で書いたものを持って行くと便利です。現地に病院が
あり、薬は自腹ですが、OSHCに加入していれば無料で病院に
行けます。私の場合、産婦人科系の薬を服用しており、最大で
2 ヶ月分しか処方してもらえないので、現地で調達しました。
その際、同じ薬がなかったので、日本で調べていった英語の成
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分表を見せて近いものを処方してもらいました。キャンベラは

は 3 つの専門科目で授業前に資料を読まなければならなかった

も、現地で発症することもあるようです。マスクをしていると

読めないことも多々あり、そのようなときにはIntroductionと

オーストラリアの中でも花粉が多く、日本で花粉症とは無縁で
ウイルスを持っていると思われるため、マスクをする人は誰も
いません。薬は現地で手に入るので、準備しなくてもいいと思
いますが、あらかじめ心得ておく方がいいでしょう。

留学中の苦労と、それをどのように乗り越えたか
私は大きく分けて 3 つの苦労を経験しました。 1 つ目はネイ
ティブスピーカーの輪にうまくなじめなかったことです。例え
ば、最初の数か月はオーストラリア人の友人と話しているとき
にその友人の知り合いが話の輪に入ってくると、会話のスピー
ドも上がりますし、日本とはノリが違うので、黙ってしまうこ
とがありました。しかし、わからないことは素直にわからない
と伝え教えてもらうことで会話になじむことができます。一番
やってはいけないのは、話の内容がわからないのにうなずいた
り笑ったりすることです。日本でも同じですが、わからないこ
とは会話の途中でも素直に聞く勇気がとても大切です。 2 つ目
は授業についていけなかったことです。ANUは大学のランキ
ングも高く、授業の質がとても高いことで有名です。その分金
沢大学では学べなかったことも学ぶことができ、とても充実し
ますが、授業についていくのは大変です。私は 4 コースのうち
Human Rights, Politics of International Law, Researching
& Writing Human Rightsの 3 つを専門科目にしました。特に
国際法の授業とR&W Human Rightsは 3 ， 4 年生向けで、教
授に金沢大学での成績表を提示して、授業を受けさせてもらえ
るよう頼んだのですが、他に留学生がおらず、内容が想像して
いたよりもかなり難しかったです。授業の中でディスカッショ
ンするときも、ネイティブスピーカーしかいないので、スピー
ドが速く、短時間で複数の話し合いをするため、切り替えが早
かったです。ま
た、 人 権 の 授
業 で はtutorial
といって、生徒
を少人数に割り
振って話し合い
をするというも
のがあり、発言
をしないと点が
もらえませんの
で、心理的にプ
レッシャーを感
じました。 3 つ
目は 宿 題 で す。
私のコースで

Conclusionに目を通し、あとはTopic sentenceのみ飛ばして
読むことで内容をだいたい把握していたのですが、授業につい

ていくためにはすべて読んだ方がいいと思いました。また、レ
ポートの書き方も全く異なり、とても苦労しました。留学生向
けにレポートの指導をしてくれる機関が学内にあるのですが、
文法や語彙のチェックはしてくれないので、ネイティブの友人
に頼んでいました。R&W Human Rightsの授業では、自分で人
権の中で分野を決め、 1 人で研究するという、金沢大学でいう
ゼミのようなことをしました。これも研究の進め方が日本と全
く異なりますので、レポート指導の機会をうまく活用しました。
留学経験を、これからどのように生かしていこうと考えているか
日本に帰国したら、大学で国際法の論文を英語で書きたいと
思っています。また、英語の授業をとって積極的にディスカッ
ションに参加し、人権の研究を行いたいと思っています。また、
ANUはすばらしい大学ですので、ANUに留学に関心のある生
徒の手助けをし、自分の留学経験を発信することで多くの人に
留学に興味をもってもらえるよう、がんばりたいです。
就職活動について
留学の経験により、自分の将来の可能性が格段に広がりまし
た。キャンベラで、日本大使館で働く外交官の方とお話しす
る機会が多々あり、いろいろな職業への興味が広がったほか、
ANUで専門科目をとったことで、大学院に進学し、もっと理解
を深めたいと思うようにもなりました。
派遣留学を志す後輩へのメッセージ
英語がうまく話せないからと留学をためらってはいません
か？たとえ英語が苦手でも心配することはありません。私もも
ともと英語が得意ではなく、派遣留学に応募しようか迷ってい
ました。しかし、大切なのは留学前にどれほど英語が話せるか
ではなく、英語を話そう、英語で専門科目を勉強しよう、とい
う前向きな姿勢です。私は留学前から英語はうまく話せなくて
も、英語の授業や留学生との交流の中で自分から英語で話そう
という姿勢でいました。英語は留学中に自然と身につきます
が、英語や専門分野に関する積極性は自分で意識していない
と、留学しても身につきません。たとえ英語がうまく話せなく
ても、自分から英語で話しかけたり、普段の授業のなかで自分
の意見を言ったりする積極的な姿勢が一番大切です。そもそ
も、海外では何も話さないと、そこにいないもの、何も考えて
いないものとみなされます。日本を出ると口に出して言うとい
うことがいかに大切かわかるはずです。そして、その経験は就
職活動だけでなく、その先の人生にも絶対に役立ちます。留学
せずに後悔することはあっても、留学して後悔することはない
のではないでしょうか。頑張ってください。

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

布澤

祥伍

僕は 3 年生が終わる 2 月から翌年 2 月までの 1 年間、シド
ニー工科大学
（UTS）
へ派遣留学に行きました。UTSは工科大学
という名前ですが実際は金沢大学以上に幅広い学部を持った総
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留学中に行うとよいと思われる活動
ANUではJapan clubに参加していました。しかし、授業が
忙しかったので、あまり参加できませんでした。クラブ活動は
スポーツ関係で地元の学生が多く参加するものを選ぶとよいと
思います。もしクラブ活動やインターンに重点を置きたいので
あれば、授業を簡単なものにしたり、コースの数を減らしたり
して調整したほうがいいと思います。基本的にコースは 4 コー
ス選ぶことになりますが、金沢大学の了承があれば、 3 コース
に減らすこともできます。私は国際法と人権の専門科目と翻訳
の授業を選択しましたが、正直なところ、 3 コースにしてクラ
ブ活動やインターンに参加すればよかったなと思いました。

のですが、その量がとても多く、苦労しました。時間的に全て

合大学です。留学生の数も多く、総勢30人以上いた日本人留学

紹介してもらって、毎週面会し日本語と英語を教えあっていま

学生を受け入れています。

授業とは別にレベル別の英語の授業が開講されています。さら

生が少数派になるほど、特に欧米、アジアから多くの外国人留

オセアニア

留学のきっかけ
かねてより僕は将来スポーツビジネスの分野で世界を相手に
仕事ができるようになりたいと思っていました。そこでスポー
ツビジネスが学べる留学についてパソコンで調べたり、留学生
センターの先生に相談したりした結果、協定校のUTSがスポー
ツビジネスの分野で著名な大学であることを知ったので、これ
はいいと思い同校への派遣留学に挑戦することにしました。
留学に至るまで
僕は 3 年生の 5 月上旬に学習計画書を添付しなければならな
いTOEFLスコア
（60点未満）で派遣留学に申し込みました。そ
の後、夏休みに学内で実施されたIELTSで留学できるギリギ
リのスコア
（overall5. 5 ）を取り、何とか留学にこぎつけまし
た。イギリス英語圏のオーストラリアではTOEFLよりもIELTS
の方が一般的です。英検と似ていて筆記・口頭試験のIELTSは
TOEFLよりも比較的点数が取りやすいと思うので、留学を考え
る方はぜひ一度IELTSに挑戦してみることをお勧めします。
派遣留学候補生になってからは更なる英語力の向上を目指し
て、ELPセンターの先生の英語の授業やIELTS勉強会でも勉強し
ていました。
授業について
渡 航 時 にIELTSの ス コ ア がwriting6.0, overall6. 5 未 満 で
あれば英語コースを受講することになります。また、翌学期
までにwriting6.0, overall6. 0 のスコアを取れば、以下の学
部 の 授 業 が 登 録 で き る よ う に な り ま す。Business, Design
Architecture and Building, Education, Communication,
Science, International Studies
英語コースの授業は生徒の 9 割が日本人学生です。授業のレ
ベルも金沢大学の英語の授業と大きく変わりません。対して学
部の授業はグループディスカッションが多く、非常に刺激的で
す。また宿題（Reading）が多く大変ですが、UTSでは 1 コマ 3
時間の授業が週に 3 コマしかないので、それをこなすための自
由な時間は多くあります。
UTSの学習支援システム
UTSの学習支援システムは素晴らしいです。例えば金沢大学
におけるチューター制度のようなBuddyプログラムというも
のがあり、僕の場合、日本のことが好きなインド人の女の子を
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した。また、UTSでは英語に不安のある生徒向けに、正規の
にIELTSの模擬試験を無料で受けられる機会もあります。実際

のIELTSテストも学内で受験することが出来ます。24時間開い
ている図書館もありがたいです。図書館内にはシャワーやTV
ゲーム部屋、仮眠のための巨大クッションや調理スペースもあ
るので、丸 1 日以上滞在することも可能です。
シドニーでの生活について
シドニーの街はまさに人種のるつぼといった感じです。感覚
的には特にアジア系の人が多かったように思います。街並みは
おしゃれですし、公園も広くきれいで多くの人がジョギングを
しています。ビーチも広くきれいで大変賑わっています。気候
が安定していて過ごしやすいです。（紫外線は強めです。
）物価
が日本の約 1 . 5 倍と高いですが、野菜や果物は高くないので、
自炊を頑張れば生活費は抑えることが出来ると思います。ま
た、日本の食料品や物品も、値段は 2 倍近くしますが何でも手
に入れられます。僕は地元県産のコシヒカリを留学先でも食べ
ていました。治安面はオペラハウス周辺でテロが 1 度起こった
ことを除けば、女性も安心できるレベルだと思います。
UTSの寮はシェアハウス形式で、僕は人種性別多様な 8 人と
の共同生活でした。寮では年中毎日イベントが開催されていま
す。内容もピクニックや講師による語学の授業、映画鑑賞会、
食事会、スポーツイベントなど様々です。寮の中にはビリヤー
ドや卓球、サッカーのTVゲームのFIFAがあるので、技術を磨
いておけば友達作りのきっかけになるかもしれません。
UTSにはSocietyと呼ばれるサークルが多くあります。中に
はJASSという日本サークルもあり、日本人留学生と日本に興
味のある外国人留学生の交流の場となっています。
就職活動について
学期休みなど自由な時間がかなり多いので現地で日系企業の
インターンシップに参加することも可能です。またCFNのキャ
リアフォーラムが毎年シドニーで開催されています。参加企業
は留学経験者を対象としており、その場で面接もある質の高い
就活イベントなので興味のある人は準備しておくことをお勧め
します。
まとめ
初めは、せっかく外国に来たのだからとネイティブの仲間の
輪の中に入り続け、そこから逃げないように努めていました。
しかし、字幕もない会話についていけず、この輪の中に居続け
てもちっとも英語は上達しないと感じました。そのうちによく
見るとどの人種も同じ人種で固まっていることに気づき、自分
も無理なく自然な友達付き合いができるようになりました。ま
た僕の場合は英語のスコアが不十分な状態で留学に出発したの
で、向こうについてからも英語の勉強に苦労しました。毎日必
死に勉強しても試験のスコアが上がらなかった時には絶望し、
抜け殻になった時期もありました。それでもそんなこんなで過
ごしたUTSでの 1 年間は当然のことながら角間での生活とは完
全に異なるもので、僕の人としての経験値を大きく高めてくれ
たように思います。UTSに行けば充実の留学生活が待っている
と思いますよ！

KANAZAWA UNIVERSITY

オーストラリア

聞き取れる人がいる一方で、ほとんど話している内容が分から

チャールズダーウィン大学

ニングの力が足りていないことを痛感しました。また、自身の

人間社会学域国際学類

有坂

拓真

留学前
チャールズ・ダーウィン大学での留学について紹介する前
に、私が留学前にどのような準備をしていったのかについて書
きたいと思います。留学前の私は、海外で生活するうえで、や
はり英語のスピーキングが大切だと考え、友人と一緒に日常会
話の勉強や、英語のスピーチ動画を見るなどして、常に英語を
使うであろうオーストラリアでの生活を意識して学習をしてい
ました。また、チャールズ・ダーウィン大学では現地の先住民
であるアボリジニの文化について学ぼうと思っていたので、大
学の周辺地域のアボリジニ人口はどのくらいかといった予備知
識も用意しておきました。日本での英語の勉強自体は間違って
いなかったと思いますが、実はある理由で現地についてから肝
心の英語で非常に苦労することになりました。
留学中
事前に契約した寮にも無事に入ることができ、現地到着後二
週間ほどで講義が始まりました。講義の形式はワークショップ
と呼ばれるもので、基本は講師の方が講義を進行しますが、途
中で議題が出され、それについて他の学生と話し合い、グルー
プで答えを出すという形式でした。金沢大学のアカンサスポー
タルのようなウェブサイトがあり、そこに次の講義の内容やそ
れまでに読んでおくべき論文などが用意されており、予習で得
た知識を講義で話すといった順序で講義は進んでいきます。次
の講義のためになにをすればいいのかが、分かりやすくまと
められているので勉強は計画を立てて進めやすい印象でした。
チャールズ・ダーウィン大学は海外からの学生数が非常に多
く、大学の中で色々な国の人と交流する機会を持てます。これ
は留学するにあたって良い面ではありますが、同時に私が苦労
した点でもあります。それは予想していた以上に英語のアクセ
ントが出身地によって異なっていたことです。問題なく英語を

英語が心もとない状態では、積極的に話しかけ、とにかく少し
でも英語に触れる時間を長くすることが大切だということを実
感できました。読み書きは講義の準備をする中で自然と鍛えら
れるので、海外での実生活における聞き取り能力の重要性が理
解できました。
生活面
私が住んでいた寮は大学の隣にあったので通学に関して全く
問題はありませんでした。部屋は 1 人部屋で共用のキッチンと
バスルーム付きの寮です。Wi-Fiは大学も寮内も完備されてい
たので、インターネット環境も良好でした。公共交通機関も充
実しており、市営バスは 1 ドル
（約90円）
で学生は 3 時間乗り放
題なので、講義の合間に市街地や各地で開かれているマーケッ
トに出かけていました。5 月から10月の乾季には雨がほとんど
降らず、気温も30℃を下回る日がないくらいに暑いので日射病
には気をつけなければいけません。ちなみに水道水は問題なく
飲めるようで、私は水道水を空のペットボトルに入れて飲料水
として使っていました。寮から徒歩で20分くらいのところに
は大きなショッピングセンターもあり、食べ物や衣服などほと
んどの日用品はそこでそろえることが出来ました。もともと、
アジア系の人口が多い地域なので、日本の食料品が近くのスー
パーで手に入れることができ、街にはアジア食品の専門店があ
り、多文化共生が進んでいる様子がよく分かりました。物価は
日本よりも高く、特に外食はかなり高いので基本的には自炊す
ることをお勧めします。
留学を考えている皆さんへ
どのような形であれ、留学をする以上、言語や文化の違いで
苦労することは避けられないと思います。私もオーストラリア
に着いたばかりのころは、ただ英語を聞き取るだけでも苦労し
ました。しかし、現地での生活を続けるうちに、少しずつ英語
が上達していることに留学の後半になって気が付きました。ま
た、言葉だけでなく他の多くの国々から来た人たちと交流でき
るというのは留学ならではの強みだと思います。皆さんの人生
の中で忘れられない経験になると思うので、もし留学に行くか
どうか迷っているなら、一歩踏み出してみてください。

オーストラリア

ニューイングランド大学
人間社会学域国際学類

山田

航平

私は2017年 2 月初旬から10月中旬までオーストラリアの
ニューイングランド大学へ留学しました。この大学があるアー
ミデールはとても平和で小さな田舎町です。町での娯楽は少な
いですが大自然の中でスポーツをしたり、ゆったりとした時間
の中で密な人間関係を楽しみました。
留学前の準備として良かった・役に立ったこと
初めての海外が長期留学だと文化・言語の違いに圧倒され、
慣れるのに時間がかかったかもしれませんが 1 年時にNZへの
語学研修に行っていたので、あまりひるまずに留学のスタート
を切れました。お金・時間の余裕があれば留学前に外国で少し
の間滞在した経験があれば、それが海外独特の緊張感とストレ
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私は2017年 2 月から12月までの約10か月間、オーストラリ
アのチャールズ・ダーウィン大学で派遣留学生として学んでい
ました。この大学はオーストラリアの中でも「トップ・エンド」
と呼ばれる赤道に近い地域で気候や文化など、他地域と比べる
と異なる点が多くあります。そういった違いや学習面も含めて
紹介していき、チャールズ・ダーウィン大学への留学に興味を
持ってもらえればと思います。

ない場合もありました。このことで私は読み書き以上に、リス

ス・プレッシャーを緩和してくれるかもしれません。
留学先について知っておくとよい情報

〈気候〉

オセアニア

こちらが 1 年を通してこんなにも乾燥するとは知らず、準備
しなかったため肌荒れやかゆみに苦労しました。気温だけでな
く湿度などにも気を配るとよいと思います。
〈日本人コミュニティの有無〉
探すのが大変かもしれませんが、そこに在住している日本人
の連絡先を知っているといざというときに安心です。生活のこ
とや精神的にまいったときに助けになってくれるでしょう。も
しものために心のよりどころがあるだけで違います。
留学中に行った活動・やってよかったこと
〈宗教
（クリスチャン）コミュニティへの参加〉
日本では避けていた「宗教」ですが、こちらでは特定の宗教を
信じることは普通のことで、はじめ面白半分で行ってみまし
た。新しい価値観に出会えたし、そこで多くの親友ができたの
でそれ以降留学を終えるまで通い続けました。近くのビーチで
の宿泊キャンプなどにも参加し、貴重な体験ができて本当によ
かったと思います。行く前に周囲から怪しまれてないか、おか
しな行動をしていないかなど最低限のチェックは必要でしょう
が、私は日本で触れもしなかった世界に浸ることができまし
た。また、彼らは隣人愛を大切にし、親身に私の話を聞いてく
れたので深い人間関係を築くことができました。
〈演劇の授業〉
日本では全くやったことがなかったですが、自分の殻を破る
というのと挑戦という意味でそのクラスを取りました。 1 人だ
け人種が違う中で周りとチームになり、 1 つのモノを作り上げ
るのは大きなチャレンジでしたが、最後にはとてつもない感動
と自身への自信、仲間との思い出を手に入れました。一生忘れ
られない宝物です。
〈バレーボール部〉
来た当初、言語に苦戦していた私にとってスポーツを通じて
のコミュニケーションは一種の逃げ場であり、励ましの場とな
りました。言葉が分からなくてもハイタッチやプレーによって
チームメイトと仲間になれることを実感しました。言葉で困っ
たときスポーツは 1 つの手です。
留学中の苦労と、それをどのように乗り越えたか。
〈一番苦労したのは演劇のクラスでのパフォーマンスとクラス
メイトとのコミュニケーション〉
生まれてから演劇の経験がなかったため授業の中での課題
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（何か動物やモノ、アニメのキャラクターになりきる、変わっ

たダンス等）にとても苦労しました。元々シャイな性格だった
ため、課題には恥ずかしさがつきまとい殻を破るのに時間がか
かりました。毎回の授業で慣れていったのと周りのオーストラ

リア人が全く恥じることなく全力で取り組むのを見て、気付い
たら何とかついて行けていました。また、クラスが始まる前に
私には多くのクリスチャンの友達がおり、親切で落ち着いてい
る彼らとは本当に仲良くなりやすかったのですが、そのクラス
で出会った人たちは自我が強く、常にハイテンションなためコ
ミュニケーションには骨を折りました。しかし、本番が近づく
につれ、チームとしての結束が必要となる中で彼らの方から手
を差し伸べてくれ、最後にはそのメンバーでやれて本当によ
かったと心底思えました。
留学で得たこととこれから
私が留学全体を通して、身についたと思うのが未知のことに
飛び込む勇気と違いを受け入れる寛容性です。それらはこれか
らの人生で柔軟に応用できるものだと思います。勇気と好奇心
をもつことの大切さは劇の本番を終え、クラスメイトと感動を
共有できたときに実感しました。オーストラリアでやったこと
のない演劇に挑戦したように、これからの人生でまだ未体験な
ことに積極的にチャレンジして行きたいです。そして、私は毎
週日曜日の教会、金曜日の友達との聖書勉強会を通じて、自分
の中に宗教に対する誤解があったこと、キリスト教にはポジ
ティブな可能性があることを学びました。大学に入り世界で起
こる貧困や格差など数えきれない問題を学び、これからの未来
に悲観的になっていた私ですが、留学先でキリスト教の価値
観、それを心の底から信じるクリスチャンと出会い、まだ未来
にも希望があることを確信しました。留学前の私のように将来
へ絶望している同世代は多くいると思うので、これからそうい
う人たちと時間を共にし、語り合い、私たちの未来について
色々な視点から考えていけるような活動ができたらと思いま
す。
また、就職活動に関していえば、留学中、大学卒業後どんな
業界のどんな会社に入るかを決定するという意味では進歩はあ
りませんでした。しかし、友達の家庭へのホームステイや教会
で出会った人からの話を聞き、日本での普通とは一線を画した
生き方を知りました。ただ企業やNGOに属すだけが人生の選
択肢ではなく、
（もちろん容易には生計を立てられませんが）農
場経営や宣教師といった一風変わった人生選択があることを学
びました。そういう意味でもっと幅広い視野で就活を考えよう
と思いました。
後輩へのメッセージ
正直なところ、私は留学中机に座って長時間勉強するという
ことに時間を割きませんでした。日本でできないこと・やって
こなかったことを最優先しようと思っていたので、上に書いた
ほかにもオーストラリア人の友達からフォークダンスやギター
を習ったり、地域の環境保全運動やキリスト教の布教活動など
にも参加させてもらいました。本当に多くの経験ができ、運に
も人間関係にも恵まれた、実りのある留学生活になったと今現
在振り返っています。勉強に力を入れなかったことに少しの後
悔がありますが、その犠牲から得たものの大きさを考えると自
分的には正しい選択ができたと信じています。ほとんどの人に
とって長期で留学をすることは人生でめったにないチャンスで
すが、そこで何を優先するかは個人の自由です。100人いれば
100通りの留学があり、それぞれ違ったストーリーになると思
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います。私は一貫してひたすらに新しい体験を追い求め、それ

学を目指す方は参考にしてみてください。

きることはできませんが、すこしでも皆さんの参考になれば嬉

の物価や自分や家庭の経済状況によっても異なりますが、奨学

きしかできない経験です。ちょっとでも迷いがあればぜひ飛び
込んでみてほしいと思います。

こと、必要に応じて親と相談することで、留学に必要なお金を
用意しました。金銭的な余裕が少しはあったことで、留学先で
より多くのことにチャレンジできたと思います。

に飛び込み続けました。この短い文章の中で私の体験談を語り
しいです。日本を離れ少しの間海外で学ぶというのは学生のと

長谷川はるい

留学中
留学中大変だったことは生活面では全くなかったように思い
ますが、学業面では、英語での
「読む、書く、話す、聞く」の全
てにおいて力不足を感じました。特に授業での発言などの参加
は難しく感じましたが、予習をしっかりすることや、担当の先
生、学生とコミュニケーションをとり関係を築くことなどをこ
ころがけ、留学期間を通して少しずつですが向上したように思
います。この他にも、予習のリーディングは要点を絞って読む
ようにアドバイスをもらったり、エッセイを添削してもらった
り、周りの助けをかりてひとつひとつ対策をしました。
私が留学したニューイングランド大学は留学先として素晴ら
しい場所だったと思います。大学のある町は人口二万人ほどの
小さな町で、穏やかでのびのびとした環境で、リラックスして
過ごすことができました。何よりも周りの人が皆気さくでフレ
ンドリーなところがとても良かったです。初めて会う人でも気
軽に会話をしてくれますし、すれ違っただけでも微笑んでHow
are you?などと声をかけてくれることが多くあります。また、
色々な繋がりの人からイベントごとなどに誘ってもらえるな
ど、友達を作りやすい環境だと思います。留学期間中を通し
て、友人の実家など一般のオーストラリアの家庭にお邪魔する
といった楽しい経験をたくさんできたのも、このような周りの
人々のおかげだと思います。さらに、日本語課や教会、週一回
のEnglish Speaking Circle、留学生同士やオーストラリア人と
英語での交流を目的としたモーニングティーやボランティアに
よる小規模の英語のレッスンなど、いつでも迎え入れてくれて
誰かとコミュニケーションをとれるような、居場所となる場所
があったことはとてもありがたかったです。
私の留学は全てが成功というわけではありませんでしたが、
一年間の派遣留学に行ったことを後悔するということは全くあ
りませんでした。ぜひ、派遣留学を通して、有意義な時間を過
ごしてください。

ベルギー

ゲント大学
人間社会学域国際学類

小笠

梨奈

私はベルギー・ゲント大学に2016年 9 月～ 7 月末の約10か
月間留学していました。ベルギーのことをあまりよく知らない
方も多いと思うので、これを読んでちょっとでもベルギーの魅
力を感じてもらえたらなと思います。
どうしてベルギー？
ベルギーはフランス、ドイツ、オランダそしてルクセンブル
クの間に位置し、首都のブリュッセルにはEUの本部がありま
す。また、公用語はフランス語、オランダ語、ドイツ語の 3 ヵ国
語もあり、多種多様な人々が共生している多民族国家です。グ
ローバル化が進み、ヒト・モノ・カネが自由に行き交う世界で
すが、まだまだ日本は外国人に対しての
「よそ者」
意識が残って
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ヨーロッパ

留学前・留学準備
私が派遣留学を志した理由は、専門の勉強や英語の習得はも
ちろんですが、一年間海外で学生として過ごすということを考
えるとものすごくわくわくして、どうしても「やってみたい」
と
思ったからです。留学先をオーストラリアに決めた理由は、英
語圏の国で勉強したかったこと、勉強したい内容を扱っている
大学があること、留学や留学への応募の時期が都合よかったこ
とが主な理由です。また、多様な文化的（民族的、人種的）
背景
を持った人々が国内におり、地理的に他の国々から離れていて
ひとつの大陸が一つの国になっているオーストラリアという国
がどのような国なのか、どんな人々がどんな暮らしをしている
のか、興味を持ちました。応募や留学の時期に関しては、他の
ヨーロッパやアメリカ、アジアなどの国と異なり、少し遅いタ
イミングではありますが、それによって不都合はあまりなかっ
たと思います。利点としては、三年生の一年間ゼミに所属する
など、専門の勉強をある程度深めたうえで留学することができ
るので、留学先でも卒業論文のテーマなどを意識しつつ、目的
をもって勉強しやすくなると思います。
留学準備としては主にIELTSの受験や英語の勉強、そして貯
金をしました。IELTSは最初の方の受験では大学の求めるスコ
アまで届いていなかったのですが、集中的に実際の試験形式の
練習問題を解いたことと、スピーキングで大きな声をだすよう
にしたことでスコアを達成することができました。IELTSの試
験対策、英語力の向上ともに大学の授業を中心に勉強しまし
た。授業を基礎として勉強することは、質の面でも、ペースを
キープすることや同じように留学を目指す周囲の人から刺激を
うけられるという意味でもよかったと思います。
日常会話に関しては、渡航後、学業面よりもわかりやすく向
上が見られたと思いますが、もう少し金沢大学に来ている留学
生と関わるなど、留学前から英語で会話することに慣れる機会
をもうけておけば、より留学先で積極的にコミュニケーション
をとることができたのかなと思います。私の場合は自分の話す
英語が伝わっていると、ある程度自信をもって安心して話せる
ところまでいくのに時間がかかってしまったので、これから留

金制度の利用を計画すること、アルバイトなどでお金をためる

オセアニア

人間社会学域国際学類

十分なお金の準備も大事な準備の一つだと思います。留学先

いたり、日本語だけで難なく生活できることなどから、他の先

生活について

かく 1 年住むんだから日本と全く異なる国へ行きたい」
「多民族

チンだけがシェアで、バストイレは各部屋についているのでプ

い」
と思い、ベルギーを選びました。

のシェアで、なかなか片づけてくれないフロアメイトに対して
若干ストレスがありました。
授業の合間や、全休の日はよく街のカフェに行って勉強をし
ていました。自分の部屋にはWi-Fiがないので、たくさん調べ
物をする時やスカイプをする時は外に出なければなりませんで
した。ほとんどのカフェはネット環境が整っていたので快適で
した。ベルギーの冬はとても寒いので、ホットチョコレートを
飲みながらの勉強は最高です！既にあま～いチョコレートが恋
しい！
ヨーロッパの中心に位置するベルギーはほとんどの国に往復
1 万円程度で旅行できるので、たくさんの国に行ってみたいと
思う方には最高の留学先だと思います。クリスマス休暇やイー
スター休暇など長期の休みも何回かあるので、いろんな国に遊
びに行くことができますよ。

進国と比べて閉鎖的だなと感じていました。そこで私は
「せっ

国家を肌で感じたい」
「マイノリティの環境で自分を成長させた

ヨーロッパ

ゲントってどんなところ？
私が約 1 年間生活していたゲントは、ベルギーで 3 番目に大
きく、金沢市とは姉妹都市です。ブリュッセルからは電車で
30分とベルギーの他の都市にも気軽に行けるのでとても便利
です。ゲントにはゲント大学をはじめとする教育機関が多く
あり、学生の街として知られています。皆さんの中には、「ベ
ルギー」や「ヨーロッパ」と聞くと、テロとか危ないんじゃない
の？と危惧する方もいるかもしれませんが、ゲントは本当に穏
やかで平和です。中世ヨーロッパの雰囲気が色濃く残り、ヨー
ロッパってこんなところだろうなぁ～っと多くの日本人がイ
メージするそのままの街並みが広がっているので、歩いている
だけでわくわくします。留学先のゲント大学は世界トップ100
の大学にランクインしているほど優秀な大学です。留学生はみ
んな優秀な大学から来ている子も多く、とても刺激的な日々で
した。留学生のほとんどがヨーロッパから来ていて、スペイン
人・イタリア人で全留学生の半分程度を占めるそうです。アジ
ア人は本当に少なく、歩いていてもなかなかすれ違いません。
大学の授業について
私はほとんどの授業をArts and Philosophy学部で開講され
ている授業を取っていました。ゲント大学は街中にキャンパス
が20箇所以上点在しているので、移動の際はレンタルした自転
車を使っていました。授業はディスカッション形式のものから
講義形式のものなど様々でした。また、課題の量に関しても、授
業ごとにバラバラでした。ほとんどの授業がパワーポイントを
ネット上にアップロードしてくれるので、それを読んで授業に
臨み、分からなかったところは後で確認しました。ゲントはフ
ランドル地方に属しているので街はオランダ語表記ですが、留
学生向けの授業は全て英語で行われます。留学生向けの授業で
はなくても、英語で開講されているものもいくつかあります。
また、せっかくゲントにいるのだからオランダ語の授業を履修
しようと思い、履修しました。留学生なら50€で受講すること
ができます！しかし、外国語で外国語を一から学ぶことはかな
り酷で、しかも教科書はなぜか全文オランダ語表記で、教科書
に書いてあることすら理解できず、毎回半泣きになりながら授
業を受けていました。ベルギー人の友達に何時間もマンツーマ
ンレッスンをしてもらい何とか乗り越えることができました。
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私は10か月間、留学生向けの大学寮に住んでいました。キッ

ライベート空間は確保できました。しかし、キッチンは20人と

まとめ
留学中は時には苦しいこともあり、孤独感に押しつぶされそ
うになったこともありました。しかしながら、マイノリティの
環境での一年間の留学は私をタフにしてくれました。ベルギー
留学はかなりマイナーな選択ですが、マイナーだからこその魅
力がたくさんあります。世界を広げ、様々なバックグラウンド
を持った人と交流し、視野を広げることは、確実に自分自身を
成長させるものであり、財産であると思います。もし目の前に
そのチャンスがあるのならば、ぜひ掴んでほしいなと思いま
す。一人でも多くの方がかけがえのない留学ライフを過ごせる
ことを願っています。

フィンランド

アールト大学
理工学域機械工学類

本田

美李

私はフィンランドで、首都ヘルシンキの隣町にあるアールト
大学のエンジニアリング学科エネルギー技術コースに所属し、
約10ヶ月間の留学をしました。フィンランドの公用語はフィン
ランド語とスウェーデン語ですが、英語だけを使って不自由な
く生活できました。私は学部 3 年次に留学を開始しましたが、
学部生向けの授業はフィンランド語で開講されているため、英
語で開講されている院生向けの授業を履修していました。再生
可能エネルギー、バイオマス、燃料電池についての授業を受け
ましたがどれも専門性が高く、専門用語も多いため、最初は授
業内容を理解するのに苦労しました。しかし、授業担当の先生
は学生が理解することを重視してくれ、授業中は分からないこ
とをその場で質問できますし、授業外でも親切丁寧に教えてく
れました。また、グループでレポートを完成させるような課題
も多いので、クラスメイトと交流する機会も多く、学生同士も
教え合えるような環境です。それに加えて個人でも授業の取り
方を工夫したり、予習復習にかける時間を増やしたりすること
で、留学後半には授業内容を理解し無事に単位を取ることがで
きました。
授業以外の活動としては、ディベートサークルに参加しまし
た。そこでは日常会話とは違う英語のリスニングとスピーキン
グの練習ができましたし、効果的な話術を知ることもできまし
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フィンランド

ユバスキュラ大学
人間社会学域国際学類

福山

菜摘

私 は2016年 9 月 か ら2017年 5 月 ま で の 約 9 ヶ 月 間 フィン
ランドにあるユバスキュラ大学に留学していました。ここでは
フィンランドでの経験を少し共有させていただこうと思います。

留学前準備
〈留学目的〉
私が留学前に一番時間をかけたことは留学の目的を明確化す
ることです。留学先を決めるよりもまず先に自分が留学先でど
んなことを得たいのか、どんな勉強をしたいのかを何度も考え
ました。私はジェンダー研究や男女共同参画社会について興味
があったので、世界経済フォーラムが毎年公表しているジェ
ンダーギャップ指数で、常に上位 5 カ国にランクインしている
フィンランドに留学することを決めました。
〈VISA〉
フィンランドに 3 ヶ月以上滞在する場合は必ず在留許可が必
要になります。在留許可は日本にあるフィンランド大使館か
フィンランドの各地域の警察署で申請することが出来ます。私
はユバスキュラにある警察署で申請しましたが、心配な方は余
裕をもって日本で申請することをおすすめします。
〈大学との連絡〉
金沢大学内の選考が通ったらユバスキュラ大学と直接連絡を
とることになりますが、丁寧かつ迅速に対応してくれ、特に問
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た。クラス以外の新しいコミュニティを持つことは、いろいろ
な人に出会えるとてもよい機会となりました。そのほか、フィ
ンランド人のご家庭のクリスマスパーティーに参加したり、ベ
ビーシッターの経験をさせて頂いたりしました。また、アール
ト大学では留学生向けのイベントもたくさん開かれていて、秋
は森へキノコ狩りやベリー摘みに行ったり、冬休みにはオーロ
ラを見に北極圏へ旅行したり、サウナパーティーに参加した
り、夏は湖で泳いだりと、フィンランドらしい体験もたくさん
できました。
留学中の生活については、私は大学から紹介されるアパー
トで、 3 人でルームシェアをして生活していました。ルームメ
イトは偶然にも日本人だったので、友人を呼んで日本食パー
ティーを開いたり、留学中の悩みを相談し合ったりして、支え
合いながら楽しく生活できました。外食は高いので、スーパー
で食材を買ってよく自炊をしていました。北欧の物価は高いで
すが、自炊すれば問題ありませんでした。
留学を通して、日本では当たり前のことが当たり前でないこ
とを経験し、新しい価値観を得られたことが、私が留学に行っ
て一番よかったと思うことです。また、自分とは異なる文化背
景や習慣を持つ人に出会い、多様性を受け入れることができる
ようになりました。それは相手に対してだけでなく、自分自身
についてもです。人と違う自分を受け入れ、周りと違う他人を
受け入れることの大切さを知りました。ちょっと立ち止まっ
て、自分自身について、将来についてゆっくり考えたいと思っ
ている人に、留学を勧めたいです。
最後になりましたが、留学前の準備で、しておけばよかった
と思ったことを書きます。まずは英語のスキル向上です。英語
で話せれば話せるほど留学を楽しめると思います。次に、日本
の文化や相手の文化について知ることです。海外の方は驚くほ
ど日本に興味を持っていて、質問してくれるので、答えられる
ようにしておいて損はないと思います。共通の話題を作ってお
くことは本当に大事だと思いました。もう一つ、日本のお土産
を持っていくことをお勧めします。留学では本当にたくさんの
人にお世話になります。その時、手紙とともに日本のお土産を
添えると、とても喜んでくれました。日本では安く買えるよう
なちょっとしたものでも海外では手に入りにくいし、高価なの
で、持っていくのがよいと思います。
留学前にしておけばよかったこととして書きましたが、裏を
返せば、しなくても良い留学ができたということもお伝えした
いです。英語のスキルが足りていないと思っても、臆せず留学
にチャレンジしてみてほしいと思います。その臆さないという
度胸が、留学では一番の強みになると思います。

フィンランドについて
「日本から遠く離れ、すごく寒い国」
多くの日本人がフィンラ
ンドに対して持っているイメージというと、こんな感じなので
はないかなと思います。私も留学前にフィンランドに対して抱
いていた印象はこの程度でした。この印象、ずばり、半分正解
で半分不正解です。
国土の 3 ～ 4 分の 1 が北極圏に位置するフィンランドの冬は
時にはマイナス30度に達するほど寒く、まさに極寒の地です
が、美しい雪景色やオーロラなどフィンランドの冬ならではの
イベントが盛りだくさんです。また、地理的にはとても遠く感
じるフィンランドは控えめでシャイな人が多く、パーソナルス
ペースを大事にするなど日本人の国民性と近いものがあると思
います。今留学を考えている人の多くがそうだと思うのです
が、私自身も含め留学がきっかけで初めて長期的に海外で生活
する人にとっても、大きなストレスなくすぐに環境になじむこ
とができるのがフィンランドです。

題もなく留学準備をすることができました。細かな生活面に関
することなどは、留学が決定したらすぐ紹介されるチューター
がサポートしてくれるのでとても安心です。

その他クレジットカードや服装、日本から持って行くべき物

などについては実際にフィンランドに留学していた先輩の意見
を参考に準備を進めました。

ヨーロッパ

留学中
〈授業〉
ユバスキュラ大学での履修登録には少し注意が必要です。ユ
バスキュラ大学の授業は単位数に応じて開講期間が異なりま
す。単位の少ない授業は開講期間が一ヶ月しかなかったり、逆
に単位の多いものは期間が長かったりとバラバラです。授業時
間も 1 時間半のものや 3 時間という授業もあるのでそれぞれの
授業が被らないよう履修登録を行う必要があります。
〈ユバスキュラでの生活〉
物価の高いイメージのあるフィンランドですが、食べ物や公
共交通機関などは日本よりも安く様々な場所で学割が使えるこ
ともあり、学生にとってとても暮らしやすいのに加えて治安も
かなり良く、初めての海外生活となる人でも安心して生活がで
きる環境であると思います。また、公用語はフィンランド語で
すが、ほとんどのフィンランド人が流暢な英語を話すのでフィ
ンランド語を知らなくてもあまり生活に支障はありませんが、
ある程度の食べ物の名前などは覚えておくて便利かなと思いま
す。
留学を終えて
ユバスキュラでの留学を終えて、短い期間ではありましたが
本当に多くのことを吸収できた 9 ヶ月間でした。留学の目的で
あったジェンダー研究や男女共同参画社会について学ぶことが
でき、ほとんど日本人のいない環境でマイノリティとして生活
したことで様々なことが見えてきました。ユバスキュラでの留
学経験が、これまでの人生の中で最も大きなターニングポイン
トの一つになるだろうと確信しています。今留学を迷っている
人にはこのチャンスを最大限に利用して将来の選択肢を増やし
ていって欲しいと思います。また、すでに留学を決意した皆さ
んは限られた時間を思いっきり楽しんできてください。皆さん
の留学が実りあるものになるよう応援しています。Moi moi !

フランス

オルレアン大学
人間社会学域国際学類

四方

彩子

この冊子を手に取られた皆さんは、何を期待されているので
しょうか？留学をして、変わったことでしょうか？それなら私
の場合は、背がちょっと伸びた、髪が明るくなった（ヨーロッパ
の水と太陽にやられた）、でも、体重はあまり変わらなかった
（むしろ、帰国して実家に戻ってから太った）ということぐらい
でした。私が思うのは、留学によって自分の何かが大きく変わ
るというより、“自分”が顕著になる、そして、留学を通してそ
ういう自分と向き合い受け入れられるのではないか。私はそう
いった留学をしてきました。
留学中
幸いにも、留学中は事故や事件にあったり病気したりするこ
ともなく、外的な問題はほとんどありませんでした。専ら内的
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な問題にぶち当たりました。そこで自分のアイデンティティ
だったり長所短所だったり、見つめ直す余裕ができたのだと思
います。フランスでの生活が始まり、戸惑うことや人間関係に
悩むこともありましたが、クラス分けのテストを経て授業が軌
道に乗ると、楽しさが勝るようになりました。授業では、講義内
容の興味深さだけでなく、多少間違っていたり突拍子もなかっ
たりしていてもまず意見を口にする、そしてそれを受けて話が

展開していく、という面白さがありました。
大学外での活動もなかなか有意義でした。私は地域の市民吹
奏楽団に所属し、音楽を通して中学生からお年寄りまで、大学
生とは違う年代の人々と関わることができました。第一次世界
大戦の終戦記念日に街をマーチングでまわってフランス国歌を
演奏するなんて、入ってみないとできないことですよね。また、
飛び込んでみて初めてよくわかったのは、フランスの一般家庭
の様子もそうでした。日本のものと比べてどちらが良い悪いで
はなく、ここではこれが普通で、その背景にはこんな文化的な
ものがあって、という異文化理解として頭ではわかっていたこ
とが、すとんと落ちて来たような体験をしました。
留学先と進路
第 2 外国語の話される国で留学するというのは、いいもので
すよ。挑戦ではありますが、戦略的に有利でした。英語に加え
てもう 1 言語、手持ちの武器になります。実際、それなりの英
語プラス留学で磨かれたフランス語、というのは就職活動で私
の特徴になりました。留学中に取得したDELF B2も評価して
いただけました。このように、私の留学に“戦略”が必要だった
理由は、 4 年で卒業することを目指していたからです。そんな
こともあって、大学 1 年時にさっさとどこか個性的な国に行っ
てしまおうと、焦って留学に応募しようとしたこともありまし
た。が、結局思いとどまり、志望動機を考え直し煮詰めて、 3
年後期から 4 年前期の期間で留学しました。そこはさすが国際
学類、留学先で取得した単位を互換して卒業要件を満たすこと
ができました。そして運良く、留学帰国生のためのキャリア
フォーラム
（ 7 月末に東京開催）の参加が選考につながり内定を
手にし、今は卒業論文に取り掛かっているところです。留年や
就職活動の時期を気にして留学に引け目を感じている方がもし
いらっしゃったら、そんなに不安に思うことはないと伝えたい
です。
もちろん、留学は言語習得が一番の目的ではないですし、戦
略なんて考えずにふとしたきっかけで留学を決めて行ってしま
うのも素敵だと思います。昨今、日本の外に出ることはあまり
困難ではなくなりましたし、それを享受しない手はありませ
ん。それでも、ただ楽しむだけでなく、その楽しみの中にも学
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びを見出したり、学びを楽しめたりする姿勢を忘れずに持って
おくことは大事ですよね。

もともと、海外へ行ってじっくり学べる機会、しかも資金を

人間社会学域国際学類

瀬戸口

葵

私は2016年 9 月から2017年 6 月まで、フランスのオルレア
ン大学に留学していました。留学することがすでに決まってい
る人、留学に行くかどうか悩んでいる人に少しでも私のフラン
スでの経験が役に立てば幸いです。
留学前の準備
留学前は、大学入学の手続きやビザ申請など事務的な手続き
がたくさんあり大変ですが、どれも重要な手続きなので、不備
なく早めに終わらせておくことが大切です。（渡仏後もやらな
ければならない手続きがたくさんありました。フランスは日本
と比べて申請などに時間がかなりかかるので、早めに終わらせ
ておく重要性を痛感しました。）
勉強面の準備について言えば、とにかくフランス語を頭に詰
め込んでいく、に尽きると思います。例えば、単語や文法など
日本でもできることをフランスでやるのはもったいないです。
せっかくフランス語に浸れる環境にいるのですから、現地でし
かできない勉強
（特に聴く・話す）にたっぷり時間を割けるよ
う、日本で基本的なことはすべて詰め込んでいくことをおすす
めします。
オルレアンについて
オルレアンはフランスの中部に位置し、ロワール地方の中心
都市、ロワレ県の県庁所在地です。パリには電車で約 1 時間か
かり、10ユーロほどで行くことができます。パリからは国内の
他の地方や外国への様々な交通機関が発達しているので、オル
レアンとパリが近いことはかなり便利でした。オルレアンが属
するロワール地方は、フランス一の長さを誇るロワール川沿い

ス語に訛りが少なく、標準的な発音を身に付けられます。

街の雰囲気は、ロワール川が流れ緑も多いので、ロワレ県の

県庁所在地ではありますがとても落ち着いています。川沿いを

散歩したりサイクリングを楽しむ人がたくさんいました。それ
でも街の真ん中にはレストランやバー、映画館、ショッピング
ができる場所が揃っており、美術館や大聖堂などの文化的に楽
しめる場もあるので、小さい街ですが活気がありました。
治安は、パリなどの都心部に比べると圧倒的に良いです。た
だ夜に一人で出歩いては危険な場所もあるので、ある程度気を
付けなければいけませんが、基本的には安全な街です。
気候は、金沢よりも晴れの日が多く過ごしやすかったです。
夏は夜10時くらいまで明るく活動時間が長くなるのが印象的
で、日本との違いに驚きました。冬は寒いですが、雪はあまり
降りません。
大学生活について
大学では、主にフランス語の授業だけを履修していました。
まずテストでフランス語のレベル別にクラス分けされ、大きく
4 段階に分けられます。授業は週14、15コマと大変でしたが、
先生方の教え方がうまくユーモアのある人ばかりだったので、
慣れてくれば楽しく授業を受けられると思います。ただ慣れる
までは大変です。当然授業すべてがフランス語で行われ、知ら
ない単語だらけで先生の指示も分からない、言いたいことはあ
るのにフランス語が出てこない、なんてこともありました。し
かし、そこで折れてしまわず根気強くフランス語に触れて勉強
し続けてみてください。耳はだんだんとネイティブの話すフラ
ンス語の速さに慣れてきますし、フランス語で表現できること
の幅もグッと広がると思います。また、自分ではなかなか語学
が上達しているのか分からず焦ることもあると思いますが、 1
年間授業をしてくれる先生方はきっと留学生の成長に気づいて
くれているので、あきらめず頑張ってみてください。
クラスには様々な国の留学生だけでなく、フランスに移住し
てきた人などもいましたので、授業ではそれぞれの国のことを
紹介したり、ある 1 つのテーマについて国同士で比較できたり
してとてもおもしろかったです。
また、オルレアン大学には日本語学科があり、日本語や日本
の文化、食などに興味を持っている学生がたくさんいます。学
校が始まってすぐに、彼ら日本語学科の学生と日本人留学生が
交流する場があり、フランス人の友達ができました。フランス
語と日本語を教え合ったり、日本のマンガやアニメについて話
したり、一緒にパーティを開いたりと、彼らのおかげでとても
楽しい留学生活を送ることができました。
終わりに
留学に行って得られるものは、なにも語学力だけではありま
せん。価値観がガラリと変わる人もいれば、むしろより日本が
大好きになる人だっています。これから留学に行く人は、長い
ようで短い留学生活を有意義に過ごしてください。留学を迷っ
ている人は、立派な目的がなくても
（私自身、あまりなかった
ので）
少し勇気を出して留学にチャレンジしてみてほしいです。
Bon courage!（がんばれ！）
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もらえて行ってこいと背中を押される機会は、人生の中でもこ
の大学での留学 1 年だけと焦りと諦めのような気持ちを持って
いました。そんな機会を実際に経験して帰って来てみると、欲
の深い自分に驚きました。すぐにとは言わなくても、また行き
たくなります。今度は留学のその先の、少し異なる関わり方で
フランスへ赴きたい。国際学類に入って、ほんの興味から始め
たフランス語が、自分なりの留学につながり、その留学がそん
な境地に至る自分を見つけてくれるなんて、面白い経験をさせ
てもらいました。後輩の皆さんも、是非体感してみてください
ね。

に多くの古城があり世界遺産にもなっています。また、フラン

フランス

を要することなので、計画的に済ませるようにしていきましょ

ジャン・ムーラン・リヨン第三大学
人間社会学域国際学類

青木

典

ヨーロッパ

私は2016年 9 月から2017年 2 月まで、ジャン＝ムーラン・
リヨン第三大学に留学していました。 4 年生後期から半年間の
派遣留学でしたので、帰国後 5 年生として金沢大学に在籍する
ことになりました。ほとんどは 3 年生後期から留学に行く学生
が大半ではありますが、私がなぜこの時期に留学を行ったの
か、また派遣留学終了後の就職活動の動向についても触れてい
きたいと思います。もちろん、リヨンでの学生生活や現地で学
んだことなどもお話していきます。
留学のきっかけ
4 年前に金沢大学の国際学類を受験しようと決めた時から、
在学中に必ず留学に行きたいと思ってきました。留学先では大
学で学んだことを活かし、ある程度時間に余裕のある学生生活
の間でしか出来ないことがあると考えていたためです。その後
フランスの文化やフランス語に興味を持ち、 2 年生での「オル
レアン大学夏季語学研修」を経てフランスに留学することを決
めました。しかし、同期が派遣留学の応募を進める一方で、私は
留学先の大学で何を勉強したいのか、何を経験するために留学
するのかが明確には分かっていませんでした。やみくもに
「留
学したい！」という気持ちはあったのですが、やはり目標がな
ければ後々しんどい思いをするのではないかと思っていたので
す。
「何を経験したいか」や「帰国後どういう自分になっていた
いか」を自分自身に問いただすことが、留学生活を充実させる
ためにも大切なのだと私は考えています。よって、 3 年次は留
学を見送り、所属していた部活動に励んだり、就職活動に活か
すための資格を取得するために講座を受講したりしながら様々
に留学の準備を整えることにしました。これにより留学期間は
半年になりましたが（その後の就職活動など考慮した上で）
、こ
の 1 年は留学に対する考えを改めるのにも私にとっては非常に
大切な 1 年でした。
4 年生になり、①半期であっても学部の授業が受けられるこ
と、②中でも歴史や地理学の授業が充実していることを考慮
し、ジャン＝ムーラン・リヨン第三大学を留学先に選びまし
た。また留学の最終的な目標を、勉学や語学のみならず、卒論
を充実させるための調査の遂行や多くの人と関わりワールドワ
イドで多角的な価値観を身に付けること、としました。
渡航前の準備
渡航準備に関しては、先輩や先生方から注意すべきことなど
が申し付けられると思うので細かくは書きませんが、フランス
へ留学する日本人学生が登録必須であるキャンパスフランスへ
の登録や、ビザ取得などは絶対に「早め」に済ませるようにした
方が良いです。渡航日が近づいてくるとやらなければならない
ことが思いのほか増えてくると思いますし、申請には時間もか
かります。書類などは気が付いたらすぐに取りかかるくらいで
十分かと思います。リヨン第三大学に関しては協定校になって
から浅く、私が初めての派遣学生だったので何から準備すれば
良いのか分からない状態でした。先方の担当者とのメールのや
り取り（学生ポータルサイトへの登録など）や、アパートの斡旋
など、もちろん全てフランス語で行われていったのですが、と
ても細かく、アパートの契約などは大切な内容ですので先生や
留学企画係の方に相談しながら進めていきました。とても時間
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う。
（詳しくは派遣留学レポートを参照してください）

また、勉学に関しては言うまでもないと思いますが、語学力

を高めておくことは大切です。私は普段の授業に加えてラジオ
の仏語放送を聞いたり、フランス人の友人にレッスンをしても
らったりしていました。日本という母国をよく知っておくこと
なども、派遣先でのコミュニケーションに活かせるかと思いま
す。
リヨン第三大学について
先に述べたように、金沢大学からの派遣学生は私が一人目に
なります。ですが、リヨン第三大学はこれまでに日本の多くの
大学から学生を受け入れてきたので、留学生へのプログラムな
どは充実しています。私はDEUFプログラムという語学（フラン
ス語）・文化・学部授業の 3 つの分野が含まれるものを受講し
ていました。語学と文化の授業は週に一回で、あとは各学部の
授業を基本的に自由に受講することが出来ます。文学部・経済
学部・外国語学部などの開講授業の中からLicense1〜 3 まで
のものを選択していくのですが、担当教諭に相談することが非
常に重要かと思います。加えて国際交流課が履修に関するカウ
ンセリングや秋学期開始一週間前に留学生向けに開講している
語学とリヨンでの学生生活を学ぶ特別プログラム
（有料）があり
ますので、こちらも活用してみてください。
キャンパスライフはとても心地よいものでした。非常にコン
パクトな建物ですが、大きな図書館や学食はもちろん、学内でイ
ベントもたくさん開催しており学生の活気を感じる大学でした。
私は参加していませんでしたが、クラブ活動も盛んで留学生の
中には現地の学生と共にスポーツなどに励む友人もいました。
授業・勉強について
簡潔に述べると、
「大変だった」
の一言に尽きます。当たり前
ですが留学生扱いなどはされないので
（テストは留学生用のも
のがほとんど）
、毎回の授業を必死で聴講していました。あまり
にも理解できなかった授業に関してはアパートに帰ってから録
音した授業内容を再度流しながら、復習するようにしていまし
た。リヨン第三大学ではB1レベルの語学力が望ましいとされて
いますが、私の感覚的にはB2〜C1レベルが大半というように
感じました。Licenseが上がると苦労する授業もあるかと思い
ますが、この録音する方法やその授業で友人を作って一緒に勉
強するなどともに助け合うことがとても大切です。
また、注意すべきことは前年度のシラバスは参考程度にとい
うことです。これは他の大学でも言えることなのですが、海外
の大学では去年あった授業が今年は開講されないというのは当
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たり前にあります。私も受講したいと思っていた授業が開講さ

フランス

参考程度に留めておき、希望通りに履修できなくても落ち込み

トゥールーズ大学ジャン・ジョレス校

れておらず、残念に思いました。シラバスの内容はあくまでも
すぎず、自分に合った授業を受講するようにしましょう。

帰国にあたって
2 月に日本へ帰国する前年12月ごろからは、就職活動を進
めていました。本格的にという訳ではありませんが、企業研究
やESの記入などを行っていました。現在の 3 月解禁というスケ
ジュールだと、帰国してすぐに就職活動に専念しなければなら
ないため、どういう職種が良いのかなど頭のどこかには留めて
おくことが大切かと思います。先に始めていた同期に比べると
始めるのは遅かったかもしれませんが、留学先で得た経験や新
たに見つけた目標をすぐに反映させることが出来たのは良かっ
たと思っています。
勉学面では苦労することばかりでしたが、日々の復習に加え
て、様々な国から来ている同じ留学生たちとお互いに助け合う
ことで乗り越えられたように思います。様々なバックグラウン
ドを持つ学生たちとの交流は、今まで思い込んできたことが当
たり前ではなく、いかに自分が日本人らしい考えかを思い知ら
されました。留学生活を始めたころは周りの学生が大人びて見
えるかもしれませんが、少し背伸びをして積極的に関わりを
持っていくことがキャンパスライフを充実させるためには重要
だと思います。
終わりに
私は異国の地で一から生活をはじめて学生としてやっていく
ことがこんなにも大変だとは思いませんでした。日本とは全く
違う文化体系や価値観に戸惑い、悩むこともありました。しか
し、留学生活は思っていた以上にあっという間に過ぎ去ってい
きます。色々なギャップや自分のふがいなさに落ち込むことも
あるかと思いますが、ある程度「こういうものだ」割り切ってい
くことも大切だと思います。そして、どんどんやってくる新し
い出会いをぜひ大切にしてください。新しい人や経験との出会
いに刺激されて、きっと新しい自分にも出会えるはずです。
留学は大きなチャレンジだと思います。皆さんの留学を支え
てくださるご家族をはじめとする方々への感謝の気持ちを忘れ
ずに、一日一日を大切にして留学生活を送っていただけたらと
思います。

宇野由佳里

眩しい太陽の光。からっとして過ごしやすい気候。赤レンガ
の街並み。私がフランスのトゥールーズで過ごした 1 年間はと
ても自由で、楽しくて、毎日が新鮮でした。
トゥールーズはフランスの南西部に位置し、フランス第 4 の
大都市です。建物に赤レンガが使われていることからバラ色の
街と呼ばれています。市街地にはガロンヌ川が流れており、天
気のいい日の川沿いは多くの人であふれており、時間がゆっく
り流れている、そんな不思議な感覚に陥ります。
留学の動機
1 年生の時になんとなく選択したフランス語ですが、勉強し
ていくうちにフランスで生活しフランス語を話したいと思うよ
うになりました。充実した金沢大学の留学制度、また、この機
会を逃したら今後 1 年間もフランスに住むことはないだろうと
いう考えから留学を決意しました。数ある協定校の中でトゥー
ルーズ大学を希望したのは、大それた理由からではなく、ただ
単に天気の良い所に行きたかった、という一言に尽きます。天
気のいい日に散歩して、ガロンヌ川沿いでサンドウィッチを食
べるなんて素敵だと思いませんか。
留学の準備
事務的な面では、大学とのコンタクト、ビザの取得、必要書
類の準備などをしました。わからない箇所は先輩に聞くなどし
て解決しました。フランス語の面では、大学にあるフランス語
の授業をできる限り履修してフランス語能力の向上に努めまし
た。文法の知識は割とあったのですが、語彙力が不十分だった
ので、日常的に使う単語や動詞などを事前に勉強しておくとい
いと思いました。私は、美術史を履修していたこともあり、ヨー
ロッパの美術館巡りをしようと考えていたので、キリスト教文
化のことや、絵画のことを少し勉強していきました。ヨーロッ
パの文化はキリスト教文化に深く根付いているので、芸術に興
味がない人でも多少知っておくと役に立つと思います。
留学中
トゥールーズについてからの手続き
（銀行の口座開設、携帯電
話の契約など）はトゥールーズ大学の日本語学科の学生で組織
されているオーキンがサポートしてくれ、特に大変だとは思い
ませんでした。大学は 9 月の中頃から始まり、最初にクラス分
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ヨーロッパ

リヨンでの生活について
リヨンは美食の街として知られ、たくさんの美味しいレスト
ランがあります。観光地としても名高いので様々な人々と触れ
合えたり、イベントに参加することが出来ます。空港と 2 つの
大きな鉄道駅があり、旅行へ行くのも非常に便利でした。普段
はトラムとバスを利用して移動していました。大学の近くには
大きなショッピングモールもありますし、毎日のように開かれ
ているマルシェも充実しているので、リヨンでの生活で困った
ことは全くなかったと言っても過言ではありません。
私はリヨンでたまたま知り合った美術講師の友人の紹介で、
カルチャースクールで日本の文化を学ぶ子どもたちに習字を教
えるという機会に恵まれました。子ども達にとって慣れない習
字というのは非常に困難で、いかに楽しく習字に親しんでもら
えるか様々に工夫しながら教えていきました。子ども達と触れ
合いながら、異文化交流が出来たことは大きな経験となりまし
た。

人間社会学域国際学類

けのテストを受けます。その結果に基づいて 5 段階のレベルの

得意ではなく、特に発音が難しいと感じていました。留学中は

フランス語が聞き取れず授業についていくのが大変で、集中力

上がるかなと思っていたのと、あまり時間もなかったので、留

クラスに分けられます。授業は 1 コマ 2 時間で慣れないうちは
も続かず疲れますが、段々慣れていくので安心してください。

ヨーロッパ

フランスの大学は休みが多く、何度か大きい休暇がありま
す。私も休暇を利用して、様々な国を旅行しました。ヨーロッ
パは陸続きになっているので近くの国も電車や長距離バスを利
用して安く行くことができ、とても便利です。休日はオーキン
が企画してくれたイベントに参加したり、友達とお出かけした
りしていました。
フランスで生活する中で、フランスは学生に優しい国だと感
じました。学生証を見せれば無料で入れる美術館があり、映画も
日本で見るよりも安くフランス語の勉強のためによく見に行っ
ていました。トゥールーズでは定期券もバス・トラム・メトロ
が乗り放題で学生 1 年間100ユーロととてもお得です。また、申
請すれば留学生でも毎月住宅補助を受けることができます。
寮について
寮は通常は自分では決められず、大学側が斡旋した寮に入り
ます。私が住んでいた寮は大学の敷地内にあり、教室まで徒歩
3 分くらいでした。大学の外の住宅街があまり治安の良い所で
はなく、最初は不安でしたが、特に危ない目に遭うということ
はありませんでした。市街地まではメトロに乗り10分くらいで
行けるので、特に不便ということはありません。
留学の意義
留学中、何度か日本について考えることがありました。私が
留学した年にフランスの大統領選挙が行われたのですが、フラ
ンス人は若者でも政治に対する意識が高く、選挙戦の時は至る
所で選挙の話をするのを耳にしました。フランス人の友達と食
事をした時にフランスの政治や大統領候補について色々と教え
てもらったのですが、日本の政治はどうなのだろうとふと考え
た時、自分がいかに無知だということを痛感しました。留学の
意義は語学力の向上だけではないと思います。留学は相手の国
を知り、自分の国を見つめるいい機会だと思いました。
最後に
海外慣れしていなかった私は、留学に行く前は不安でいっぱ
いでした。上手く話せるか、フランスでの生活になじめるか。し
かし、いざ生活してみると毎日が新しいことの連続で刺激的な
毎日でした。留学に行ったから知ることができたこと、興味を
持てたことがたくさんあります。ちょっと適当だけど自由で、
皆が自分というものを大切にしている国フランス。そんな中で
も気候の良いトゥールーズでフランス語を学んでみませんか。

人間社会学域国際学類

新屋

鈴

私は三年後期から四年前期までフランスのトゥールーズ大学
に留学していました。私がしていた留学前の準備や留学先での
生活を踏まえながら、これから留学をする、または考えている
方にアドバイスを書いていきたいと思います。
留学前の準備
私は一年生のころから、せっかく国際学類に入ったのだから
留学に行ってみたいと思っていました。ヨーロッパの歴史や文
化に興味があったのとフランス語を専攻していたので、二年生
の夏にフランスへの留学を決意しました。フランス語はあまり
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嫌でも毎日フランス語を聞いたり話したりしてオーラルの力は
学前は単語や文法に力を入れて勉強していました。日常会話で

使えそうなフレーズもチェックしておくといいと思います。個
人的には形容詞をたくさん頭に入れておくと会話が弾む気がし
ました。
生活面の準備は、まず気候を確認してどんな衣類を持ってい
くか決めました。トゥールーズは割と暖かい地域なのですが、
私が留学した年は何年に一度の寒さで、冬はマイナス 5 度のと
きもあり、聞いていた話と違うと思いました。現地で服を買え
ばいい話かもしれないですが、節約の面でも気候はきちんと調
べていってください。それから、夏は日差しが強いので日焼け
止めとサングラス必須です。
トゥールーズでの生活
トゥールーズはフランス南西部の街でピンク色のレンガでで
きた建物が並んでいるので
「バラの街」
とおしゃれな名前が付い
ています。街の規模は金沢と同じくらいです。日本語を学んで
いる学生や日本の文化が好きな人が集まるÔkin（桜菫）という
団体があり、主にその団体のフランス人と交流していました。
トゥールーズは金沢と違い、晴れの日がとても多く暖かいの
で、彼らと授業後に川岸でお菓子を食べたり休日に公園でピク
ニックをしました。フランスと日本の料理を作りあったりもし
ました。日本語を少し話せる人が多かったので、コミュニケー
ションは取りやすかったですが、日本に全然関心のない人と友
達になって話してみるのもよかったかなと思います。トゥー
ルーズの人々はにこやかで明るい人が多いです。もしお店など
で話しているときにうまく意味が伝わらなくても、優しく助け
てくれるので大丈夫です。うやむやにしないで、伝える努力を
してください。
一番大変だったことは、各種手続きでした。移民局の手続き
は難しい書面の文章を読まなければいけないしややこしいし、
全部が終わるのに二月ごろまでかかりました。また、銀行を閉
めるときもうまくいかず、日本に帰国してからやっと閉めるこ
とができました。先ほども書きましたが、分かっていないのに
笑ってごまかしたり、遠慮しているとどんどん後回しにされる
ので、しつこく何度も、聞いてほしいという意思表示をするこ
とが大事です。手続きは複雑なものが多いので、自分一人でや
ろうとせず心配な場合はフランス人に手伝ってもらったほうが
良いと思います。
寮は学校の敷地内にあるものでした。アパートみたいな寮で
他の入居者との交流はほとんどありませんでしたが、たまに塩
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や玉ねぎ半切れ余ってないかと部屋に来ることがありました。
その際は快く譲ってあげましょう。交通機関は主にメトロとバ

スで一年間乗り放題で約100ユーロと安いです。休日は、小さな

お気に入りの映画館があってよく行っていました。 4 ～ 7 ユー

ロぐらいと安く、リスニングにもなると思うのでお勧めです。
トゥールーズに限らず、フランスには様々な面白い博物館や美
術館があります。学生ビザで無料になるので暇なときにミュゼ
巡りをしても面白いと思います。また、公園では子供たちが遊
びまわり、大人は芝生の上で昼寝をしたり本を読んでいてほん
わり、ゆったりしたかなり平和的空間が広がっています
（平日
も）
。フランスっていい国だなぁ、と思うこと間違いなしです。

バカンス
フランスはバカンスがたくさんあります。日本人の感覚から
すると、フランス人休みすぎじゃない…！？と思うくらいです。
そのバカンスを使って、いろんな地域へ旅行にいきました。早
めに旅程を立てて、予約しておくと節約にもなるのでいいと思
います。SNCFの年間パスを利用したり、高速バスを利用する
と安く旅行できます。時間とお金と心に余裕をもって出かけま
しょう。ちなみにトゥールーズは世界遺産のカルカッソンヌま
で 1 時間、スペインに近いのでバルセロナまで 3 時間ほどで行
けます。
最後に
留学してよかったと思えることはフランス語の力が伸びたこ
とだけではありません。フランスでできた友達、旅先での出会
い、幾度のトラブルで培われた度胸、ずっと行きたかったモン
サンミッシェル、ふらっと街を散歩すれば何かしらの新しい発
見がある日常…。留学したことを後悔することはないと思いま
す。あなたも挑戦してみてください。そして、その際にはぜひ
バラの街トゥールーズをご検討ください。

のお役に立てばと思います。

留学前の準備
留学する年の 3 月ごろから本格的に準備が始まります。キャ
ンパスフランスを筆頭に手続きは時間がかかるので、必要な書
類集めは早め早めに行いましょう。渡航後に学生寮
（CROUS Boudonville, Médreville, Monbois など）
に住む場合は、応募
などの手続きも並行して行います。
留学に際して、必須加入の海外留学保険をはじめとする必要
経費があります。私は卒業に必要な単位をほぼ取得し終えて
いたことから、春休みから 4 年生の前期をほぼアルバイトにあ
て、その費用を用意しました。
フランス到着後に行われるクラス分けテストに備えて、語学
力向上に努めることも重要です。フランスに着いてから、しば
らくリスニングに苦労しました。普段からRFI（ Radio France
Internationale）などを聞いたりしておくと良いと思います。
教材や外国語学習に関しては、付属図書館所蔵の
『大学からの
外国語』
が参考になります。
大学の授業に限らず、日常生活でも Pourquoi ?
（なぜ？）と
聞かれて答えられないことが度々ありました。自分の意見、判
断の根拠を説明できるように考える習慣を持つと良いと思いま
す。
ナンシー、ロレーヌ大学について
ナンシーは人口10万人ほどの街で、金沢の姉妹都市でもあり
ます。パリから TGV（Train à Grande Vitesse）
で 1 時間30分
ほどの距離に位置しています。アール・ヌーヴォー発祥の地と
して知られ、スタニスラス広場は世界遺産として登録されてい
ます。美術館などの文化施設も充実しているので、芸術分野に
造詣の深い人には格好の街であると言えます。マカロン（パリ
や日本で売られているようなカラフルなものではありません）
とミラベルでも有名です。ドイツにほど近いアルザス・ロレー
ヌ圏にあるため、ストラスブール、都市によってはドイツまで
日帰り旅行をすることが可能です。
DELF（Diplôme d’Etudes en Langue Française）B2が
あればロレーヌ大学の学部に留学することもできます。私は
付属の語学学校 DéFLE（Département de Français Langue
Etrangère）に通いました。DéFLE では、学期初めにおこなわ
れるプレースメントテストの結果に従って、レベル別にグルー
プ 1 〜 7 の 7 クラスに分けられます。授業時間自体は週20時間
で全グループ共通である一方、選択授業数はクラスごとに異な

フランス

ロレーヌ大学
人間社会学域人文学類

田伏也寸志

Bonjour à tous ! 皆さん、こんにちは。私は 4 年生後期の
2016年 9 月から2017年 6 月にかけて、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。当初は
留学するつもりがなく、海外に行ったこともなかったので、 4
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ヨーロッパ

授業
授業は基礎からフランス語を学んでいくものでした。丁寧で
分かりやすい授業が多かったです。クラスメイトは中南米の
スペイン語圏の生徒が多かったです。授業はわいわいした感
じで、みんな私が一番に答えたいという感じで積極的に発言す
るので、周りの勢いに乗せられて、私も日本にいる時より授
業に積極的に参加できました。スペイン語とフランス語は似て
いるので、スペイン語圏の生徒はオーラルやリスニングが得意
で、授業中もペラペラとフランス語を話していて、焦ることが
多かったです。でも、文法は彼らよりできると分かったので、
自分のペースで頑張ろうと思えました。文法はフランス語より
日本語で勉強したほうが分かりやすいと思うので、留学前にあ
る程度理解していったほう良いと思います。文法書も一つ持っ
て行っておくといいと思います。聞き取りが苦手だったのです
が、三か月ぐらいしてくるとだんだん耳が慣れてきました。

年で卒業する予定でした。しかし、金沢大学の充実した支援制
度を知り、留学を決意しました。私の経験がこれを読む皆さん

ります。例えば、グループ 5 の学生は「読解・聴解・作文・会

くの経験をしたからこその楽しさです。より多くの人にドイツ

ます。最上位クラスであるグループ 7 の学生は 5 つ授業を選択

ている方や留学先を迷っている人に少しでもドイツ留学への道

話」などの基本授業に加えて、 3 つ授業を選択することができ

できます。このように、クラスのレベルが上がるにつれて自由

ヨーロッパ

選択授業が増えます。選択授業には、フランス文化全般を勉強
するものから、DELF・DALF 対策授業、演劇まであります。先
生方は皆質問や相談に親身になって答えてくださいます。わか
らないことや添削してもらいたいものがあるときは積極的にコ
ンタクトをとってみてください。
DéFLE はフランス以外の国から来た学生のみで構成されて
います。語学学校に通うだけでは、フランス人と知り合うこと
が難しいのは事実です。それでも、キャンパス内のSUAPSと呼
ばれるスポーツ施設に行ったり、日仏文化協会の主催するソワ
レやイベントに参加したりすると、フランス人と知り合う機会
があります。私の場合はこれらに加えて、大学内外の友人たち
がフランス人の知り合いを紹介してくれました。このような友
人たちとカフェ、バー、クラブ、ソワレそして旅行で一緒に過
ごした時間は、今となっても何物にも代えがたい宝物です。
今後の進路について
約 1 年間の語学留学を通じてフランス語がだいぶ上達しまし
た。そのおかげでこの報告書を書いている間に大学院に合格す
ることができました。フランス語のさらなる上達と専門分野の
深化をはかるため、また、この留学経験を活かせるように大学
院でも引き続き頑張りたいです。
おわりに
留学は決して楽しいことばかりではありません。実際、私は
病気になったり、盗難に遭ったりしました。生活に不可欠な骨
の折れる手続きも多いです。とはいえ、様々な文化的背景を持
つ人たちが住む国に行くことは、自分の未知の世界を知るとい
う点で、大変興味深いものがあります。
「内気でいても、何もいいことはない」。これは韓国人の友人
が言ってくれた言葉です。私のように人見知りな人は大変かも
しれませんが、色々な人に話しかけてみてください。皆気さく
に応じてくれます。
うまくいかないなと思うときや、実力が伸びているか不安な
ときは、誰かと話してみたり、留学に来た理由を思い出したり
してみてください。進むべき方向性が見つかると思います。す
ぐに見つからないとしても焦る必要はありません。気楽に構え
ましょう。最低限達成したい目標だけは決めて、一日一日を大
切に過ごしてください。皆さんの留学が納得できるものになる
ことを願っています。
最後になりましたが、支えてくれた家族、先生方そして留学
の過程で知り合った方々全員にお礼申し上げます。ありがとう
ございました！

ドイツ

デュッセルドルフ大学
人間社会学域国際学類

新里未沙子

ドイツ留学と聞いて、みなさんは何を思い浮かべるでしょ
う。ドイツ語？英語？ビール？ソーセージ？なんか楽しそう！
そう思いませんか？10か月間、ドイツのデュッセルドルフと
いう町で過ごしましたが、想像をはるかに超えてとっても楽し
かったです。もちろんたくさん学んで、色んな人と出会って、多
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に渡ってほしいので、私のレポートを読むことで今留学を迷っ
を考えてもらえたらうれしいです。

ドイツ・デュッセルドルフについて
ドイツの公用語はドイツ語です。でも、観光地に住んでいる
人や大学生たちはほとんど英語が話せるので、英語を使って会
話することもできます。各地に古い町並みが残っており、ヨー
ロッパの歴史を肌で感じながら生活します。デュッセルドルフ
はヨーロッパで 3 番目に日本人が多い都市で、有名な日本企業
が多く進出しています。そのため、街には日本食レストランが
立ち並ぶ通りもあり、ドイツにいながら美味しい日本食が食べ
られます。ピザやケバブよりもちろん高値ではありますが、他
の国や町よりも安く美味しいので日本食が恋しくなっても大丈
夫です。日本の食材を売っている店も何軒かあるので、日本食
を自炊することも難しくありません。デュッセルドルフは交通
機関も発達しており、電車・地下鉄・トラム・バスなどで町中
を移動できとても便利です。大学が午前中に終わる日には、ふ
らっと旧市街へ出向いてライン川を眺めながらジェラートを食
べるといった素敵な時間を過ごせます。街中には色んなお店が
あるので、たくさん歩いてお気に入りのお店を見つけるのも楽
しいです。
留学中・授業
レベル分けテストを受けた後、自分のレベルにあったドイツ
語の授業が履修できます。協定校用の週 5 コマある授業では、
みっちりとドイツ語を学ぶことができます。他にも読む・聞
く・書く・話すといった専門的な分野に特化したクラスも開講
されているので、
「ここをもっと磨きたい！」
という分野を集中
して学ぶことも可能です。もちろん現地のドイツ人学生と同じ
授業にも参加できます
（担当教員の許可がいる場合もあります
が）
。日本についての講義など、ドイツ人の友だちと受けてみて
も面白いですよ。
留学中・休日
アルバイトもないので、授業終わりや休日はたっぷり時間が
あります。一人で街を探索してみたり、友だちとカフェでお
しゃべりしたり、軽く飲みに行ったりももちろん楽しいです！
ですが、私がおすすめしたいのは大学で行われている無料のス
ポーツです。毎日体育館や構内で色々なスポーツが体験できま
す。サッカーやテニスはもちろん、エクササイズ、サルサなど
日本ではなかなか取り組む機会がないようなスポーツも気軽に
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参加できます。ドイツ人は体を動かすのが好きなので、一緒に

には、欧米圏のように検定試験のスコアを提出する必要はあり

ちにたくさんのイベントが開催されます。12月にはクリスマス

を充実させるために、推奨されている語学力のレベルはありま
す。学内選抜を通過してから、現地での授業が始まるまでの約

スポーツをすることでより仲良くなれますよ。また、 1 年のう
マーケットが始まり、町中がイルミネーションと出店で賑わい

ます。デュッセルドルフ独特のイベントもあり、特に大規模な
のは日本デーという日本の文化を紹介するための大きなお祭り
です。この日は 1 年で 1 番ライン川沿いに人が集まるので、そ
の人込みとドイツ人たちのハイレベルな日本のアニメ・漫画の
コスプレに驚きます。

将来について
自分は将来何をしたいのか、どんな職業に就きたいのか、迷っ
ていませんか？そんな人にもデュッセルドルフはおすすめで
す。ここには
「海外で働く」
という選択をした日本人がたくさん
住んでいます。誰もが知っているような大企業に勤める方から、
身一つで渡航して 1 から事業を立ち上げた方まで、たくさんの
社会人の方々と出会える機会があります。その逆に、日本で働
きたいと考えているドイツ人や働いた後に大学に入りなおした
学生などとの出会いもあり、自分が今まで考えたこともなかっ
た選択肢を知ることができます。将来のための人脈や知見を広
げる場としてもデュッセルドルフはいい留学先だと言えます。
良いことばかり並べていますが、本当に良いこと尽くめで楽
しい留学でした！大学の先生方や優しい友人たちのサポート
もあり、大きなトラブルもなく無事過ごせました。これから
留学するみなさんにも、きっと素敵な経験が待っています。是
非いっぱい学んで色んな経験をしてきてください。できれば
デュッセルドルフで！ Viel Glück!

人間社会学域国際学類

若宮野乃花

私は2016年10月から2017年 7 月までの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。この大学に留
学することを決めたきっかけは、 1 年生から第二外国語でドイ
ツ語を履修していたことと、自分の専攻分野を深めるきっかけ
になればと思ったことです。私は国際学類の日本・日本語教育
コースに所属しており、日本語や日本文化を外国人学習者に教
えるための知識や方法を学んでいます。大規模な現代日本学科
があり、日本語学習者が多いデュッセルドルフ大学は、自分の
ドイツ語力を磨きつつ、日本語教育にも触れられるとても良い
環境でした。

1 年間、そのレベルに向けて、授業に加え、先生やドイツ人留学

生と言語交換、自主学習をすることが求められていました。し
かし、初動が遅れ、私が本格的に語学関連の準備を始めたのは
半年～ 4 か月前でした。その結果、目標のレベルに達する前に
留学へ向かうことになったため、もう少し早めに準備できてい
れば、と少し後悔しています。遅れを補うために、大学で授業
が始まる前の 2 週間、ハイデルベルクにある語学学校にも通い
ました。海外への渡航経験は何度かありましたが、 1 人で向か
うのは初めてだったため不安は大きく、実際にトラブルも多々
ありました。しかし、以後は同じデュッセルドルフへの日本人
留学生やチューター、タンデムパートナー、ルームメイトに
助けてもらいながらの生活だったことを考えると、たった 1 人
で、ドイツで生活できたことも貴重な経験だったと思います。
留学先との書類手続きは、自力で読む必要はありますが、す
べてのメールや書類には英語が併記されていましたし、金沢大
学の留学生企画係の方が間に入って丁寧に対応してくださった
ためスムーズでした。国際送金に関しても、大学にある郵便局
の方が分かりやすく説明してくださり、特に問題はなかったと
思います。
留学中
大学では、主に留学生向けの語学コースを履修していまし
た。冬学期は日本人向けの小規模なドイツ語の総合コースが週
に 3 回あり、 5 人ほどの人数で授業を受けていましたが、夏学
期からは全留学生向けに開講されている総合コースを履修しま
した。どちらの方が良いとは一概に言えませんが、ヨーロッ
パの学生は私と同じ文法レベルでも
「とにかく自分の意見を言
う！」という意思が強く、文法や単語の間違いが気になって、
思ったことをすぐに口には出せない私にとって、彼らの存在は
強い刺激になりました。
他にも、コミュニケーションや発声、リーディングに特化し
た授業を別に履修したり、日本語学科の生徒が履修する、日本
文化や歴史の授業を聴講したりしていました。どの授業でも、
ドイツ語はもちろんのこと、
「母語を外国人学習者に教える」立
場として、教師の授業の進め方や立ち振る舞い、教材の使い方
などに学べることが数多くあり、大変参考になりました。
デュッセルドルフでは現代日本学科の学生とも交流しやす
く、同じドイツへの留学生だけでなく、日本語学習者のドイツ
人と出会うことも少なくありませんでした。現代日本学科は、

留学準備～出発
留学前の時点で、私の語学力は大幅に不足していました。金
沢大学からの派遣留学でデュッセルドルフ大学に留学するため
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ヨーロッパ

留学中・旅行
ヨーロッパに来ると良いことの一つに、EU加盟国なら入国
審査なしにどこへでもいけることがあります。デュッセルドル
フからだと、電車で周辺の国に簡単に行くことができます。し
かも、デュッセルドルフ大学の学生証があればオランダとベル
ギーまで無料で行けます！週末にふらっと外国に旅行できる、
こんな経験なかなかできません。またフランス・イタリア・ス
ペイン・イギリス等有名な観光地への飛行機の便も格安です。
テレビで見たことがある景色を、自分の目で見てみたいと思い
ませんか？ヨーロッパをたくさん旅行して各国の雰囲気を味わ
いたい人にもドイツはおすすめです！

ません。しかし、現地で生活するため、留学先の大学での生活

毎日のように日本語の授業があるというのも頷けるほど、流暢

に日本語を話せる学生が多かったように思います。彼らの日本

語に比べたら私のドイツ語なんて…と思ってしまうこともあり

ましたが、誰一人として馬鹿にせず、お互いの言語を勉強した

り、ホームパーティに招いてくれたり、家族とオランダのマー
ケットに連れて行ってくれたりと、一緒に楽しい時間を過ごす
ことが出来ました。学外でも日本語とドイツ語の
「スタムティッ
シュ（Stammtisch）
」と呼ばれる集まりが月に 1 度開催されて
おり、日本人とドイツ人の交流の場になっています。かなり大
勢の人が集まるため、人混みが苦手な私はたまに行く程度でし
たが、積極的に利用すれば、大学生やデュッセルドルフに住ん
でいる人以外にも、新たな出会いが生まれると思います。
ヨーロッパ

デュッセルドルフでの生活
デュッセルドルフは非常に住みやすく魅力ある都市だと思い
ます。地下鉄やトラム、バス、各種列車が揃い、スーパーやデ
パートなどの店舗も多く、便利な生活を送ることが出来まし
た。私は学校に近く、中心地からはやや離れた寮に住んでいま
したが、学生証があればトラムやバスが乗り放題だったため
（学生証発行時に220€ほどお金がかかりますが）気軽にバスで
買い物へ向かっていました。また、州内の特急列車（RE）
にも学
生証で乗ることができたので、大聖堂で有名なケルンやアーヘ
ンに交通費をかけずに小旅行するのもおすすめです。また、長
距離バスを利用して近隣の国（ベルギーやオランダ）へ行く、中
央駅から10分ほどの近さにあるデュッセルドルフ国際空港か
ら、格安便で気軽にヨーロッパ各国へ飛び立つ、なんてことも
できます。
私が住んでいた寮は、 3 人で水回り（キッチン・シャワー・
トイレ）を共有し、その他に鍵のかかる個室がある形式でした。
プライベートは確保されていますが、共用スペースをきっかけ
にしてルームメイトと一緒に料理をしたり、掃除の分担をした
りとコミュニケーションもとれました。内装も綺麗で、学校か
ら歩いて10分程度と近く、良い条件だったと思います。ちな
みに、私が書類を提出した際には入りたい寮の希望を出すこと
はできませんでしたが、キッチンやシャワーなどが全て部屋に
揃った完全個室や、大学から少し離れた箇所にある寮、逆に大
学の敷地内にある寮など様々な条件の寮がありました。
生活費に関しては、日本とほとんど変わらない印象でした。
私は月 8 万円（約650€）の奨学金を貰っていたのですが、家賃
が光熱費込みで295€、食費は自炊すれば日本より安く済ませ
られるので100€前後、保険料が月90€、残りを雑貨や交遊費
に回していました。もちろん予定外の出費や、旅行に行きたけ
ればその費用、など毎月奨学金のみで生活していたわけではあ
りませんが、必要最低限であれば奨学金のみで殆ど賄えていま
した。
おわりに
私には留学を決断した確固たるきっかけがあった訳ではあり
ません。しかし、事前の準備や留学先での授業、生活を通して、
確実に従来の自分とは考え方や態度において成長できたと感じ
ますし、何より度胸がついたな、と自分に少し自信が持てまし
た。
デュッセルドルフは治安もよく、便利なうえに緑も豊かで、
住みやすく、学びやすい、とても素敵な都市です。この報告が、
留学に少しでも興味がある、ヨーロッパで（ドイツで）勉強して
みたいけど、どこを選べばいいんだろう、と思っている方の手
助けになれば幸いです。
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清水

琢志

私は2016年10月から2017年 8 月までのおよそ10ヶ月間、

派遣留学生としてドイツ連邦共和国のデュッセルドルフ大学に
留学していました。この留学報告書を通じて、今後海外への留
学を考えている学生の皆さんに、私が見たこと感じたことが少
しでも多く伝われば良いと思います。

留学前の準備
実を言うと、私は高校に通っているときから、大学生のうち
に留学をしようと決めていました。そのため語学や奨学金のた
めの準備は、周りの人より群を抜いて早かったと思います。特
に奨学金においては募集時期が集中して一気に来るため、それ
ぞれに志望理由書や申請書を作成しているとかなり慌ただしく
なってしまいます。準備が早すぎるということは決して無いた
め、少しでも留学に興味を持ったなら、その時点で今後の留学
説明会や奨学金についての情報にアンテナを張っておくべきで
しょう。
語学に関しては、日本にいる間に勉強しておくことはもちろ
んのこと、金沢大学に来ている留学生とコンタクトを取って、
実際にその人と現地の言葉で会話をする練習をしておくと良い
かと思います。私は海外経験が全くない状態で留学したのです
が、いざ渡航してみると、座学による言語の知識は有っても、実
戦になるとここまで言葉が出てこないのかということを痛感し
ました。日本で生活している限り、日常生活で外国語に触れる
という機会はほぼ皆無なので、こればかりは日本にいる間に、
どうにか授業外で言葉を使う場所を見つけて、少しでも場馴れ
しておくしか無いと思います。
学校生活について
授業の長さや受講登録の仕方は基本的に日本の大学と変わり
がなかったので慣れるのに時間はかかりませんでした。大きな
違いは授業形態にあります。こちらの授業は学生と教授の距離
感が非常に近く、生徒が次々に発言し、教授がそれに答え、更
に質問をするというディスカッション形式のものが多くありま
した。あるいは生徒同士のペアワークも重視されます。始めの
うちは、他の国から来た留学生仲間の積極性に圧倒されてばか
りでした。
また、授業の無い時間帯にはドイツ人の友達と言語学習をし
ていました。学習と言っても、ドイツ語を母国語として話し、
なおかつ日本語を勉強したい相手を見つけ、最近の出来事だと
か、趣味について会話するだけだったのですが、間違いを恐れ
ずに気軽にドイツ語が使えて、授業では習わない若者言葉や口
語を身につけることができるので、非常に効果的な勉強法だっ
たと思います。
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日常生活、余暇の過ごし方

留学中は学生寮に住んでいました。トイレとシャワーはルー

ムメイトと共有し、部屋はそれぞれに与えられるといったタイ
プの寮です。私は幸いにもキッチンだけは各部屋についていた

終わりに
振り返ってみると留学中に辛かったことは何一つなかった気
がします。楽しかった思い出しかありません。正直言って自分
が留学前に思い描いていたような、留学目標に向かって真面目
に勉強し、プロジェクトを行い、というような生活を送ってはい
なかったかもしれません。もちろん学校で授業を受けること以
外にも、現地の人の話を聞いたり、図書館で自分の研究に有用
そうな資料を探したりはしましたが、遊んでいることのほうが
間違いなく多かったです。それでも、ドイツで知り合った様々
な国籍の学生から、世界各地の文化や考え方を聞いて実際に自
分がそれに触れたこと、ドイツで働いている日本人の方々から
労働環境や企業の話を聞けたこと、これらのことに本当に大き
な価値が有ったと思います。今後留学する後輩の皆さんに一番
伝えたいことは、留学をそんなに難しく捉えなくていいという
ことです。何よりも楽しいものです。こんなこと書くのは良くな
いかもしれませんが、勉強と遊びの比率なんて 3 ： 7 くらいで
良いのではないでしょうか？今後の人生で私に大きな影響を及
ぼすだろうと感じたものは机の上ではなく、自分が実際に歩い
た外の世界にありました。ということで皆さん、この冊子を手に
とって目を通すほど留学に興味があるなら、是非一歩踏み出し
てみませんか？きっと想像以上の体験ができると思いますよ。

西川奈津美

私は、ドイツのデュッセルドルフに10ヶ月の間留学していま

した。はじめは近年のヨーロッパ情勢を心配した家族が私の留

学を反対していましたが、どうしてもドイツに行きたいという
気持ちを捨てきれなかったことや、自分自身で返済不要の奨学
金を見つけそのお金で留学生活を送ることを条件に最終的には
留学を許可してもらいました。ドイツ語学ドイツ文学コースに
所属していた私は、普段からドイツ語やドイツ語で書かれた文
章に接することが多かったのですが、それに加えて、研究室で
週に一度行われる、お茶やお菓子を食べながらドイツ語を話す
時間
（カフェクラッチと呼んでいます）
に積極的に参加しドイツ
語を話す練習や、文法の見直し、作文の練習をしていました。
デュッセルドルフに留学する前に、現地の大学からチュー
ターを付けるか否かのメールが届き、事務手続きに関してス
ムーズに進めたいと考えていた私は、チューターをお願いしま
した。デュッセルドルフ大学では現代日本学科があるので、そ
こで勉強する学生がチューターを務めてくれます。私のチュー
ターは日本語が堪能であったので、日本語のやり取りも可能で
した。留学初期に行わなければならないビザ申請や、住民登
録、銀行口座の開設など煩雑な手続きはチューター無しでは出
来なかったように思います。特にビザの手続きは時間がかかる
ので、到着後すぐに行うべきです。
学期が始まってからは、語学コース及び大学の講義が始まり
ます。デュッセルドルフ大学には、日本人専用の語学コースと、
ヨーロッパや他様々な国から来た学生たちが参加する、いわゆ
るエラスムス向けのコースの 2 つがあります。私はこれらを組
み合わせて受講していました。日本人専用の語学コースはやは
り参加者が日本人だけということもあり、留学という実感はと
ても薄かったです。一方、エラスムスのコースでは、同じレベル
分けをされた学生なのに、ヨーロッパやその他の国の学生たち
の方が圧倒的にドイツ語を流暢に話していて、初めはとても焦
りや悔しさを感じたのを覚えています。留学するにあたり、ド
イツ語をすらすらと話せるようになることを大きな目標のひと
つとしていた私は、これを受けて日本語とドイツ語を教えあう
タンデムを始めました。先述した通り、デュッセルドルフ大学
には現代日本学科があるので、日本に興味のある学生が多く、
比較的タンデムパートナーは見つけやすいです。私は週に 3 か
ら 4 回ほど違う学生とタンデムをしていました。タンデムパー
トナーとはご飯を食べに行ったり、たくさんおしゃべりをした
り、飲みに行ったりしてとても楽しい時間を過ごすことができ
ましたし、タンデムのおかげでドイツ語も上達させることがで
きました。タンデムをすることで、普段語学クラスでは学ぶこ
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ので、時々シャワーの時間が被るなどということを除けば、日頃
の生活については特に不自由もなく過ごしていました。他の人
の話によると、生活スタイルやそもそもの文化がルームメイト
と大きく異なると積もり積もってストレスになるらしいので、
もし自分が行きたい留学先の大学で住居の選択肢がいくつかあ
るならば、私としては完全に独立したワンルームの部屋を選ぶ
べきだと思います。一方でルームメイトがいるということはそ
れだけ人間関係が広がるということなので、留学を充実したも
のにするための大きなメリットにもなるということは間違いあ
りません。私の場合はキッチンが独立しているがために、ルー
ムメイトと関わることがほとんど無く、それが楽でもあったの
ですが、もっと交流しておけばよかったと後悔もしています。
学校が終わった後や休日には、特に目的がなくても街を歩い
たりしていました。日本にいたことはそんなことはほとんどし
なかったのですが、流石ヨーロッパと言うべきでしょうか、街
並みを眺めながら散歩しているだけでも意外と楽しかったで
す。その中でも、全く知らない人と喋ってみたり、見たことが無
い動植物を発見したり、面白い出会いがたくさんありました。
留学の後半からはバドミントンクラブにも通うようになり、そ
のお陰で一週間の生活サイクルが整ったのか、かなり規則正し
い生活をするようになったばかりか、何故か毎日が楽しく充実
するというプラスな効果しかありませんでした。留学中は運動
不足になりがちなので、どこかで体を動かす時間を作っておく
のはかなりおすすめです。それ以外では、せっかくヨーロッパ
に来ているので、旅行にもよく行きました。デュッセルドルフ
からならベルギーやオランダは日帰り旅行圏内で、しかも値段
も高くありません。こんな機会は留学中でないとなかなか得ら
れないと思います。学生という立場的には、このことばかり紹
介すると「遊んでばかりだな！」というツッコミが入りそうです
が、シンプルに魅力的ですよね。留学で最も良かったことの 1
つと言っても過言ではありません。

人間社会学域人文学類

とのできない語彙を学ぶこともできたように思います。今回の

生活環境

ツ人学生だけではなくほかの国の学生ともドイツ語で話すよう

街並みがとても綺麗で、穏やかな暮らしやすい街です。賑やか

すが、ふとしたことがきっかけで隣人のフランス人学生と仲良
くなり、手紙のやり取りやご飯を一緒に作って食べたり、別の
街へ出かけたりしたのも良い思い出のひとつです。いい思い出
ばかりではなく、 4 月からの夏学期では、正規学生の受講する
ドイツ語学の講義に挑戦したのですが、ディスカッションが思
うようにいかず途中で受講を諦めるという悔しい思いをしたこ
ともありました。
留学中には、受給していた奨学金のプログラムの関係で、
フィールドワークとしてドイツの総合型地域スポーツクラブに
参加しました。ドイツは、スポーツをする人にとても優しい
国で、総合型地域スポーツクラブだけではなく、スポーツジム
も安いお金で通うことができますし、デュッセルドルフ大学に
は、さまざまなスポーツに学生は無料で参加できる制度があり
とても魅力的だと感じました。総合型地域スポーツクラブは、
ジムや大学で行われるようなスポーツの形態とは少し違うので
すが、より地域に密着していて、学生以外のドイツに住む人々
がどのようにスポーツを楽しんでいるか間近に見ることができ
ました。私が通っていた総合型地域スポーツクラブは、ドイツ
人だけではなくイタリアからの移民やアジアの方々も多く、改
めてドイツが多民族国家であることを感じさせられました。留
学中は日本にいるときよりも時間に余裕があるので、大学だけ
でなく、地域のスポーツクラブなどのコミュニティに所属する
のもまた新たな発見ができて楽しいと思います。
進路についてはまだ決まっていませんが、この留学を通して
自分がこれからやってみたいことも留学前よりははっきりとし
たような気がします。今後もドイツ語の勉強は続けていきたい
ですし、これからもドイツに関わっていけたらいいなと考えて
います。
最後になりますが、留学を決める段階で私はすごく悩んでい
ました。留学先で何をしたいか、いまいちはっきりとしたもの
がなく、親の反対もあり、留学するかどうか決断するのにすご
く時間がかかりました。また、留学中も自分に自信がないから、
やってもきっとうまくいかないからと言って諦めていたことが
いくつかありました。しかし、一度やってみると意外とうまく
いくことや、予想よりもよくできることがたくさんあります。
後輩の皆さんの中には今留学するかどうか迷っている人もいる
と思います。でも、とりあえず留学してみて、なんでもやって
みてほしいと思います。それは語学だけではなく、普段の友達
付き合いなどから学校の授業まで色々なことに言えると思いま
す。初めから向き不向きを決めては何も得られないと思うので、
ぜひチャレンジしてみてください。きっとあとから振り返った
ときに楽しい思い出や留学生活になっていると思います。

るバーなども多くあり、行ったことのないお店を色々と開拓す
るのがとても楽しかったです。また、街に一つアジアショップ
があり、日本食の材料をそこで調達することができたので凄く
助かりました。
レーゲンスブルクに地下鉄はなく、主な交通手段はバスでし
た。私は旧市街の中にある寮に住んでいたのですが、最寄りの
バス停から大学までは約20分でした。大学行きの便数が多く、
そしてバスの大幅な遅延もそれほどありませんでした。また、
毎回チケットを買わなくても、学生証を見せればバスに乗るこ
とができたのでとても便利でした。
学生寮にはレーゲンスブルクの一般学生と留学生の両方が一
緒に暮らしていました。寮の設備は寮によって様々でしたが、
私が住んでいた寮ではキッチンは共用で、シャワーとトイレは
個人の部屋にありました。個人の部屋には、ベッド
（布団・枕・
シーツつき）、衣装箪笥、本棚、勉強机、椅子などがすでに備
わっていました。洗濯機は寮の一番下の階に共用のものがあ
り、自由に使うことができました。

留学では、積極的にドイツ語を使おうと決めていたので、ドイ
にしていました。私が住んでいた学生寮は 1 人部屋だったので

ヨーロッパ

ドイツ

レーゲンスブルク大学
人間社会学域国際学類

濵本和香奈

私は2016年の 9 月から2017年の 7 月までの約11ヵ月、ド
イツのレーゲンスブルク大学に留学していました。この報告書
ではレーゲンスブルクでの生活環境や、大学の授業についてな
どを中心にお話したいと思います。
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レーゲンスブルクはドイツのバイエルン州に位置している、

なレストランやビアガーデン、おしゃれなカフェ、雰囲気のあ

大学キャンパス
大学は賑やかな旧市街から少し離れた丘の上に立っており、
緑も多く静かで過ごしやすい環境にありました。キャンパス内
には食堂、スーパー、コピーセンター、本屋、美容院、レスト
ラン、カフェテリアなどがありました。図書館も複数あり、そ
れぞれにかなり広い学習スペースが設けられていました。試験
時期になると非常に混雑しますが、その時期ではなくても普段
から図書館で勉強する学生が多く、とても刺激になっていまし
た。また、キャンパスにスポーツジムが隣接しており、学生は
一学期15ユーロで利用することができました。バレーボール
や、バドミントン、ロッククライミング、ヨガ、ダンス、柔道
など色々な種目のスポーツが提供されていました。
集中語学コース・学期
10月 中 旬 か ら 開 始 す る 冬 学 期 ま で の 間 の 約 4 週 間、ILC
（Intensive Language Course）という集中語学コースが行わ
れており、事前に申し込んで費用を支払うことで参加するこ
とができました。コース開始前にまずテストがあり、その時
点での自分のドイツ語レベルに合ったクラスに入ることにな
ります。授業は平日朝 8 時半から14時半までで、午前の 2 コ
マは基本的に教科書を使いながら文法を主に学ぶSprachkurs
で、午後の 1 コマは作文の授業であるSchreiben、もしくはプ
レゼンテーションやディスカッションの練習を行う授業である
Sprechenのいずれかが毎日交互にありました。すべての試験
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に合格すると単位がもらえ、次に始まる冬学期で一つ上のレベ

ルのクラスに進むことができました。このILCは夏学期開始前
の 3 月中旬ごろからも同様に行われています。

私は学期中も基本的にドイツ語を学ぶ留学生向けのコース

最後に
留学を終えた今、ドイツに留学することができて本当によ
かったと心から思います。ドイツに留学してドイツ語能力を向
上させることができただけでなく、ヨーロッパを初めとして、
北アメリカや南アメリカ、アジア、アフリカなど、世界中の様々
な地域からやってきた留学生たちと知りあうことができたこと
は本当に良い経験になりました。また、ドイツという国やそこ
に住む人々について深く知ることができたのも、留学で得た大
きな財産だと思います。ドイツでの生活を通して、ドイツ人の
親切さや規律性に触れる機会が多くありました。お店を先に出
た人が扉を開けて笑顔で待っていてくれたり、道に迷っていた
ら教えてくれたり、重いスーツケースを電車から下してくれた
りと、その親切さに心温まることが何度もありました。交通マ
ナーも良く、信号のない横断歩道では必ず車が止まってくれま
した。
ドイツでは、飲食店以外のほとんどのお店が夜 8 時には閉店
し、日曜と祝日はお休みなので、平日の夕方や日曜日にお父さ
んが子どもたちと公園でサッカーをしていたり、川沿いで日向
ぼっこや読書をしたりしている光景をよく目にしました。ドイ
ツ人の友人たちもボーリングやショッピングより、アウトドア
系の遊びが好きで、一緒に登山に行ったり、川沿いでバーベ
キューをしたりしました。ドイツ人の暮らしに触れて、家族と
ゆっくり過ごす時間や、自然の近くで穏やかな楽しい時間を過
ごすことの重要さを教えてもらったように思います。
ドイツ留学は本当に様々な魅力に溢れているのできっと楽し
く充実した留学になると思います。（ヨーロッパ旅行もしやす
いですし、お祭りなどのイベントも盛りだくさんです！）この
報告書が少しでもこれから留学を考える皆さんのお役にたてれ
ば幸いです。最後まで読んでくださってありがとうございまし
た！

泉

葵

私が留学していたレーゲンスブルクの街は旧市街全体が世界

遺産に登録されています。レーゲンスブルクは、田舎すぎず都
会すぎず、観光客で賑わっており、治安も悪くなく、とても暮
らしやすい街です。
留学の動機
私は入学した時から外国語や異文化に興味があり、海外に出
てみたい・留学したいという思いがありました。その後、本気
で留学をしようと思ったのは先輩達の留学体験談をきいたのが
きっかけです。
はじめは、 2 年生の夏に 1 ヶ月のサマーコースに参加するこ
とを決めました。そして、サマーコースに行く前に 1 年間の留
学を意識し始めていたので、アドバイス教員に相談し、サマー
コースの経験からどの都市に行くか決めることにしました。サ
マーコースに行ったことで、 1 年間留学したいという意思が強
まりました。レーゲンスブルクが私が興味のあるフェアトレー
ドタウンであるということを知り、街の雰囲気もレーゲンスブ
ルクが自分に合っていると思ったのでレーゲンスブルク大学に
留学することを決めました。
留学期間中は、大学でのドイツ語の勉強に加え、フェアト
レードタウンについての調査・活動も行いました。
準備や手続きについて
渡航前にするべき手続きについては、大学から送られてきた
提出書類を読み、一緒に行く人たちと週に一度集まり確認して
いきました。
保険に関しては、 9 月の語学研修の 1 ヶ月間は健康保険も含
めた日本の保険に加入しており、10月からは現地の健康保険に
加入したので、健康保険以外の保険プランに日本で加入してい
きました。
ドイツでの保険やビザ、銀行口座の手続きに関してはレーゲ
ンスブルク大学のインターナショナルオフィスから連絡があ
り、その通りに動けば問題ないです。サポートが手厚いのであ
まり心配しなくても大丈夫だと思います。
留学中の生活・活動など
留学中は大学の寮に住んでいました。寮はいくつもあり、一
応希望は出せますが、どこの寮になるのかは渡航してレーゲン
スブルク大学に行くまで分かりませんでした。大学に行って初
めて鍵と地図を渡されます。私の寮はキッチン・トイレバスが
共用でした。洗剤やトイレットペーパーなどの消耗品の購入に
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で あ る、DaF（Deutsch als Fremdsprache）コ ー ス の 授 業
を受講していました。このコースではILCと同様に基礎的な授
業としてSprachkurs, Schreiben, Sprechenがあり、その他
Landeskunde（ドイツの政治・経済・文化など様々な分野を
広く学ぶ地域学的な授業）、Babylon（ドイツ語で演劇をする授
業）
、Phonetik（音声学）、Literaturkurs（ドイツ文学）など様々
な種類の授業が開講されていて、留学生はその中から自由に自
分が受けたいものを選択して受講することができます。DaF
コース以外にも一般の学生が受けている専門科目や、英語で開
講されている授業なども受講することができます。
DaFコースの授業の中で特にSprechenの授業は個人的にと
ても参加してよかったなと思う授業でした。クラスのみんなの
プレゼンテーションのテーマが多岐にわたっていて凄く面白
かったからです。例えば、自分の故郷や出身大学について、そ
れからその国の食文化・祭事についてや、アメリカの銃規制に
ついてなどをテーマとしたプレゼンテーションがありました。
今まで関心がなかったことについても興味を持ったり、それぞ
れの国が持つ問題について知ることができたり、さらには自分
のプレゼンテーション能力も養うことができたりと、この授業
で得られたものは本当に多かったと思います。

人間社会学域国際学類

ついてだけは、最初に決めておきました。他の留学生のキッチ

人間社会学域国際学類

ンの使い方が汚いなどの小さい問題はありましたが、隣人との
大きなトラブルはありませんでした。寮での生活について一つ

トラブルを挙げるとすれば、有線のインターネットが一時期繋
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がらなくなったことです。大学のパソコンセンターに何度も相
談に行ったのですが、毎回別の人が対応し、問題把握に時間が
かかったり、結局前回と同じことを言われるだけで何も解決せ
ずに終わったりなど、解決するまでに 4 か月程かかりました。問
題があったら、何度でも諦めずに相談に通う根気が必要です。
大学では、主にドイツ語の授業を履修していました。ドイツ
語のレベルごとに、文法やリスニングなどの授業が開講されて
います。それ以外にも、留学生向けに開講されているドイツ文
学や地誌についての授業なども履修していました。 1 年を通し
て、劇の授業にも参加し、夏学期には他国からの留学生たちと
ともに一つの劇を演じ上げました。
私は、渡航前からドイツ語の学習にかなり力を入れており、
その成果なのかドイツ語のクラス分けでは自分が思っているよ
りも高いレベルのクラスに入ることとなりました。文法に関し
ては問題なかったのですが、特にスピーキングという点におい
てかなり苦労しました。周りの留学生たちはとにかくたくさ
ん、間違っていてもどんどん話します。先生やクラスの雰囲気
にもよりますが、レベルがあがるにつれ、周りに圧倒されて、
授業中の発言が中々できなくなりました。誰とも話せないし、
話したくないというつらい時期もありました。そのような状態
の時に、私の支えとなっていたのはドイツ人の知人や友人たち
でした。日本語を勉強しているドイツ人学生と互いの言語を教
え合うタンデムをしたり、留学中お世話になったフェアトレー
ドのお店の方たちや、街で偶然知り合った日本に興味のある方
などとお話しをすることによって、少しずつ話すことへの抵抗
が薄れていき、伝える力を養っていけたと思います。小さいこ
とからでも、できることから少しずつ慣らしていけば良いのだ
ということを学びました。別の国に留学していた日本の友達の
「間違っていても、伝える気持ちが大事だよ」というアドバイス
も私の支えとなりました。結果的に、レベルの高いクラスで学
んだことで、大変なこともたくさんありましたが、それらの経
験も全て自分の糧となったと思います。
大学以外での活動としては、はじめに書いたように、フェア
トレードタウンについての調査等を行っていました。どのよう
なところにフェアトレード商品が取り入れられているのかを調
査したり、実際にフェアトレードタウンを推進する委員会の話
し合いやイベントに参加して、フェアトレードタウン運営の方
法について学びました。留学をするなら、語学だけではなく、
何か一つ自分のテーマや目的をもって留学するといいと思いま
す。そうすることで、視野も活動の幅も広がります。
最後に
私が出発直前に父から一言だけ言われたのが「楽しんで」
とい
う言葉でした。留学は楽しいことばかりではありませんでした
が、大変なときこそ楽しもうと思い 1 年間乗り越えました。 1
年間という期間は決して短くもなければ、長くもありませんで
した。しかし、とにかく充実したドイツ留学だったと思いま
す。 1 年間の留学に行かせてくれたことを、本当に感謝してい
ます。
留学を考えているみなさん、不安なこともたくさんあるかも
しれませんが、まずは先輩や先生方にどんどん相談して色んな
お話をきいてみてください。そして、留学を決意したならば、
楽しむ気持ちを忘れずに自分らしく頑張ってきてください。
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留学前の準備

杉本和香奈

何をすべきか、すべきであったか

留学前は、とにかく情報収集を徹底するとよいと思います。
過去に留学に行っていた先輩の話を聞くことが、一番の情報源
になると思います。自分でも、大学のホームページを見れば、学
内の環境や設備を写真で知ることができます。留学先のシラバ
スを見ることもできるので、 2 学期間、どの授業をとるのかを
考えることもできます。自分が留学中に住む地域のホームペー
ジを見て、まわりにどのような施設があるのか
（たとえば図書
館やスポーツジムなど）を知っておくと、勉強以外に遊びや外
食をするときに役に立ちます。
語学の面では、現地の言葉ももちろんですが、英語も復習し
ておくとよいです。私はドイツに留学していました。そこでは
ドイツ語を話すことができない、または苦手なひともたくさん
いました。そのときに使われる言語は英語です。高校のときに
勉強したレベルで、簡単な会話は十分なので英語の復習をする
とよいと思います。
留学先について知っておくとよいと思われる情報
ドイツは全体的に、
（相当な田舎でない限り）
公共交通機関の
便が良いです。例えば電車のチケットでバスやトラムにも乗れ
る場合があります。
土日の休みや、冬休み、春休み期間中は旅行するひとも
いると思います。電車での旅を中心に考えているひとには、
Bahncardをおすすめします。DB（Deutsche Bahn、ドイツの
鉄道です。
）
にはオンラインで電車のチケットを予約することが
できます。予約するときにこのカードを利用すると、チケット
の値段が安くなります。Bahncard25を使うと本価格の25％引
きで、Bahncard50を使うと50％引きでチケットを買うことが
できます。
（＊ここでは、
『こんなカードがあるんだ』
、くらいの
認識でお願いします。詳しくは、私や留学していた先輩、DBの
ホームページや、現地の人に聞いてみてください。
）
留学中に行うとよいと思われる活動
（コミュニティへの参加や、
イベントの企画など）
大学では留学生同士の交流をサポートするようなイベントが
よく開催されています。たとえば、月に一度、様々な言語や文
化に興味のあるひとたちが集まって話をするStammtischが開
催されます。日本語のコーナーもあります。そのときに、もし
かしたら、日本語を自分が紹介することもあるかもしれませ
ん。日本語以外にも中国語やイタリア語、トルコ語、ギリシャ
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語、エスペラント語……と言語の種類は豊富です。ドイツ語以
外にも興味があるならば、行って様々な国のひとと交流をもつ
とよいと思います。

留学経験を、これからどのように活かしていこうと考えている
か
（金沢大学でこれからやりたいことや、すでになにか始めて
いること）
私は留学で培ったコミュニケーション能力と向上した語学力
を活かして、機会があれば、金沢大学に留学に来たドイツ語圏
の学生をサポートしていきたいと考えています。ドイツ語圏以
外の学生にも、つたないかもしれませんが、英語とコミュニ
ケーション能力でサポートできればと考えています。
また、今後留学を考えているひとにも、自分の経験を伝えて、
その人たちにアドバイス等与えていけたらと考えています。
就職活動について（留学をきっかけに将来の目標や進路が決
まった人は、そのことについて）
就職活動の際に、私は今のところ、ドイツ語を活かして就職
しようとは考えていません。（頭の片隅に「使えたらいいかもし
れない」という程度です。）しかし、留学で私が培ったものはな
んでも、今後活かしていこうと考えています。
派遣留学を志す後輩へのメッセージ（自分の体験を踏まえて）
私は自分の留学を、成功か失敗かと問われれば、留学前に掲
げた目的に到達しなかったため、失敗のほうだと答えると思い
ます。しかし、後悔はしていません。自分を見つめるいい機会
だったと思っています。事実、留学で自分が変わった部分もあ
りました。留学で得ることが無いなんてことはあり得ません。
皆さんが留学に対して不安や心配を持っているならば、まず
行動してみたらとアドバイスします。これは私の反省から出る
アドバイスです。行動しなければなにも出てきません。行動し
て、困難なことが出たときに対処すればよいのだと思ってくだ
さい。留学のことで困ったことがあったら言ってください。相
談に乗ります。

盛田

佳歩

Hallo! Wie geht es Ihnen?

私は2016年 9 月から2017年 8 月までの11ヶ月間、ドイツ

のレーゲンスブルク大学に留学しました。ここでは私の経験を
皆さんにお伝えし、ドイツ留学がどういうものなのか紹介した
いと思います。
なぜドイツ・レーゲンスブルク大学なのか
私は国際学類の米英コースに所属しています。大学では主に
英語を中心に学び、ドイツ語は第二外国語として学んでいまし
た。留学に行くなら英語もドイツ語も習得したいという思いが
あったため、私は留学先としてドイツを選びました。ドイツで
は英語教育が非常に発達しており、大学でも英語で開講される
講義が多くあります。英語習得だけを目的に留学していた日本
人もいました。ドイツでは自分次第で英語もドイツ語も伸ばす
ことができます。

留学前
まずはドイツ語力の向上を目指しましょう。単語の習得を中
心に行った方がいいと思います。文法に関しては、他の留学生
と授業で学んでいくため心配する必要はありません。現地では
英語で生活しようと思えば生活できますが
（ドイツ人の英語レ
ベルは大変高いです）ドイツ語のほうが喜ばれます。他の留学
生もドイツ語を学びに来ているのでクラスでは当然ドイツ語で
話しかけてきます。ドイツ語ができないと友達作りに苦労する
かもしれません…。
そして、同じドイツの大学に留学していた先輩や、金沢大学
に留学しているドイツ人学生と積極的に交流してください。ド
イツ語を教えてもらったり、ドイツでの生活についてアドバイ
スをもらえたりすると思います。
レーゲンスブルクでの生活
レーゲンスブルクは南ドイツのバイエルン州にある町です。
規模は金沢の 4 分の 1 程で勉学に集中しやすい環境です。ミュ
ンヘンからはそれほど遠くなく、隣国までは何本も夜行バスが
出ており、交通で不便に感じたことはありませんでした。何よ
り町の中心に位置する旧市街が大変趣深く、歴史ある建物が連
なっています。街中を散歩するだけでタイムスリップしたかの
ように感じることができました。また、ドナウ川も通っており
私はよく川沿いをランニングしていました。
物価は日本と比
べ、それほど大き
な変化はないとい
う印象を受けまし
た。ただ、レスト
ランで外食をする
と高くつきます。
スーパーでの野菜
や果物はかなり安
いです。
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留学中の苦労と、それをどのように乗り越えたか
私は、留学初期の段階から、ドイツ語を「知ってはいるが使
えない」状態になってしまいました。クラスメイトとの簡単な
会話はこなすことができましたが、特に授業のテスト結果に苦
しむことになりました。ボキャブラリーの不足が原因だと自分
で考えています。語彙を増やそうと、授業で出た単語はその日
のうちに復習することを心掛けました。授業中にドイツ語を音
読するときには、自分が何を言っているのか意識するために、
ゆっくり読むことを途中から心掛けました。残念ながら私はそ
の成果を出すことはできませんでしたが、自分の学習態度を意
識し、改善するきっかけになったと思います。

人間社会学域国際学類

レーゲンスブルク大学

レーゲンスブルク大学は留学生の受け入れに積極的で、大学

学を決めました。また、レーゲンスブルクは世界遺産に登録さ
れており、景色がきれいで住みやすく、大学のサポートも充実

には様々な国から多くの留学生が集まります。ドイツ語レベル

していると知り、レーゲンスブルク大学に決めました。

す。ドイツ語のクラスは最初のレベル分けテストでレベル分け
されるため、できる限り準備しておくといいと思います。
私が受けたドイツ語の授業では周りの留学生たちのドイツ語
力、特にスピーキング力、単語力が長けており、ついていくの
に苦労しました。ヨーロッパの留学生たちは文法の間違いを気
にせず、とにかく口を動かしてドイツ語を発しているという感
じで、初めは圧倒されました。彼らのスピードについていくた
めには、文法を完璧に覚えることより先にとにかく 1 つでも多
くの単語を習得し、会話の中でアウトプットしていくことが重
要だと思います。私は分からないことがあればドイツ人の友達
に聞き、テスト前などは図書館に籠りました。
また、大学には日本語の授業も開講されており、私は日本人
としてそのアシスタントを担当しました。授業に参加している
ドイツ人学生とも仲良くなり授業後はいつも一緒にランチを食
べていました。

留学前
前述したように、 1 年の前期は留学フェアに参加したりして
情報収集を、 1 年の後期からはドイツ語の充実クラスに参加し
たり、冬の派遣留学応募に向けて先生方に志望理由書の添削や
面接練習などをしていただきました。留学が決まってからの
2 年前期は、専門分野であるドイツ語学や文学の授業に加え、
卒業に必要な単位を満たす授業を多く履修しました。加えて、
1 年後期からの留学生のチューター活動を継続していました。
チューター活動に関しては、担当した学生がレーゲンスブルク
大学からの留学生ということもあり、大学の情報を知れたり、
留学中にも様々なサポートをしてもらえたので、とても有意義
であったと感じています。

は個々別々で、全く話せない人からネイティブ並みの人もいま
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タンデム
私はドイツ人の友達によくタンデムをしてもらいました。タ
ンデムとは言語学習パートナーのことで、お互いにお互いの母
国語を教えあう友達です。私のリスニング、スピーキングが伸
びたのはそのパートナーのおかげといっても過言ではありませ
ん。休日によくパートナーの実家へ遊びに行きましたが、毎回
家族の皆さんが私をあたたかく迎えてくれました。今では彼ら
はドイツでの家族のような存在です。良い出会いに感謝です。
留学しようと考えている皆さんも、ぜひタンデムパートナー
を探してみてください!
留学は、結果どのような留学になろうとも必ず人生の糧とな
る素晴らしい挑戦です。留学しようか迷っている方は、とにか
く挑戦してみるといいと思います!

人間社会学域人文学類

須田安花里

はじめに
私は2016年 9 月から2017年 7 月まで、ドイツのレーゲン
スブルク大学に留学していました。出発前は 2 年生での留学な
ど、不安なことも多くありました。しかし、留学を終えた今は
充実感に満ちています。私も留学前に先輩方の留学報告書から
多くのことを参考にしました。なので、これから書くことが留
学に興味を抱いている方々の参考になれば幸いです。
きっかけ
私は大学入学前から留学に行きたいと思っていました。それ
は、海外で生活し、様々の国籍の人と友達になりたいと思って
いたからです。とりわけ英語圏やヨーロッパへの憧れを強く抱
いていましたので、 1 年生の夏から留学フェアに参加したり、
留学生のチューター活動などをしていました。留学について情
報収集を始めるにつれ、第 2 外国語として学んでいるドイツか、
英語圏への留学で迷うようになりました。私が留学にあたって
重視したことは、大学を 4 年で卒業が可能かどうかです。それ
を踏まえて先生に相談したところ、ドイツ留学は 2 年次からの
渡航で 4 年での卒業が可能であることがわかり、ドイツへの留
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レーゲンスブルクでの生活
レーゲンスブルク大学は、金沢大学の学年暦とほぼ同じで、
大きく前期と後期に分かれています。また、それぞれの学期の
始まる 1 か月ほど前から留学生用の語学コースが開講されてい
るのが特徴です。語学コース、学期中の授業、ともに細かくレ
ベル分けされ、単位取得が可能です。語学コースはSprachkurs
（ドイツ語文法）
、Schreiben（ドイツ語作文）
、Sprechen（ドイ
ツ語会話やプレゼン）の 3 つを集中的に学ぶコースで、学期中
の授業は上記に加え、ドイツの文化や文学など、様々な授業が
留学生用に開講されています。その他に、英語で開講されてい
る授業や、ドイツ人用の授業も聴講することができます。私は
学期前の語学コース 2 回と、学期中にドイツ文学や音声学、映
画史などの授業を履修していました。文法などの授業は少人数
制で、先生やクラスメートと距離が近かったので、すぐに打ち
解けることができ、彼らとは出身国を案内してもらったり、帰
国した今でも連絡を取る仲になれました。
生活面では、大学が駅からバスで約10分、徒歩でも通学可能
な距離にあります。さらに、市内に限り、レーゲンスブルク大
学の学生証を提示すれば、バスや電車といった公共交通機関の
料金が無料になるのも大変便利だと感じました。また、物価も
そこまで高いわけではなく、特に野菜やビールが格安で買える
のが印象的でした。カフェや可愛い雑貨店も多く、休日や授業
後にドナウ川沿いを世界遺産の街を眺めながら散歩するのも気
持ちよかったです。さらに、年に 2 回のDultというお祭りや、
12月にはクリスマスマーケットが開催されます。そこでは、移
動遊園地や屋台が出店したり、大きなテントの中でバンドや楽
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団の生演奏を聴きながらビールを飲んだりします。祭り期間中

聞いてぱっとイメージするような街並みです。ドイツというと

素敵な雰囲気でした。

行ってみたら街中にはカラフルな建物がたくさんあったり、い

はバイエルン地方の伝統衣装を着た人が町中にあふれ、とても

人間社会学域経済学類

島田

瞳

はじめに
私は2016年 9 月から2017年 7 月までの約 1 年間、ドイツの
レーゲンスブルク大学に留学していました。この報告書が、留
学を迷っているという方の後押しになれば嬉しいです。
留学前の準備
〈現地について知っておく〉
レーゲンスブルク大学には毎年何人か金沢大学から留学して
いるため、実際に留学していた先輩からいろいろ教えてもらう
ことが一番の情報集めの方法だと思います。現地についてから
の銀行や保険、滞在許可証などの手続きについてはレーゲンス
ブルク大学のチューターの方が丁寧に教えてくれるので心配い
らないと思います。
〈基本的な文法を身につけておく〉
現地に行ってからでも語学力は伸ばせるのですが、基本的な
文法を一通りきちんと身につけておく、よく使うフレーズを覚
えておくなどの日本でもできることは準備しておいたほうが現
地で新しく習ったことを吸収しやすいと思います。私の場合
は 2 年後期から留学したため、文法については 1 年生のときに
習った知識しかなくそれでは不十分でした。そのため留学の指
導教員の教授に 2 年前期から週に 1 度のドイツ語講座をしてい
ただき、習い終わっていない部分の文法を教えていただいた
り、ドイツ語の読解、書き取りなどを見ていただいたりしまし
た。おかげで基本的な文法を一通り身につけた状態で留学する
ことができました。また、留学直前の学期はネイティブの先生
の授業を積極的に取るようにしていました。ドイツに行ったら
授業は全部ドイツ語なので、日本にいるときからドイツ語での
授業に少しでも慣れておくのは良いことだと思います。

たるところにお花が飾ってあったりと可愛らしい街で私はとて
も気に入りました。

レーゲンスブルク大学について
レーゲンスブルク大学は留学生向けのドイツ語の授業がとて
も豊富です。私も、その中から文法、会話、書き取り、ドイツ
文化、ドイツ語－英語翻訳、演劇などの授業を履修していまし
た。また、経済・経営学の専門の授業も種類はたくさんあり、英
語で開講されているものもあります。私は英語で 1 つとドイツ
語で 1 つ経営の専門の授業を履修していました。専門の授業は
留学生用の授業と違って現地の学生と一緒に受けるのですが、
専門の授業を選ぶ際にその授業の教授が留学生に理解のある方
かどうかも選ぶ基準として大切だと思います。私が履修したド
イツ語での経営の授業の教授は期末試験の際に留学生は口頭試
験、現地の学生は筆記試験というように試験の方法を分けてい
ました。たった 1 年間しかドイツにいない交換留学生が現地の
学生と同じように筆記試験を受けて、もしドイツ語の問題文を
間違って解釈したらそれだけで点数を落としてしまいます。口
頭試験であれば、問題の内容が分からなければもう一度聞き返
すことができましたし、答える際も言葉で説明するだけでな
く、図を使って説明しても良いことになっていました。ドイツ
語が現地の学生と同じレベルでなくても、授業内容をきちんと
理解して勉強していれば評価してもらえるような試験でした。

留学生活で得たもの
留学して 1 番よかったなと思うことは、素敵な
「人との出会
い」
があったことです。特に印象的だったのは寮の隣人です。私
は留学して最初の半年間はドイツ人女性 2 人とキッチンをシェ
アしていたのですが 2 人とも本当に親切で、自分の作った料理
を
「食べる？」って部屋に持ってきてくれたり、ドイツ語の勉強
になるからと使ってないテレビを貸してくれたりしました。ま
た、 1 月 6 日はドイツでクリスマスのお祝いなのですがその時
に 1 人の隣人の子が実家に招待してくれて、一緒に地区のクリ
スマス行事に参加したり、その子のお母さんが庭で飼育してい
る羊の肉を料理してくれたり、雪山を散歩したり、お兄さんの
仕事場を見学させてくれたりと普段はできない経験をさせてく
れました。また、私の人生初ドイツでの美容院に付き合ってく
れたり、自分の働いている会社のパーティーに招待してくれた
り、親切な隣人のおかげでたくさんのことが経験できて本当に
感謝しています。ここには書ききれないのですが、留学先では

レーゲンスブルクについて
レーゲンスブルクは小さくて穏やかな街で、「ヨーロッパ」
と
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おわりに
もちろん、留学生活はいいことばかりではありませんでし
た。始めのころはドイツ語が聞き取れず、すべてドイツ語で行
われる授業に戸惑いました。また、寮でWi-Fiが使えなかった
り、ルームメイトと打ち解けることができないなど、困難なこ
とも多くありました。そんな時は、一緒に留学した金沢大学の
先輩方や他の大学から留学している日本人の友人たちと話した
り、過去の派遣留学報告書を読み返したりしていました。留学
中に日本人と話したり、日本語に触れるのを避ける人もいます
が、私は日本人や日本語と関わることで救われることも多く、
肯定的にとらえています。留学を通じ、貴重な経験を多くする
ことができ、それらは帰国後もかけがえのないものとなってい
ます。留学に興味がある人、迷っている人がいるなら、ぜひそ
の背中を押したいです。私は留学に行って後悔している人に出
会ったことがありませんし、やらないで後悔するならやって失
敗した方がいいと思います。すでにこの報告書を読んでいると
いうことは、あなたは留学への第一歩を踏み出しています。で
すから、ぜひ前向きにチャレンジしてみてください。

なんとなく重厚な建物がある灰色のイメージだったのですが、

ここに書いた隣人の他にも、「こういう人になりたい！」
と思え
るような本当に尊敬できる素敵な人にたくさん出会いました。
留学中に苦労したこと

ヨーロッパ

一番はやっぱり言語の壁です。自分の言いたいことが伝わら
ないことよりも、相手の言っていることがわからないというこ
とのほうが多かったです。そういう時に、理解できるまで聞き
返すべきなのか、それともそれほど重要なことではなさそうな
ときはわからなくても笑顔でうなずいておくべきなのかですご
く悩みました。何度も同じこと聞き返すと、もういいや、って
なってしまう人も実際にいるし、会話の流れもとめてしまう
し、でもわかってないのにわかったふりするはいやだし、どう
したらいいのかわからなかったです。留学中は 4 割くらいとり
あえず笑顔でうなずいて受け流してしまっていたのですが、今
から考えるとやっぱりわからなかったらちゃんと聞き返した方
がいいって思います。留学中にいろんな人と会話して気が付い
たのは、聞き返すときにただ単に「もう一回言って。」というの
ではなくて、
「それってこういう意味？」とか「もしかしてこう
ゆうこと？」とか「○○っていう単語がわからない」というよう
にできるだけ具体的に聞き返すようしたほうがスムーズに会話
が続けられると思いました。
これから留学を考えている皆さんへ
実際の留学は思い描いていた理想の留学とは違うところが多
かったのですが、それでも本当に充実した 1 年間で楽しいこと
もたくさんありました。私は正直、留学前はドイツについてあ
まり知らなかったのですが、行ってみたら期待していたより
ずっと素敵なところで、今はドイツが大好きです。実際に行っ
てみると自分が思ってもなかったような新しい発見をすること
もあるので、留学を迷っている方はぜひ行ってみることをおす
すめします。
さいごに
留学するにあたって先生方、留学企画係の方、先輩方には本
当にお世話になりました。特に、先生方には色々相談にのって
いただいたりアドバイスしていただき本当に感謝しておりま
す。ありがとうございます。

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

上原

基

はじめに
私は2016年 9 月から2017年 5 月までの 9 か月間、派遣留学
でアイルランドのダブリンシティ大学（DCU）に行きました。
ここでは、アイルランドでの留学生活について紹介していこう
と思います。留学を考えている皆さんにとって、数ある選択肢
の中から「アイルランドで留学をする」ということを考えてもら
うきっかけとなれば幸いです。
アイルランドについて
アイルランドという国について何か知っているという人はあ
まりいないのではないでしょうか。私も留学前は、アイルラン
ドには「なんとなく緑色のイメージ」くらいしかありませんでし
た。そもそも、私は初めからアイルランドへの留学を志望して
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いたわけではなく、申請書の第二希望の欄になんとなく「ダブ

リンシティ大学」
と書いたら、結局それが通ってしまいました。
しかし、行ってみなければ何があるかわからないし、そこにし
かない出会いや学びがあると思っていたので、アイルランドで

留学することに対してはとてもわくわくしていました。
アイルランドはイギリスの西に位置する島国で、公用語はア
イルランド固有のゲール語と英語がありますが、一部のゲール
語話者が多い地域を除いて国民のほとんどは英語しか話しませ
ん。気温は夏場で20℃前後、冬場は10℃ほどと穏やかで、天
気は曇の日が多く、雨が降ってもすぐ止むため、誰も傘を持ち
歩きません。アイルランドはEUに加盟しており、通貨はユーロ
を使用しています。面積は北海道とほぼ同じくらい、人口は約
400万人と、日本と比べれば小さな国ですが、ダブリンは首都
ということもあり、街の中心はとても栄えていました。リフィ
川という川が街を南北に隔てており、この川を中心としてパブ
やレストラン、ショッピングセンターが立ち並んでいます。川
の南にあるテンプルバーという地区には1000を超えるパブが
あり、ダブリンの人々は昼夜を問わず、お酒を飲みながら友人
との会話や音楽を楽しんでいます。
留学生活について

私が留学をしていたDCUは、首都ダブリンの中心地からバ
スで30分ほどのところにあり、周りは閑静な住宅地と大きな公
園があり、治安も良く、学業に集中できる環境が整っていまし
た。DCUはダブリン空港までバスで30分程のところにあり、空
港からはアイルランドのLCC（格安航空会社）であるライアン
エアーやエアリンガスが運行していて、格安でヨーロッパ各地
へ行けてしまいます。学内にはスターバックスやコンビニ、深
夜まで営業するバーまであり、国立大学とは思えない施設の充
実さにただただ驚きました。同じように、スポーツ施設施設も
充実しており、人工芝のフットサルコートや会員制のジムまで
あり、私はよく友達と放課後にフットサルをしたり、ジムでト
レーニングしたりしました。図書館は通常で深夜 2 時まで、テ
スト期間は24時間開いており、自室では集中できない人にとっ
ては非常にありがたいものでした。
私は大学内の寮に住んでいました。寮はキャンパスの中にあ
り、歩いて 3 分で教室までで行けるので便利でした。寮はシャ
ワー・トイレ付きの個室と、男女 5 人共用のキッチンとラウン
ジという仕様でした。性別も国籍も違う人たちとの共同生活を
することはもちろん初めての経験で、戸惑う事も多々ありまし
た。いつまでたっても片付けられない食器をイライラしながら
洗ったこともありましたが、精神的なタフさは身につけたかも
しれません。

KANAZAWA UNIVERSITY

私の留学における目標は二つありました。一つは、「外から

を考え直しました。そして、 2 次募集の時にDCUを志望しまし

て卒業論文のテーマの方向性を定めることでした。私はこの二

目的を見直したからこそできたことや、DCUでだからこそ学べ

見た日本」について知ること、そしてもう一つは、留学を通し

つを軸として授業を選びました。ちなみに、DCUでは、留学生

おわりに
アイルランドやDCUでの生活について限られた字数で紹介
してきましたが、少しでも興味を持っていただけたでしょう
か？留学を考えている人、特に英語圏への留学を考えている人
には、ぜひアイルランドという選択肢があるということを覚え
ておいてもらえればと思います。この留学は、私の大学生活に
おいて、そして、人生において非常に貴重な経験となりました。
留学をして後悔することは決してありません。自分の知らない
世界に飛び込んでみましょう！

人間社会学域学校教育学類

たこと、アイルランドでだからこそできた経験が多くあります。
アイルランドと大学
アイルランドの公用語はアイルランド語と英語です。現在は
ほとんどの人が英語を使って生活しています。音楽とお酒が大
好きな国、そしてダイナミックな自然が魅力的な国です。
DCUは、100を超える国から留学生を受け容れており、国際
色が豊かです。アイルランド文化はもちろん、他の様々な文化
に触れることもできます。文化交流活動にも積極的です。日本
文化や日本語を紹介するイベントを自分たちで企画したり、他
の国の留学生が企画するイベントに参加したりしました。他の
文化を体験できると同時に、それまで気づかなかった自文化に
も気づくことができました。
また、ビジネス学部が特に有名ですが、総合大学でいろいろ
な学部があり、学んでいる内容は人によって様々です。サーク
ル活動も活発です。サッカーやダンスをはじめ、ゲームや討論、
ボランティアなど、公認されているだけで110はあります。私
はハイキングとバドミントンに所属していました。基本的にゆ
るいので、所属していなくても、ふらっと他のサークルの活動
に参加することもありました。
留学前の準備
留学前に特に準備しておくとよいこととして、目的意識をも
つことと語学力の向上をあげます。私も先輩方から言われてい
たことです。
まずは、留学の目的を明確に持つことです。留学中は、新鮮
でワクワクすることや楽しいことに出会えると思います。同時
に、様々な困難にも出会うと思います。ただ“楽しい”“辛い”だけ
のもので終わるのはもったいないです。自分の軸をしっかり意
識して、学びのある留学にしてほしいです。また、困難に直面
した時には、明確な目標があることが、困難を乗り越えて前に
進むためのエネルギーになります。
そして、語学力です。留学中にも語学力は伸びると思います
が、留学をより充実させるためには、渡航前に少しでも語学力
を高めるとよいです。よりよいスタートダッシュを切れます。
留学中の苦労
留学中には様々な困難がありました。そのなかでも事務手続
きの悠長さには苦労しました。入寮手続きや寮の設備不備、履
修手続きなどに関して、対応に時間がかかる上に、責任の所在
もあいまいで苦労することが何度もありました。理不尽な説明
しかしてもらえない時には、納得がいくまで交渉を重ねる必要
性を実感しました。

川崎なつ美

2016年 9 月から2017年 5 月
（ 3 年後期～ 4 年後期）までの約
9 か月間、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。私は、留学先として他の大学を志望していました。
しかし、金沢大学の選考試験を通過できませんでした。落ちた
時はショックでしたし、辛かったですが、もう一度自分の留学の
目的を見つめ直せるチャンスだと思って、なぜ留学したいのか
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であっても基本的にどの学部の授業でも履修することができる
ので、これまで学んできたことをさらに深く学ぶこともできる
し、今まで学んだ事がなかった分野を一から学ぶこともできま
す。前期は自分の語学力を上げることと、「外から見た日本」
を
知ることに焦点を当て、異文化理解をテーマとした留学生が多
く集まる授業を取っていました。そして、後期にはより専門的
なことを学ぼうと、メディアに関する授業に絞って受講しまし
た。その中でも、映画や広告などのメディアコンテンツについ
て研究する授業はとても興味深く、それは留学後も研究を続け
ていきたいと思えるものでした。
授業はどれも自分の興味を引くもので、知らなかったことを
知ることができるのは楽しかったのですが、予習復習と期末試
験の勉強はこれまでの大学生活で一番大変でした。授業のコマ
数は留学前に比べて減りましたが、その分課される課題の量が
多く、毎週大量の文献を読んでいました。ただでさえ難しい内
容の講義を英語で理解しなければならなかったので、他の学生
以上に時間をかけて勉強する必要がありました。試験勉強はこ
れまでになく大変でしたが、勉強の甲斐もあり、なんとか全て
の科目で単位を取得することができました。
留学しているのだから勉強を頑張るのは当たり前のことです
が、それなりに肩の力を抜いていろんなことを楽しむことも大
事だと思います。私はサッカー観戦が好きなので、週末はよく
イングランドプレミアリーグを観戦しに行きました。まとまっ
た時間ができたときには、ヨーロッパの国々に留学している金
沢大学の友達や留学中にできた友達のところに遊びに行った
り、一人で旅行したりしました。留学中だからできることはたく
さんあるはずなので、ためらわず色々なことをやってみるべき
です。私は
「勉強が忙しくなるかもしれない」
と思って、初めは
サッカークラブに入りませんでした。しかし、第二セメスターに
なってから、やっぱりサッカーがしたくなって結局入ったので
すが、十分に活動できないまま終わってしまいました。始めか
ら入っていれば、サッカーを通してもっと色々な人と出会えた
のに、と思うと残念です。こんなことにならないように、興味
をもったことにはためらわずやってみることをお勧めします。

た。結果的に、DCUに留学できて本当によかったです。自分の

授業

金沢大学で専攻している教育学や言語学の授業を中心に履修

しました。同じ分野であっても、授業で扱う着眼点が違ったり、
他の文化を持つ人と討論できたりして面白かったです。私には
難しすぎる内容もありましたが、興味がある内容だったので頑
張ることができました。
履修できる授業は、学部改変等により変更になる場合もあり
ます。留学経験者たちの話を参考にしながら、自分でも最新の
情報を得るように努めることをおすすめします。

ヨーロッパ

寮生活
DCUの留学生の半数以上はキッチンとリビングをシェアし、
個室にベッドやトイレ・シャワーがある寮で生活していまし
た。学内の寮は、男女混合の 4 〜 5 人、そのうち 1 〜 4 人のア
イルランド人学生が一緒に生活しています。私の場合は、アイ
ルランド人 2 人
（女）
、スペイン人（男）、アルバニア人（男）と私
の 5 人でした。
同じ寮に住んでいても、ルームメイトとの関わり方は部屋そ
れぞれでした。私は少し特殊だったのかと思います。必ずしも
参考になるとは言えませんが、一つの例として部屋の様子を紹
介します。キッチン用品や卵や牛乳、じゃがいも、ニンジンと
いった自炊する上で常備しておくような食材は基本的にシェア
していました。負担金額に関しては若干の不平等があったとは
思います。また、ゴミ出しや皿洗いに関してストレスを感じる
こともありました。それでも、みんなでワイワイ共同生活がで
きたのでよかったと思っています。
周りの人からも、仲がいい部屋だと言われることがありまし
た。ただし、最初から仲が良かったわけではありません。授業や
睡眠時間以外はリビングで過ごしたり、自炊をするためにキッ
チンにいたりと、積極的に共有スペースで時間を過ごし、会話
の機会を増やすことでだんだん仲良くなりました。
また、週末にアイルランドの友達の実家で過ごしたり、クリ
スマス休暇にヨーロッパの友人宅を転々とホームステイさせて
もらったりと、寮生活だけでは感じられない異文化の生活も体
験することができました。
どのような人たちとルームメイトになるかは、運といっても
よいです。仲がいい人もいれば、一ヶ月以上ルームメイトに会
うことが無いという人もいます。それでも、交友関係を築く場
面は、寮に限らず、教室や課外活動など様々な面で場面であり
ます。友人とはいろいろなことを学び合い、助け合えると思い
ます。これから留学を控えている人は、ぜひ、留学中に素敵な
友人をつくってください。そして、物事に積極的に挑戦してく
ださい。
最後に
留学をどのようなものにするかは、ひとそれぞれです。自分
次第でとても充実した留学にもできるし、そうでない留学にも
してしまえると思います。留学前に、なぜ留学したいのかそこ
で何をしたいのか、目的・目標を明確にする。留学中は、目的
を振り返りながら、チャレンジしていく。そして、留学後は留
学を通して得た経験をこれからの生活につなげていく。留学の
準備を進めている人、留学に行くか迷っている人、もしかする
と留学には興味ないよって人たちみなさんの力になれたら嬉し
いです。実りのある留学にできることを願っています。
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スペイン

バルセロナ自治大学
人間社会学域国際学類

池田

栞

Hola! こんにちは。私は2016年 9 月～2017年 6 月までスペ
インのバルセロナ自治大学に留学しておりました。この報告書
では、スペインに留学した理由、留学前の準備、留学中のこと
について書きました。この報告書が少しでも皆さんのお役に立
てれば幸いです。
スペインを選んだ理由
まず、私が留学先にスペインを選んだ理由は、英語とスペイ
ン語の両方を学びたかったからです。入学当初は英語圏への留
学を考えていましたが、 3 週間のスペインでの語学研修をきっ
かけに、スペイン語を学ぶ楽しさや、スペインという国そのも
のに魅力を感じ、スペイン語も英語と同じように話せるように
なりたい！と思うようになりました。留学希望先を提出するギ
リギリまで、英語圏へ行くかスペインへ行くか迷っていました
が、スペイン語のレベルを上げるには現地で学ぶのが一番、英
語ならどこの国でも学べる、という考えのもと、スペインへ留
学することを決めました。
事前準備
渡航前には、大学への書類の提出、ビザ申請や寮への申請、時
間割作成、語学の勉強等、やらなければいけないことがたくさ
んあります。その中で、私がもっとしておくべきだったと思う
のは、語学の勉強です。大学の語学の授業では、プレイスメント
テストの結果でクラス分けされます。原則として、 1 年間その
クラスで学ぶことになるので、どのレベルのクラスに割り当て
られるかは非常に大事です。もちろん大学での履修登録や、住
民票の作成、様々な手続き等にスペイン語は必要ですし、また、
現地の友人たちとも基本的にはスペイン語で会話します。語彙
力のなさ故に伝えたいことも伝えられず、深い話もできず、悔
しい思いを何度もしました。渡航前は、金沢大学の授業、留学
関係書類の準備、アルバイト等で忙しい毎日を過ごすことにな
ると思いますが、少しでも時間を見つけて伸ばせるところまで
語学力を伸ばしておくことをおすすめします。
留学中
〈学習面〉
現地では、スペイン語の授業、バルセロナのあるカタルー
ニャ地方の文化を学ぶ授業、翻訳
（英→西、日→西）
の授業をメ
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インに取っていました。他にも、他学部の英語での授業を聴講

留学前の準備

で、それだけでは物足りず、大学内にある語学学校に通ったり

け入れが決まってからは、学生ビザをもらうための必要書類を

非常に授業内容が濃く、発言の機会が多かったので、スペイン
語のレベルを上げるのにとても役立ちました。また、バルセロ
ナ自治大学では、留学生であっても、教授に許可をもらえれば
他学部の授業を履修することができます。学部もたくさんある
ので、自学部だけでなく、他学部のシラバスも見てみると興味
のある授業が見つかるかもしれません。
〈生活面〉
留学中は、学部棟から徒歩15分ほどの位置にある寮に住んで
いました。 2 人部屋、 4 人部屋、 5 人部屋の 3 タイプから選ぶ
ことができ、私は 5 人部屋にスペイン人 3 人と中国人 1 人と生
活していました。トイレ・キッチンのみならず、寝室までもが
シェアだったので、家でのプライベートの時間はありませんで
したが、一人で部屋に引きこもってしまって誰とも話さないと
いうこともありませんでした。寮・大学周辺は充実していて、
寮内には、バル・レストランが 2 軒、コンビニのような売店、コ
ピー屋、屋外プール、ビーチバレーができる砂場、サッカーコー
ト、バスケットボールのゴールなどがあり、非常に充実してい
ます。また、徒歩15分圏内に、駅・スーパーがあり、その駅か
ら電車で約30分でバルセロナ市内に出ることができます。市内
は都会なので交通の便も良く、驚くほどに何でもあります。広
さでいうと比較的小さな街ですが、たくさんの魅力がつまった
街です。放課後や休日には友人と市内に出て、観光したり、お
買い物をしたり、ご飯を食べたり、飲みに行ったり、バルセロ
ナの街や、スペイン人らしい暮らしを存分に楽しむことができ
ました。

き行ったりしていました。学生ビザは東京にあるスペイン大使
館で申請するのですが、ビザが下りるまで 2 、 3 か月かかりま
した。もちろん、留学先の国によってビザをもらえるまでの時
間は違うと思いますが、早ければ早いうちに準備し、申請する
ことをお勧めします。また、ヨーロッパの国に留学する人たち
はだいたい 8 月下旬や 9 月頭に渡航します。これが念頭にあれ
ば、このあたりの日程で早めに航空券を買っておくことができ
ると思います。

したり、学部のスペイン語の授業が週に90分× 2 回だったの
しました。別途、お金を払わなくてはいけませんが、少人数で

人間社会学域国際学類

木村

一夫

はじめに
バルセロナと聞くと皆さんは何をイメージしますか？サグラ
ダファミリアやグエル公園、その他ガウディ建築などの観光
のイメージ、あるいは男性であればサッカーのFCバルセロナ、
メッシなどを考えるでしょうか。私も大学でヨーロッパのこと
を学習するまでは前述のイメージしかありませんでした。大学
入学後、スペイン語の授業やヨーロッパの文化の授業でスペイ
ンにおける多文化共存状況を学び、その中でも特にバルセロ
ナ、バルセロナが属するカタルーニャ州の文化や言語に深く興
味を抱き、バルセロナ自治大学に留学しようと思うようになり
ました。そして、私は2016年 9 月から2017年 1 月までの 1 学
期、 5 か月間スペインのバルセロナ自治大学への留学へと至り
ました。

集めたり、寮決めや学生番号の登録など派遣先の大学との手続

バルセロナという土地について
バルセロナは基本的に天気が良く晴れの日が多いので、気分
良く、とても快適に過ごすことができます。前述しているよう
に、バルセロナはガウディ建築の建物や作品が有名ですが、バ
ルセロナの街をただ歩いているだけでお腹がいっぱいになるく
らい、素敵な街並みや建物がたくさんあります。
昨今、ニュースを見ていれば理解している人も多いと思いま
すが、バルセロナがあるカタルーニャ州はスペインからの独立
を考えている人が多いです。それくらい彼らはスペイン人とし
ての意識以上に、カタルーニャ人であるという意識を強く持っ
ています。この傾向はスペインの他地域でも見られますが、カ
タルーニャ州は特にその傾向が強いです。話される言語はカタ
ラン語とスペイン語、街の標識は主にカタラン語です。カタラ
ン語はスペイン語とかなり異なっていて、フランス語やイタリ
ア語に近いです。
留学中
大学キャンパス内にある 5 人部屋の寮で生活していました。
寮は 2 人、4 人、5 人部屋から選べ、人数が増えていくごとに寮
費が安くなります。 5 人部屋はひとつの部屋に共有のリビング
キッチン、トイレ、シャワールームの他に 3 つ部屋があり、 2
人、2 人、1 人という部屋割りです。私は 2 人部屋だったので、
寝る時間など相手の人とお互いに最低限の気配りはしていまし
た。食材の買い物は徒歩で行けるスーパーと隣駅にある大きな
スーパーがあるので、そこで事足ります。また、バルセロナ市
街に行けば醤油や味噌など日本のものが売っている店がいくつ
かあるので、必要になったらそこに行けばいいです。
授業は、留学生向けのスペイン語、カタラン語、その他カタ
ラン語とスペイン語で行われるアジアの地理や文化、政治のこ
となどを学ぶ授業を履修しました。スペイン語の授業は、テス
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ヨーロッパ

おわりに
半年～10か月もの長い時間を費やすので、留学へ行くと決
めるのは大きな決断だと思いますが、少しでも留学したいとい
う気持ちがある人は，是非挑戦してみてほしいです。何事も、
やってみなければ分かりません。やりたい気持ちがあるのに、
やらずに諦めてしまうのは本当にもったいないことだと思いま
す。少しでも留学に興味があったら、情報収集からでもいいの
で、一歩踏み出してみてください。

大学内での派遣留学が決定し、派遣先の大学からの正式な受

トの結果でレベル別に振り分けられます。覚えることよりも実

さに加え生徒の話す速さに圧倒され、まともに議論に参加でき

アのことを学ぶ授業は、初めて学ぶカタラン語ということが

スアワーでした。はじめは気が重かったのですが理解できず、

際に話して伝えることを学びました。カタラン語の授業とアジ
あって、最初はとても苦労しました。そのため、クラスメイト
やルームメイトに何度も助けてもらいました。その他、大学内
の語学学校でカタラン語を勉強しました。語学学校は、スペイ
ン語は有料ですが、カタラン語は無料なので興味があれば受講
をお勧めします。

ヨーロッパ

最後に
私がスペインに興味を持ったのは、サッカーが好きで、好き
なサッカー選手がスペイン人だったことです。留学するならス
ペインと決めていましたが、最初から留学に対するかっこいい
理由を持ち合わせていたわけではありません。自分の興味ある
ことがきっかけとなり、大学の授業を通してだんだんと視野や
考えが広がっていきました。きっかけはなんでもいいと思いま
す。ぜひ、留学をしてください。日本から外に出なければわか
らないこと、自分が外国人の立場になって感じることなどかけ
がえのない経験になると思います。

イギリス

シェフィールド大学
人間社会学域国際学類

関

秋菜

絵画、建築、言語、文学、歴史、食べ物、そして人々。多様
な面で昔からずっと憧れていたヨーロッパ。そのヨーロッパの
中でも特に世界中から優秀な学生が集まり、私の好きな英語で
専門的教育を受けられることから、イギリスのシェフィールド
大学を留学先に選択しました。以下に、留学前・留学中・留学
後に分け、今後留学する方へのアドバイスも含めて私の体験を
報告します。
留学前
イギリス英語に慣れておくと良いです。私は以前からの習慣
で留学前もアメリカ英語中心に聞いていたので、二つの違いも
よく分かっていませんでした。そして、現地に行って初めてそ
の違いに驚かされました。その分感動は大きかったのですが、
授業や会話での聞き取りに苦労するので、事前に慣れておくこ
とをお勧めします。また、現地で交流する中で日本のアニメや
音楽・観光地・政治・日本語などについて質問される機会が
きっとあるので、日本に関して幅広く知識があるとよいです。
私はギリシャ人の友達から「わび・さび」について聞かれ説明に
苦労しました。
留学中
〈学習面〉
留学生はどの学部にも所属しないので、各学部の要求スコア
（IELTSなど）を満たしていれば自由に授業を選択できます。私
は政治学や外国語（ロシア語・ドイツ語）中心に授業をとりまし
た。日本の大学と学習スタイルが異なり、合計授業時間は短い
のですが、自習が多く必要とされます。政治学部の場合、各授業
が毎週講義 1 時間＋議論 1 時間です。生徒数は講義では100～
200人であるのに対し議論では10～20人の少人数編成です。
議論では講義内容をさらに掘り下げる質問をされたり、自習課
題の文献に対する各自の意見を聞かれたりと、生徒一人ひとり
の積極的な参加が求められます。最初は課題文献の多さと難し
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ませんでした。そんな途方に暮れたとき利用したのが、オフィ
どうしようもないので、質問・相談をしに担当教授のオフィス

へ行きました。するととても優しく丁寧に質問に答えてくれた
うえ、授業でも私のためにゆっくり説明してくれたりホワイト
ボードを使ってくれたりと工夫してくれるようになりました。
自分が困っていること・分からないことを恥ずかしがらずに伝
えて本当に良かったです。ですから、学習に行き詰まった時や
エッセイ課題などで質問があるときはオフィスアワーを活用す
ると良いでしょう。
さらに、早めに図書館でお気に入りの場所を見つけて授業の
前後に通うようにするのがおすすめです。図書館は24時間利用
可能なうえ、Silent Roomとオープンスペースに分かれてい
ているので、自分に合った学習場所・スタイルを見つけられる
と思います。私は静かすぎる場所が苦手なのでオープンスペー
スや空いている部屋を利用し、試験期間中や課題期間中は友達
と夜遅くまで図書館で励まし合って勉強しました。
〈生活面〉
辛いことも楽しいことも多い10カ月でした。辛さの一つは
ホームシックです。もちろん個人差はありますが、私は現地で
どんなに仲の良い友達ができても、約一年間実家に帰れないこ
と・日本の家族や友達に会えないことは本当に辛く寂しかった
です。勉強が大変なときや落ち込んだとき、彼らがそばにいた
らなと何度も思いました。しかし、その分、自分にとっての家
族や友達の大切さ・存在の大きさに気づけ、今後は彼らをもっ
と大切にしようと思いました。
そんな苦しさもある反面、イギリス留学ならではの楽しい
体験もたくさんできました。週末には友達とパブに行ったり、
日本では未公開の最新の映画を見に行ったり…。シェフィー
ルド大学に行く方にぜひ活用してほしいのが生協
（Student
Union）
です。生協はとても活発に活動していて、毎週様々なイ
ベントを企画しています。中でも生協バスツアーはとても便利
です。OxfordやCambridge、Bath、Edinburghなどの観光名
所に日帰りで行くことができます。
また、私の留学時はちょうどBrexitが起きて間もない頃でし
た。EU離脱決定後の英国総議会選挙の際の現地の盛り上がり
や人々の参加姿勢を間近で見れたことは政治を学ぶ者としてこ
のうえない機会でした。さらに、チェスターという町でハーフ
マラソンに参加したことも思い出の一つです。開催日がテスト
期間直前だったこともあり、誰も誘わず一人で参加しました。
完走者にはメダルが与えられるので、そのメダルが欲しくて
走ったようなものです。当日はイギリスらしい曇天なうえ日陰
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の多いコースで、とても走りやすかったです。参加者のほとんど

で高い評価を得ている大学であったため、派遣留学を決めた。

験でした。そして完走メダルは一生の記念品です。無事走り切っ

留学前

ように感じられました。日本とはまた違う環境で走れたこと、勉
強とは異なる苦しみを乗り越えることができたことはとても良
い経験でした。留学に行くならぜひ自分にしかできないような
体験・イギリスならではの体験をたくさんしてほしいです。
最後に、留学して一番良かったと思うことは、世界中の人々
と出会えたことです。シェフィールド大学はヨーロッパはもち
ろんアジア・中南米・アフリカなど世界各国から留学生を受け
入れています。その数にも入学オリエンテーション時に圧倒さ
れ ま し た。Japan SocietyやGerman Societyな ど 各 国 の
サークルもあります。留学中は様々な国の言語や食文化・生活
スタイルに触れる機会があり、とても興味深かったです。

Reading, Listening, Writing, Speakingの 4 分野で構成されて
いる国際的な英語能力試験で、派遣留学申請の際は提出が求め
られている。政治学の履修をする際はIELTS7. 0（各セクション
6 . 0 以上）
が求められるが、私は申請時まででIELTS6. 0 、IELTS
UKVI6. 5（Visa申請時に必要なテスト）までしかとることがで
きなかった。結果的には、現地での交渉で政治学を受講するこ
とはできたが、必ず受講できるわけではないためやはり留学前
に必要スコアをマークしていると安心である。
IELTS対策の仕方だが、基本的には教材で練習問題を数多く
こなしていくことが必要である。Readingは同じ問題を何度も
繰り返し問題を解くことで単語や文法を覚えていくことができ
る。そうすることで、単語の知識を定着させることができるう
え、自分なりの長文の読み方を知ることができる。Listening対
策は基本的には問題を何度も解き、集中力やイギリス英語への
慣れ、時間の使い方を学ぶことで得点は上がっていく。しかし、
ListeningとSpeakingは直結しているため、基礎力を付けた後
の応用力は同時につけていけると考える。おすすめの勉強法は
Shadowingである。これはネイティブ話者が発音したすぐ後
に、その文を追いかけるように発音をしていく練習方法である。
これにより英語を耳から理解する力と文章をフレーズで話すこ
とが可能になる。使う教材は内容の興味深さや話すスピードを
考慮してTed Talksがおすすめする。WritingはIELTSの教材で
練習問題を解いた後、模範解答をノートに丸写しし、どのよう
な構成で書いているかを研究することをお勧めする。これによ
り、単語はもとより接続詞やそれを用いた文章校正を学び、ど
の題が課されても対応できる
「型」
を体に染み込ませることがで
きる。結論としては、どのセクションも最初は練習問題を解き、
少しずつ問題の解き方を研究していくことが必要である。

がイギリス人で、何千人ものイギリス人に囲まれる初めての体

てメダルをかけてもらった時、その重みが自分の努力の重みの

このように、イギリスでの留学生活はとても濃く、とてもこ
こには全てを書ききれませんでしたが、少しでも参考になれば
嬉しいです。行けばきっと素晴らしい出会いがあり、留学前に
は考えていなかった道が見えてきたりもするでしょう。

人間社会学域国際学類

類家

宏平

私 は2016年 9 月 か ら2017年 6 月 ま で イ ギ リ ス の シ ェ
フィールド大学に派遣留学していた。この留学生活からなにを
学ぶことができたのかを記すことが、留学に興味のある人、留
学に行くことを迷っている人、そして留学準備中の人の役に立
てば幸いである。

留学中
〈寮と奨学金〉
留学中は学生寮に英国人 3 人、中国・韓国人 1 人ずつ計 6 人
で住んでいた。国籍と考えの違う学生との共同生活で寮を綺麗
に保つには、話し合いとルールの設定は不可欠である。そのた
め、我々はごみ当番を決め、なにか寮内で問題があった時は話
し合うようにしていた。寮は大学へ徒歩10分、図書館へ徒歩 5
分と好立地であった。しかし、そこは学生寮。隣の棟から聞こ
えるギターの音、敷地内でのBBQ、極めつけは夜 3 時のブブゼ
ラなど、日本では味わえない生活であった。私のflatは全員 1

留学目的
私がシェフィールド大学に留学をした目的は、英語を通して
政治・開発学を学ぶためである。留学前は、新興国の経済発
達に興味があり、将来は漠然と新興国の経済発展とそれに伴う
人々の生活水準向上に貢献することを将来の目標にしていた。
この経済開発は国政や国策、国際政治と密接しているため、自分
の将来にとって政治学を勉強することは必須だと考えていた。
また、将来新興国で働くことも視野に入れていたため、英語力
をつけることも在学中に達成しなければと考えていた。その点、
開発学の授業水準が高く、シェフィールド大学は政治学の分野
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ヨーロッパ

留学後
留学して、ネイティブスピーカーと自分の英語力の差を痛感
し自分はまだまだだと実感しました。英語力の急な伸びを実感
することはありませんでしたが、日々学術論文を読んでいたた
め、長文英語を読むことへの抵抗はなくなりました。さらに英
語に比べて日本語の文章がとても簡単に感じられるため、日本
語を読むスピードも上がりました。また、英語を好きである気
持ちは変わらず、今も洋書を読むのを楽しんでいます。
逆に、留学前後で変わったことは、日本に対するイメージで
す。現地で知り合った外国人のほとんどが日本に対してとても
良いイメージを持っていることに驚かされ、私も客観的に見た
日本の魅力・素晴らしさに気がつきました。また、現地で友達に
日本語を教えていく中で、日本語の難しさや面白さにも気がつ
きました。自分は外国語に興味を持って学んでいるのに母国語
の日本語についてはほとんど知らなかったことにショックを受
けました。そして、帰国後、日本語教育副専攻を取得すること
を決め、日本語の文法・構造・教授法などを勉強し始めました。

留学前に私が行った準備は専らIELTS対策である。IELTSとは

年生で、夜中に騒ぐこともままあったが、12時以降は静かにす
るというルールを決めて生活していた。この寮は寮費が非常に
高く日本円で月 7 万 2 千円ほど払っていた。ここに非常に役に
立ったのが奨学金である。

私がもらっていた奨学金は業務スーパージャパンドリーム財

ヨーロッパ

団からのものである。こちらの財団は月15万円×留学期間分
を貸し付けではなく給付していたため、留学費用は奨学金費用
でほとんどカバーすることができた。この財団は留学に行く年
の 2 月に書類提出があるため、留学を目指している学生は積極
的に応募することを強くお勧めする。そのほかにもトビタテ
JAPANや、JASSOの奨学金など、学生の留学を支援する団体
は様々あり、留学はほぼ費用をかけずに行くことができる。そ
のため、興味がある方は積極的に調べることを強く推奨する。
〈授業〉
留学生は自由に授業をとることができたため、留学中は政治
学、開発学、中東アジア研究、都市開発・環境学、フランス語、
そして英語を受講した。シェフィールド大学の授業は講義式の
Lectureとそれを基に行うディスカッション形式のSeminarで
構成されている。それぞれの授業で学生に求められる勉強量
は、Lecture前の予習とSeminarの前に論文を 3 つ以上読むこ
とであった。日本語で読んでも難しい論文を英語で、しかも週
100ページ以上読むことに最初は非常に時間をかけてしまった
が、裏技を発見した。それは全部読まないことである。必要個
所を的確に拾い、それ以外のところは流すように読んでいけば
だいぶ時間は削ることができる。これと同様のことはエッセイ
を書く準備段階で活用することができる。関連する本を読み、
ストラクチャーを練り、自分の意見を補助する。
セミナーでは「何を言ってもネイティブが勝手に調理してく
れる」という、先輩からのありがたい言葉を胸にまずは自信を
もって答えられるところから発言をしていった。
〈交流〉
私は授業もそうではあるが、他の留学生との交流をとても楽
しんだ。前期は、勉強に集中するために遊びの誘いを断って
いたが、後期は留学生との交流を積極的にするようにしてい
た。それは、ただ単に楽しむだけではなく自分に無いものを探
し、自分を成長させる目的があった。本を読んで得られる知識
は確かに重要である。何か判断を下すときの指標にすることが
できるし、既存の知識を応用させて新しいアイディアにたどり
着くことができる。しかし、ここはイギリス。様々な人種や価
値観が混じるこの地で、学生のうちに人生の視野を広げておく
ことは、将来の選択肢の幅を広め、広い視野で物事を捉えるこ
とを可能にするのではないか、そう考えた。いろいろな人生の
捉え方や目標を知ることができ、自分の価値観が今まで以上に
広がったと考える。これからシェフィールド大学に留学予定の
方にお知らせしたいのだが、Western Bankに面するレストラ
ンに足を運んでほしい。お昼に友達とそこに行って、ハンバー
ガーを食べながらビールを飲んでほしい。きっと何か新しい発
見があると思う。
おわりに
この留学を通して、自分の人生の選択肢が大きく広がったよ
うに感じる。政治・開発学、英語、フランス語を学んだことや留
学生との交流は、これから決断を迫られる場面でひとつのもの
さしになってくれると思う。この留学は間違いなく人生で最高
の一年であった。まだ迷っている方、後悔はしないことをお約
束しましょう。これから行く方、本当に本当にうらやましい！
留学をサポートする制度はたくさんあるので、うまく活用して
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くださいね。この文章が何かお役に立てば幸いである。

イギリス

セントラル・ランカシャー大学
人間社会学域国際学類

伊倉

大地

目的の明確化
金沢大学で学んでいた国際情勢、国際関係というよりは国際
ビジネスという分野を学びたいという大まかな目的がありまし
た。また、将来の英語を使って仕事をするうえでアカデミック
というより、ビジネス英語を学びたいという自分の考えもあ
り、International Business Communication というビジネ
スに焦点を置いたこの大学を選択しました。また、就活に当た
り、ダブルディグリーの取得という点で就職活動に有利に働く
のではないかという考えもありました。
英語力の向上
多くの大学である程度の英語能力が必要であるため、IELTS・
TOEFLの早期取得は心理的・金銭的に負担の軽減になります。
ビザ取得に関する情報の収集
志望する大学・国によってビザの規定が異なりそれに付随し
て求められる英語の証明書なども異なります。先送りにせず情
報を集め
（先輩から聞くなどして）
それに沿って英語の資格等も
準備するとスムーズに手続きができると思います。
当校と金沢大学の単位互換制度
当校はマーケティングやマネージングなど国際学類には見ら
れない独特な授業であり、内容が似ていないため専門単位とし
て互換するのは難しいと感じます。
そのため両大学の履修内容の把握が求められますが、無難な
方法としてはその他を残しておきその他として単位互換するこ
とが一番シンプルかつ簡単だと思います。
留学先で知っておくとよい情報
〈授業の履修内容〉
授業はアカデミックというよりは経済学を少し含んだビジネ
ス要素が強いです。他大学と異なる授業体系だと感じました。
コミュニケーションの機会も多く自分の姿勢次第で様々な能力
が向上すると思います。

KANAZAWA UNIVERSITY

〈留学先の地域の治安等〉

ランカシャー大学の地域は田舎であったため治安は良く、目

立った事件などもありませんでしたが、イギリスを含めヨー
ロッパ全域ではテロなどの脅威もあるため注意が必要です。

留学中の苦労
グループディスカッションなどで言語の問題、価値観の違い
でうまく連携が取れない時がありました。納得いかないことも
ありましたが、それでもやり遂げられたことは達成感があった
ので悩まずに可能な範囲でディスカッションに参加することが
大切だと感じました。日常生活では現地人の強いアクセント、
早い英語についていけないことが多々ありましたが、自分のな
かで何回か聞き返すなど基準を決めて会話をしていました。
留学経験を今後どのように生かしていきたいか
ロンドンキャリアフォーラムで出会った企業をきっかけにコ
ンサルティング会社や監査法人に関心が出始め、会計の勉強を
始めました。就職では何かしらの形で英語を生かした仕事に就
きたいと考えていたためUSCPAという資格を取得しようと勉
強を始めました。長期的な試験で実際に役に立つかはわからな
いが 1 年留年し時間があるということも考慮し取得を決意しま
した。自分の中では英語+会計の知識を習得し、そういったス
キルが生かせる仕事に就きたいと現在考えています。また、日
常的には留学生寮に入ることで留学生との交流も行っていこう
と考えています。

と考えます。

カナダ

モントリオール大学
人間社会学域国際学類

阿部愛沙大

モントリオール、志望動機について
私は2016年 9 月から2017年 5 月までの約 9 か月間、ケベッ
クのモントリオール大学に留学しました。モントリオールはト
ロントに次いで、カナダで 2 番目に人口の多い大都市ですが、
とても自然豊かな街でもあります。北米で唯一フランス語が公
用語であるケベック州の中心です。公用語はフランス語だけで
すが、ほとんどの人が英語とフランス語を話せるバイリンガル
都市であり、多様なルーツをもった人々が混在している国際都
市でもあります。私がこのモントリオール大学を選んだ理由
は、 2 つあります。 1 つ目はケベックの多文化共生社会につい
て学ぶため、 2 つ目は仏語、英語の同時習得のためです。
留学前の準備
留学前にしておくべきだと思うことは二つあります。
第一に、日本語、日本文化について深く知ることです。アニ
メ、漫画、日本料理、武道等の人気が高まるにつれて、日本に
興味をもつ外国人がますます増加しています。モントリオール
大学における日本語学習者数は、私が滞在していた2017年に
過去最大になりました。留学中、大勢の人から日本について質
問を受けることは確実です。彼らの問いに答え、日本のことを
伝えるためにも、母語、自文化に精通していることは非常に重
要なことだと思います。
第二に、ケベックのフランス語について少しでも知っておく
ことです。ケベコワと呼ばれるケベックのフランス語は、フラ
ンスで話されているフランス語とは異なる独自のアクセントや
語彙、表現を持っています。何も知らずに行けば、現地の人と
コミュニケーションを取ることはかなり難しいと思います。そ
のような事態を避けるためにも多少なりとも現地の言葉を知っ
たうえで、留学生活を始めることを勧めます。インターネット
を活用すれば、お金をかけずに学習することができます。東京
外国語大学が運営している東外大言語モジュールというサイト
とYouTubeの « QUÉBÉCOIS POUR LES NULS» という動画
がお勧めです。後者はモントリオール大学の先生方が授業で実

後輩へのメッセージ
まずは自分がやりたいことを明確にし、そのために自分が何
をすべきかを考えていくことが大事だと考えます。私の場合は
将来のキャリア形成としてのビジネス英語を少しでも学びたい
と考え留学を決意しました。
留学をしたことで自分が思ってもいなかった進路に進んでい
たり、留学していなかったら得られなかったことが得られたと
感じています。未知の世界に飛び込む、そこで生活していくと
41

北アメリカ

大学で企画されている旅行や合宿
大学で定期的に企画されていた旅行は友達作りには良い機会
だと考えます。当校の学部はヨーロッパを中心に様々な国から
の留学生が多く様々な人と出会うことができました。また合宿
というのは数日間どこかの大学と合同でビジネスの課題を想定
し、解決策をグループで話し合うというものが開催されていま
した。

も挑戦してみたいと考えている人はぜひチャレンジしてほしい

ヨーロッパ

留学中に行うとよい活動
〈ロンドンキャリアフォーラム等の就活関連のイベント〉
グローバルな人材を求めて有名な企業が行っている就活のイ
ベントです。内定のチャンスだけでなくインターンシップの面
接も行っており、実際私は日本の企業からインターンシップの
内定をもらうことができインターンシップを経験することがで
きました。 5 年卒業の人にとってもインターンシップを獲得で
きるチャンスでありぜひ活用してほしいです。私のインターン
シップの場合、内定直結型であるためチャンスがあればそのま
ま内定をもらえる可能性もあります。また、留学中の他の大学
からきている学生と会うチャンスもあり刺激をもらえます。私
はそこで出会った人たちと今でも連絡を取っており、そういう
つながりから今後の就活の情報なども収集できるのではないか
と考えています。

いう点で留学すること自体が貴重なことだと思うので、少しで

際に利用している動画です。

中の人々を魅了する日本文化に誇りをもち、将来は日本につい

留学中に行うとよいと思われる活動

伝えたいと思うようになり、日本語教師を目指すことに決めま

毎週水曜日に19時から21時まで現地の日本語学習者が、企

画・運営している日仏英言語交換会がモントリオール大学の
キャンパス内で行われます。是非この活動に参加して、英仏の
言語能力を高めるだけでなく、現地での人間関係を広げてくだ
さい。また、11月にはボストンでキャリアフォーラムが開か
れます。200社を超える企業が世界中からボストンに集まるそ
うです。フルタイムのポジションはもちろん、インターンシッ
プポジションや企業研究を目的とした方も毎年多く参加してい
ます。モントリオールからボストンまでは比較的近いので、も
し将来、語学力と留学の経験を活かしてグローバル企業で活躍
したいと思っている人は参加した方が良いと思います。
「当日
は面接に相応しい服装でご来場ください。」と注意書きがあるの
で、希望者はスーツの持参を忘れずに持参してください。

北アメリカ

留学中の苦労
秋学期はフランス語の語学学校に通いました。私が配属され
たクラスは約20人で構成されていました。アジア圏の学生は私
一人で、年齢が比較的近い学生は 1 人いましたが、その他の学
生は30歳以上の移民でした。文化的背景が異なること、世代が
違うこと、語学力の低さ等が原因で、当初、クラスに全く馴染
めませんでした。日本の学生に比べてかなり積極的に発言する
他の学生に圧倒され、授業の参加度も低かったです。孤立して
しまったうえに、言語や習慣が全く異なる現地での生活にも慣
れていなかったため、とても孤独で辛かったです。この苦難を
乗り越えるために、語学力を伸ばすことだけでなく、級友のこ
と、あるいは彼らの国や文化について知る努力をしました。そ
れらを知ったうえで、積極的に話しかけて、質問しました。そ
の結果、彼らも私や日本文化に興味を持ってくれました。日本
のマナーについてクラスの前で発表した際には、多くの学生が
高く評価してくれ、その時に初めてクラスの一員として認めら
れた気がしました。当たり前のことのようですが、異文化理解
は、相手の文化を知り、自分の文化も相手に伝え、互いに尊重
し合うことで成立するのだと学びました。
冬学期は現地の学生と共に専門の授業を受けました。講義は
フランス語で、一コマ180分間行われます。 4 か月間集中して
フランス語を学習したとはいえ、講義の内容を半分程しか理解
できず、とても苦労しました。二回の定期テストに加えて、期
末レポート10〜15枚の課題をこなさなくてはならず、途中で
心が折れそうになりました。しかし、理解できないことは授業
後に先生に質問する、TAに毎週質問に行く、復習予習を徹底的
に行うということをしました。その結果受講した二つの専門の
授業で、現地の学生の平均を上回る成績を取ることができまし
た。これらの経験を通じて、問題解決能力、さらなる粘り強さ
が身についたと思います。
将来の目標や進路への影響
先述のとおり、留学中、日本に興味をもつ多くの人に出会い
ました。彼らは好奇心旺盛で、日本語のことはもちろん、日本
文化についてかなり多くの質問を持ち掛けてきました。表面的
な知識しかもたない私は、相手が満足するような答えを与える
ことができませんでした。日本人として甚だ決まりの悪い思い
をすると同時に、日本に興味を持ってくれている人々に対して
申し訳ない気持ちになりました。この経験は自分、母語、自文
化を見つめ直す機会を私に提供してくれました。そして、世界
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て学びたいと思う外国人に、分かりやすく日本語、日本文化を
した。日本を世界に発信していくことで、日本が諸外国とより
友好な関係を築いていくことに少しでも貢献できれば良いとも
思っています。
派遣留学を志す後輩へのメッセージ
私は多様な文化的背景をもつ人々との出会いにより、新しい
価値観を見出すことができたうえに、自己を見つめ直すことが
できました。様々な苦難を乗り越えたことによって、以前より
も自信もつきました。私は留学に行って後悔したという人に
会ったことがありません。もし留学をするか悩んでいる人がい
るのなら、ぜひ勇気を出して挑戦してほしいと思います。

アメリカ

タフツ大学
人間社会学域国際学類

カニンガム瑳紗

私はアメリカ、マサチューセッツ州にあるタフツ大学に一年
間派遣留学しました。
タフツ大学だけでなく、留学を考えている皆様、留学を控え
ている皆様に私の経験を元に正直な報告とアドバイスをしよう
と思います。
環境について
タフツ大学はマサチューセッツ州の中心部のボストンの近辺
に立地しており、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学
がすぐ近くにあります。大学生を中心とする若者が多い街で、
特にお洒落なカフェやレストランが多く見られます。ボストン
はアメリカの中では比較的古い歴史的な街で、国としての基盤
が出来上がった所とも言われています。中心部はそんな歴史的
な街並みや博物館、ツアーなどを求めて多くの観光客が訪れま
す。ボストンはとても美しい街です。留学生として行くなら、
しっかりと観光もしましょう。
アメリカへ留学する方へ
アメリカの大学文化は、日本の大学文化と大きく違います。
バイトとサークルと勉強を両立する日本人学生と違い、アメリ
カの大学は学業が第一です。特にタフツ大学は小規模な難関大
学なので、在学生は皆とても真剣に学業と向き合っています。
そんな環境を体験できるのはとても刺激的でワクワクする体験
です。様々な背景を持つ学生と共に授業を受け、話し合ったり
学んだりするのは貴重な経験です。アメリカは短期留学生は少
ないですが、多くの長期留学生がいるので、自分と同じような
不安を抱えている人も多くいます。気軽に声をかけてみてくだ
さい。
留学する前に知っておこう
〈交通機関の把握〉
どこの都市もそれぞれの公共交通機関があるはずです。留学
に行く前に、どのような交通機関があって、それがいくらくら
いなのか、というのをあらかじめ知っておくと何かしら便利で
す。それと合わせて都心部までどれくらいの時間で行けるの
か、なども分かっておけば、最初の数週間出かける時にドギマ
ギしなくても済みます。
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ボストンから周辺の地域へ地下鉄が広がっているのでタフツ

す。私も最初の数週間は不安でいっぱいで、日本でも大学生な

ら25分くらいのところに最寄りの駅があるDavis Squareがあ

ついたのが
「顔見知り」
がいないことです。金沢大学でも学生み

の学生はこの通称Tをよく活用しています。大学から徒歩20か
ります。ボストンの都市部までは地下鉄で20分程度です。タク

留学の経験、全体像
まず端的に言うと、タフツ大学へ留学して、人生が変わりま
した。逆にタフツ大学に留学していなかったら、自分は今どん
な人になっていたのか想像したくもありません。私の大学生活
にこの留学は欠かせなかった大きなステップでした。
私の留学願書の大まかな部分は、
「タフツ大学でのLGBTQサ
ポート団体から多くを学び、金沢大学にも同等な団体を作りた
い」
と述べていました。正直、留学中はあえて学ぼうとする暇も
なかったのですが、タフツ大学では、学生として生活している
だけで多くのことを学ぶことができます。学校の風潮として、
リベラルで考え方がオープン、様々な人種やジェンダーの背景
を持った人が自分のありたいままに生活している空間です。ほ
とんどの学生も世の中の社会問題についてもとても敏感で、み
んながお互いのフリーダムを支え合って生きているような気が
しました。私も様々な性のあり方、そして、その人生を歩む人
たちと共に生活し多くを教えてもらいました。また、大きなあ
りがたみを感じたのは、競争心が低い学校だということです。
難関校でありながら比較的小規模なので、多くの学生は授業内
で勉強仲間を作ったりして、一緒に勉強したり支え合ったりし
ていました。
一つびっくりしたことは、自然と友達ができるという環境で
はなかったことです。タフツ大学は毎年20人程度の派遣留学
生を迎え入れているそうで、私の時も23人ほどいました。た
だ、オリエンテーションがあったりアイスブレーキングをした
りするのかと思いきや、仲良くなるためのオリエンテーション
はとても少なく、初めはとても戸惑いました。 1 、 2 回しかな
いオリエンテーションで人見知りしてしまったのでとても勿体
なかったです。そこで私は「これじゃダメだ」と思い、すぐにク
ラブに入りました。タフツ大学には多くのクラブがあり、運動
系から文化系、勉強系まで数多くあります。私はその中でも
JCC（Japanese Culture Club）に入りました。JCCでは主に
イベントを企画したり、メンバーで集まってパーティをした
り、とてもワイワイして楽しかったです。JCCに入ったことに
よって、メンバーを通してJCC外の人とも仲良くなることがで
きて、徐々に友達の輪を広げることができました。
未知な環境に急に入り込むのは、やはり誰だって怖いことで

んなが知り合いではありませんが、だいたい毎日
「顔見知り」の

人に囲まれて生活しているはずです。早速、私は人の出入りが
激しいキャンパスセンター（いわゆる大学会館）で毎日勉強す
るようにしました。授業も大人数の授業をいくつか取っていた
ので、あえて教室の真ん中に座るようにし、周りを見渡すよう
にしていました。しばらくするとキャンパス内での居心地も良
くなり、 2 学期に入る頃にはもう正規生だと思い込んでしまっ
ていました。
怖いことも面と向かって戦略を練れば、すぐ自分のものにす
ることができます。留学をするのは誰にとっても大きなステッ
プだと思います。これを期に、自分を信じてなりたい自分にな
りきりましょう。
違う環境で生きる日本人と触れ合う大切さ
留学中一番良かった思い出は、と聞かれると、やっぱりJCC
で出会った人たちとのふれあいの時間だと思います。JCCの
メンバーのほとんどが何かしら日本と血縁関係がある人で、私
と同じような日本で生まれ育ったいわゆるハーフもいれば、幼
い時にアメリカに移住した純日本人、そしてアメリカで生まれ
育った日系の人もいました。そんな彼らと接している毎日は、
思った以上に意味のあるものになりました。日本で生まれ育
ち、アメリカを憧れる人は多くいると思いますが、私も含めみ
んながどうしても日本人、アジア人としてのアイデンティティ
を忘れがちです。
「留学行ったら日本人でくっつくなよ」と言わ
れがちですが、違う土地で出会うからこそ分かち合えるお互い
のありがたみ、そして、日本人やアジア人以外の人と触れ合う
うちに自然と生まれてくる
「日本人としてのプライド」は、絶対
に日本では味わえません。これから留学する方は、自分の立派
な一個人としてのアイデンティティを見直してみてください。
今後
今、私は金沢大学でもLGBTQサポート団体を立ち上げよう
としています。タフツ大学の学生は自らやりたいことをとこと
ん追求し、行動しています。私のタフツ大学での友人も、私の
留学中に美術系の雑誌Currentsを立ち上げました。他にも何人
かで集まって起業したり、NGOを作ったり、自分のすぐ近く
でもそんな熱心な友人がいたので、私もやりたいことは悩まな
いでとりあえず行動に移さなければ、と思いながら帰国しまし
た。成功するかは全く見当もつきませんが、やりたいことは怖
がらずにしないと勿体ないと思えるようになれたのは、自分と
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シー代わりのウーバーやリフトというアプリのライドシェアシ
ステムを活用する生徒もたくさんいます。
〈気候〉
ボストンは金沢と似たような気候で雨や曇りの日が続くこと
が多いです。秋は綺麗に晴れる日も多いですが、午後に急に雨
が降り出すことも少なくありません。ただ、日本と違い、現地の
人、特に大学生は傘を差していませんでした。防水のジャケッ
トやレインジャケットを前もって準備しておくと向こうに行っ
てから戸惑いません。リュックも防水性に富んだものを選びま
しょう。冬も氷点下はもちろん、平均してマイナス15度まで
は下がっていました。でも怖がらなくても大丈夫です！アメリ
カの建物内は暖房が素晴らしく効いているので過ごしやすいで
す。分厚くて暖かいコートを着て、中は長袖 1 枚くらいで日々
生活していました。本格的に冬になるまでは、暖かいジャケッ
トを着て、中に夏服を着ている生活だったので、個人的にはお
洒落もできて楽しかったです。

のにどうしてこんなに慣れないのだろうと悩んでいた時に気が

して大きな進歩だと思います。留学に行く皆様もどうか、挑戦
したいことは怖がらずにしてみてください。思い切ったことを
大胆にできるのも今のうちです！

ニューヨーク州立大学ニューポルツ校
山上

佳歩

北アメリカ

はじめに
「米国に留学したい。異文化に触れたい」。金沢大学の推薦
入試の面接でそう話したら、面接官の一人に「米国じゃないと
駄目なの？」と切り返されました。当時高校生の私は、漠然と
「留学するなら米国」と思っていました。派遣留学の選考に応募
する時には、
「 1 ．将来、英語を必要とする仕事がしたい。 2 ．
卒論のテーマにしたいと考えている東アジアの国際関係につい
て、
『第三国』の視点で考察してみたい。 3 ．英語力の向上」
を動
機としました。そして、留学を終えて思うことは、
「行き先は関
係ない。動機も関係ない。ただ『絶対に留学したい』という気持
ち一つがあれば十分」だということです。
語学力は壁？
留学前の語学力について、悩む人は多いと思います。私もそ
の一人でした。高校生の時、英語が唯一の得意科目でしたが、
国際学類に入ると周りは私よりも上手な人が多く、自信を失い
ました。「私なんかが米国に派遣留学生として行けるのだろう
か」
と不安も覚えました。それでも諦めずにTOEFLやIELTSの勉
強を続け、派遣留学の選考に出せるスコアをとることができま
した。
留学先では秋学期にESL（留学生用の英語科目）を数コマと専
門科目 1 コマを取り、ある程度の英語力を身に付けました。春
学期には、スピーキングやライティングを強化したいと、あえ
て発言機会の多いディスカッション形式やレポート課題の多い
授業を履修しました。全体的に留学生が多い大学だったので、
正規・交換留学生問わず日本人留学生も多く、日本人コミュニ
ティがありました。気が付けば日本語に囲まれてしまいそう
だったので、自分から意識的に日本語を使わないようにしまし
た。
様々な人との出会い
ニューポルツに留学したメリットの一つとして、アジア、
ヨーロッパ、中東など様々な国・地域からの留学生や、多人種
で多様な背景を持つ米国人学生に出会えたことが挙げられま
す。私は、高校生の時から第二外国語として韓国語を学習して
きたので、韓国人留学生と友人になり、韓国語で会話すること
で、米国にいながらも韓国語の練習の機会を得られました。
語学面だけでなく、多様な文化や価値観に触れたことも、私
にとって大きな財産となりました。ESLのクラスメイトだった
サウジアラビア出身でムスリムの友人は、たとえ授業中のディ
スカッションのテーマであったとしても、恋愛については話し
ません。敬虔なイスラム教国家であるサウジアラビアでは、親
が結婚相手を決めるので、「恋愛」という過程はないそうです。
宗教だけでなく、LGBTQ+であることを公にしている学生も多
かったです。
ニューポルツは、様々な背景を持つ人々が互いを尊重しなが
ら共に生きる、温かく理想的な「多文化共生社会」だと思いまし
44

る一員であるのだと実感し、居心地の良い環境でした。
困難を乗り越えた経験

アメリカ

人間社会学域国際学類

た。
「留学生」
であり、
「日本人」
である私も、その社会を構成す

“I don’t understand you.” こ れ は 春 学 期 に 履 修 し た
International Politics of the Asia-Pacificの初回授業後、担当
の教授に質問した時に返ってきた言葉です。
「留学期間の半分
が過ぎたのに、自分の英語はまだまだなんだ…」と痛感し、し
ばらく落ち込みました。しかし、
「念願の留学に来たのだから、
あきらめたくない。教授にいつか認めてもらえるまで頑張って
みよう」と気持ちを切り替えました。主にアジア太平洋地域の
経済や安全保障を扱ったリーディングの課題は、授業前に読み
込むことを心がけました。助けがほしい一心で声を掛けたクラ
スメイトの米国人とは一緒に勉強したり休日に出かけたりする
仲になり、留学生活で一番の友人になりました。単位も無事取
得でき、最後に教授に“Your English has improved.”と声を掛
けられたことは一生忘れられません。
初めての寮生活でも、戸惑うことがありました。ルームメイ
トが週 3 回朝一番の授業があり、午前 7 時にセットした大音量
の目覚ましやルームメイトが支度する音に、授業の始まりが遅
い私まで起きてしまい、イライラしました。しかし、あるとき
「米国の食生活で体重が増えてきたし、私も早く起きて授業に
行く前にジム行こう」と発想を転換しました。毎朝30分運動す
るだけでしたが、頭がスッキリし、一日を長く感じられ、夜も
ぐっすり眠れるなど、一石三鳥の結果を得ました。この経験を
きっかけに、自分にとって不利だと感じることでも、できる限
り肯定的に捉えることができるようになりました。
米国大統領選挙
2016年に留学して良かったと思うことが一つあります。 4
年に一度の大統領選を現地で見届けられたことです。米国の若
者の選挙や政治に対する関心の高さは、日本とは比べ物になり
ませんでした。大学の隣にある公園に、民主党候補選でクリン
トン氏に敗れたバーニー・サンダース氏が応援演説に訪れた
際、会場には高校生の姿もありました。
「選挙権も持っていない
のにどうして来たの？」
と聞いてみると、
「次の選挙の時のため
だよ」
と言われ、感心しました。
また、選挙の経過を観察している中で、米国社会の複雑な現
実を目の当たりにしました。ドミニカ共和国からの
「違法」移民
である母を持つ
友人は、トラン
プ氏が掲げてい
た移民政策が履
行されれば、お
母さんが
「母国」
に送り返されて
しまうのではと
恐怖に感じてい
ると涙ながらに
話してくれまし
た。一方、トラ
ンプ氏を支持し
た白人の友人
は、「経 済 政 策
を重要視してト
ランプ氏を支持
したのに、それ
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だけで差別主義者のレッテルを貼られて困る」と話していまし

が通っていた大学は、都心からバスで 1 時間半程の自然豊かで

社会に潜んでいる問題を様々な角度から深く考えた機会でし

バー、カフェ、24時間営業のスーパーなどは徒歩圏内にある為、
最低限必要なものは問題なく揃います。学内の寮に住み、ミール

国連ビジットプログラム
日本では到底できない経験をしました。留学生対象の大学の
プログラムを通して国際連合本部を訪れたことです。学内選考
に通った私はマンハッタンにある国連本部に行き、 1 + 4 =16
Targeting Poverty and Education for Peace, Youth-led
Briefing（国連
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の
17の目標のうち、項目 1「貧困の撲滅」+項目 4「全ての人への
質の高い教育」の二つが項目16「全ての人に平和と公正をもた
らす」という内容）というユースの会議にオーディエンスとして
参加しました。空港並みのセキュリティを備えた豪華な建物の
中で、貧困撲滅について会議をしたところで問題が解決できる
のか、と懐疑的に思えたのが正直な気持ちでしたが、貴重な経
験でした。

にキャンパス内で生活できます。休日にはニューヨークシティ
へ出かけ、買い物や一流のエンタテイメントを楽しめます。

た。日本にいたならば現実味を感じられなかったであろう米国
た。

人間社会学域国際学類

金山

春香

私は、2015年 8 月から2016年 5 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していました。
留学前
物心ついた頃から海外に強い憧れを抱いていた私にとって、
アメリカ、特にニューヨークへの留学は長年の夢でした。な
ぜなら、ストリートダンスやポピュラー音楽、ミュージカル、
ファッション等、私の関心を引く物事の聖地は全てニューヨー
クだったからです。その上、メディア業界を志していた私に
とって、大手メディア企業の密集地帯であるニューヨークで本
場の知識を学べるのは非常に魅力的でした。
留学先の情報
ニューヨークと聞くと、大都会を想像するかと思いますが、私

プランを利用して学内の食堂で食事をするので、平日は基本的

授業
私はメデイア学、社会学の授業を履修していました。誰もが
言うように、アメリカの授業雰囲気は日本とは全く違います。
生徒は積極的に発言、質問するし、ディスカッションの頻度も
高く、毎授業の予習量も多いです。また、メディアの授業では
実際に取材や動画作成をしたことから、より実践的な技術を習
得できました。どの授業でも、生徒各個人の学びたいという姿
勢が感じられ、意識の高い空気感の中にいたことで、私も積極
的な姿勢で授業に取り組むことができました。
生活面
East West Language Learning Communityという、アジ
アからの留学生とアジアの文化や言語を勉強している現地学生
が同じ寮で生活し、文化交流を目的とするコミュニティーに属
していました。ここには日本での留学経験がある学生や、これ
から日本へ留学に行く学生もいたことから、共通の話題で盛り
上がり、すぐにうちとけられました。課外活動では、留学生と
現地学生による国際交流を目的としたクラブと、趣味であるス
トリートダンスを続けるためにダンスクラブに所属しました。
クラブ活動を通していろんな人に出会い、人脈を広げることが
できました。
留学を終えて
アメリカでの数ヶ月間を経て、いま最も感じるのは、英語力
が上達したとか、専門知識が増えたとかではなく、私の中の価
値観の変化です。日本人ばかりが住む日本という島国で生まれ
育ってきた私にとって、全く異なるバックグラウンドを持つ
人々が共存するアメリカでの暮らしは想像以上に衝撃的なもの
でした。それまでの当たり前が当たり前でない現実に何度も直
面し、今までの自分の世界が如何に小さかったかを思い知らさ
れたと同時に、全く新しい環境に身を置いて、他を知ることは
自分自信を見つめ直すきっかけにもなりました。今までの私
は、何事も他人事だと考えてしまい、常に第三者からの目線で
しか物事を考えられませんでした。しかし、今回の留学を通じ
て、人種、ジェンダー、信仰等の様々な対立を生で目撃したこ
とで、何事にも当事者意識を持って取り組むようになり、以前
よりも物事を深く考えられるようになりました。
最後に
グローバル化が進んだ今日、留学なんてしなくとも英語も専
門知識も日本で学べると考える人もいると思います。しかし、
実際に現地に行かなければ感じられないことが沢山あります。
そして、その経験は必ず私たちの人生をより深みのあるものに
してくれます。是非、派遣留学を利用して机上では学べない貴
重な経験をしてきて下さい。
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おわりに
留学は高い壁だと思っている人、あるいは留学に行きたいけ
れど不安でためらっている人がいるかもしれません。私の経験
から言えることは、「行けば何とかなる」ということです。少し
の勇気を持って、
「留学に行きたい」という意思を忘れなけれ
ば、きっとうまくいくことでしょう。留学を志すみなさんを心
から応援しています。

長閑な地域に位置します。非常に小さい町ですが、レストラン、

アメリカ

UBの特色

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

木下

美穂

私が留学した、ニューヨーク州立大学バッファロー校
（The
State University of New York at Buffalo 以下UB）はアメリ
カのニューヨーク州の北端のバッファローというところにある
大学です。あの有名なナイアガラの滝から車で30分ほどの場所
に位置しており、皆さんが思い描くきらびやかなニューヨーク
シティまでは車で 8 時間ほどかかります。確かに、遊ぶ場所は
少ないかもしれませんが、田舎らしいのどかな空気が流れてい
て人も暖かく、留学にとても適した場所だと感じます。私はUB
で沢山の素敵な人々に出会い、多くのことを学ぶことができま
した。

北アメリカ

留学前の準備
まず、自分がどの国のどの大学に留学したいのかを考えるこ
とが大切です。金沢大学の協定校は世界各地にあるので、そこ
から自分の行きたい大学を選ばなくてはなりません。私はアメ
リカ英語を学びたかったのでアメリカに留学したいと考えてい
たのですが、アメリカのどの大学に行きたいのか最初ははっき
りしていませんでした。正直なところ、
「アメリカだったらどこ
でもいい」と思っていたのですが、様々な大学を調べていくう
ちに各大学の特色が全く異なることに気づきました。学生数が
多い大学では多様な文化圏の人々と出会うことができるでしょ
うし、学生数が少ない大学では暖かい雰囲気の中で学習ができ
るのではないかと思います。また、どのような授業を受けるこ
とができるのかを調べることも重要です。私の場合は、UBのメ
ディア学部の授業の中に”Games, Gender and Society”とい
う科目を見つけたことがUBへの留学を希望する大きな一因に
なりました。アメリカでは、ビデオゲームを社会学的な観点か
ら分析する”Game Studies”という学問分野が発達しており、
その授業ではこの学問を学べるということを知ったのです。私
は、アメリカならではの授業を受けられるUBに魅力を感じ、こ
の大学への留学を希望しました。
このように、
「なぜ留学に行きたいのか」
「なぜその大学に留
学したいのか」といった留学への熱い思い持つことは非常に大
切です。留学に必要な語学試験の勉強や学内の派遣留学選考な
ど、留学に向けて皆さんの前には沢山の壁が立ちはだかるかも
しれません。しかし、自分の中に熱い思いを持っている人はそ
うした困難を必ず乗り越えられます。

UBの特色といえば、何と言っても学生数が三万人以上と非

常に多く、世界中から学生が集まっていることだと思います。
そのため、キャンパスを歩いていると様々な国籍の学生に会え

ますし、授業中も全く異なる考えを持つ学生と議論することが
できます。また、留学生センターの方々が非常に優しく、困った
ことがあればどんな些細なことでも相談に乗ってくれるので、
快適なキャンパスライフをおくることができると思います。大
学内の施設も充実しており、学生が自由に使えるスポーツジム
や24時間開いている図書館、様々なジャンルの料理を提供して
いるフードコートなどが完備されています。
留学中の苦労とそこから学んだこと
私の場合、留学中は苦労したことのほうが多く、特に勉強面
で辛い思いをしました。留学初期の頃は教授の英語が半分ほど
しか聞き取れず、毎回泣きそうになりながら必死に授業を受け
ていました。しかし、授業をボイスレコーダーで録音し授業後
に何度も確認したり、分からない箇所はオフィスアワーを利用
して教授に尋ねに行くうちに語学面での問題は少なくなってい
きました。また、私が取りたいと思った授業は、現地の学生か
ら見てもレベルが高く課題も多かったので授業についていける
か不安でしたが、レベルを下げて興味のない授業を取っても留
学の意味がないと思ったので挑戦することにしました。予想し
ていた通り、授業は本当に大変で毎週500ページほどの論文と
10枚ほどのレポートに追われました。執筆したレポートは、提
出前に教授やTAに添削してもらい現地生に遅れを取らないよ
う必死に努力しました。留学生であることを言い訳にしたくな
かったので、時には睡眠時間を削り限られた時間の中で精一杯
の努力をしました。自分にできることをやりきった結果、全ての
科目でAを取ることができたときは本当に嬉しかったです。私
はこの経験から、どれだけ過酷な環境においても努力によって
乗り越えることができない壁はない、と改めて強く思いました。
異文化理解とは
留学に興味のある皆さんだからこそ、
「異文化理解」という言
葉をよく耳にすることがあるのではないでしょうか。この言葉
をどのように捉えるかは人それぞれだと思いますが、私なりに
「異文化理解」という言葉を解釈すると
「自分と異なる考え方を
する人が沢山いる、ということを理解し受け入れること」だと
思います。留学に行くと様々な文化圏の人に出会い最初は戸惑
うかもしれませんが、一年経つ頃には他人と自分との違いを受
け入れることができるようになっている自分に気付くと思いま
す。このスキルを身につけられることは留学に行く一つの大き
なメリットだと思うので、是非一度、留学を通してどのように
成長したいのか考えてみてください。
最後に
皆さんは、せっかく留学制度の整っている金沢大学に所属し
ているのですから、是非留学にチャレンジしてみて欲しいで
す。留学という大きな経験は、皆さんの大学生活だけではなく
これからの人生において大きな意味を持ってくると思います。
私の留学体験談を読んで下さった皆さんが、留学に対して少し
でも前向きな思いを抱いてくれると嬉しいです。
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五十嵐健斗

どこへ行ったの？？

私 は2016年 8 月 か ら2017年 5 月 ま で、 ア メ リ カ に あ る
ニューヨーク州立大学バッファロー校に留学しました。おぉ！
ニューヨークか！すごい！というイメージを持つかもしれませ
んが、自由の女神などがあるニューヨークシティまでは車で 7
時間くらいかかるので、長期休みなどでしかシティには行けま
せんでした。一番近くて有名なスポットは、ナイアガラの滝で
す。冬はとても寒く、マイナス20℃くらいになるときも多々あ
りました。カナダに近いこともあり、週末にトロントに行って
遊ぶことが多かったです。

留学中に行うとよいと思われる活動
留学中は、Facebookをこまめにチェックして、イベントな
どの情報を得るといいと思います。女子の学生は、アメリカで
はとても人気なのでなにもしなくても遊びに誘われますが、男
子は自分から行動をしないと、友達など簡単に作れないと思
います。私は、日本語チューターやJSA（Japanese Student
Association）というクラブに参加して、日本語や日本の文化を
伝えることに貢献してきました。
留学中の苦労と、それをどのように乗り越えたか
留学中の苦労として、ルームメイトと仲よくなれなかったこ
とがありました。私の大学の寮では、基本的にルームシェアを
強いられたのでルームメイトとよりが合わないとつらい時間を
過ごすことになるようなっていました。文化の違いから、みな
さんもおそらく口論や、不快な思いをすることもあるのでそう

力が必要です。我慢は体に悪いですからね。

留学経験を、これからどのように生かしていこうと考えているか
私は、高校までは富山、大学は石川と、人生のほとんどを北陸

で過ごしてきました。アメリカで、世界からの学生と接したこ
とで自分の常識が世界の常識ではないことを痛感しました。そ
れ以降、人の話をよく聞くようになったり、どんな意見でもま
ずは受け入れたりするようになりました。また、私がバッファ
ロー大学で楽しく、安全に学ぶことができたのは、現地の学生、
先生方が親切に接してくれたからです。彼らが日本に来たとき
はおもてなしをしたいですし、金沢大学に来た留学生のサポー
トにも協力したいと思っています。
就職活動について
留学前は、教員になること以外はあまり考えていませんでし
たが、留学中に就職活動に関するイベントに参加した結果、就
職活動にも興味を持ち、挑戦することになりました。留学中に
行われる就活イベントをチェックしたり、留学後にどのように
就職活動を進めていくかを考えておいたりしたほうがいいと思
います。
派遣留学を志す後輩へのメッセージ
留学で学ぶこと、得ることは一人ひとり違うと思いますが、
何か一つこだわりや目標を持って時間を過ごしたほうがいいと
思います。それによって、語学力や、自分の専門分野の伸びが大
きく変わってくるかと思います。よく、
「留学したら、英語がペ
ラペラになりますか？」
という質問を受けます。答えは、
「No」
です。留学して、そこでも努力を続けないとみなさんが思う「ペ
ラペラ」にはなかなかならないので、頑張ってください。ほか
にも、自分の専門外の新しいことに挑戦してみるというのも面
白いと思います。私は、金沢大学で第二外国語を履修していな
かったので、アメリカで、中国語の授業にチャレンジしてみま
した。その結果、中国の文化、音楽、歴史などにも興味を持つ
ようになり、知見が広がったと思います。とにかく、すべて自
分次第です！！派遣留学は選考があり、簡単には得られる権利で
はないと思いますが、頑張って勝ち取り、有意義な留学生活を
過ごしてください。

アメリカ

ネヴァダ大学リノ校
自然科学研究科

長谷部桂一朗

私は2016年 8 月から2017年 7 月までアメリカのネヴァダ
州立大学リノ校
（以下UNRとします）に派遣留学していました。
留学期間が他の方々と少し異なることに気づいた方もいるかも
しれませんが、その事についても踏まえて、私がアメリカ留学
を通して経験したことを皆さんに共有したいと思います。この
記事がすでに留学を考えている方はもちろん、まだ悩んでいる
方
（特に理系の学生）
の後押しになって頂ければ幸いです。
結論からすると、仮に金銭面も含めてサポートがある状況で
留学しようかどうか悩んでいる方は思い切って留学することを
お勧めします。“やらない後悔よりもやって後悔”というような
言葉をよく聞きますが、留学に関して言えばやって後悔するこ
とはないと思います。少なくとも私はアメリカで過ごした約
11ヶ月が自分の人生において、とてもかけがえのないものであ
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留学前の準備
留学前の準備としてすべきことは主に二つあると思います。
一つ目は、語学力の向上です。現地の大学では、基本的にみなさ
んが金沢大学で受けているような授業を英語で受けることにな
ります。また、現地についてからの手続きもいろいろあるので
そこで会話ができないと、とても困ることは誰でも想像できる
と思います。TOEFL や IELTSなどの勉強に加え、洋画などを見
て、カジュアルな英語も学んでおかないと、友達との会話につ
いていけません。二つ目は、現地の情報を人から得ておくこと
です。ネットでもある程度、情報は得られますが、現地に行っ
た先輩などを見つけて、話を聞くことで、ネットにはない情報
を得られますし、留学そのものへのモチベーション向上にもつ
ながります。

いったときにはため込まずにしっかりと話し合える勇気と語学

ることを確信していますし、休学したために卒業が一年遅れる
ことも後悔していません。

留学の動機とUNRを選んだ理由

北アメリカ

派遣留学することを決意したのは大学 4 年生に上がる直前の
春休みでした。高校生の時に初めて海外に行ったときに、英語
を使ってコミュニケーションができるようになりたいと思い始
めました。しかし、大学入学後も留学に関心はあったものの、
一歩が踏み出せないまま大学三年間が終わってしまいました。
今後卒業研究や修士課程の研究をして普通に学生生活を終える
のかと考えたとき、どうしても学生の間に留学をして、英語力
の向上はもちろん、これまでにない体験をしてみたいという気
持ちが強くなりました。その後、留学を経験した先輩や友達か
ら聞いた話も後押しとなり、 4 年生になる直前という金沢大学
で派遣留学する学生としては少し遅い時期に留学を決心しまし
た。
数ある協定校の中からUNRを選んだ理由は、英語圏である
こと、地球科学（特にMining）が盛んなことから夏学期中に
フィールドワークの授業があること、そしてグランドキャニオ
ン
（協定校の中ではUNRが一番近い）を筆頭に広大な自然を堪
能できると思ったからです。私は金沢大学で地球科学を専攻し
ているため、夏期のフィールドワークに参加することが留学に
おける目標でもありました。留学先の大学を選択する際には、
目標を設定することで留学中でもあまり迷わず行動できるし、
それを達成することで留学してよかったという実感がより湧い
てくると思います。私は理系学生で、学科内に派遣留学を経験
していた人がいなかったため、授業の開講内容などは基本的に
各大学のホームページから情報を集めていました。この作業は
思いのほか時間がかかるので、理系の学生の方で同じ選考に留
学経験者がいない場合はなるべく早く始めておくとよいと思い
ます。さらに、授業だけではなく、大学の施設や雰囲気、大学
周辺の環境を参考にすることも大学選択の上で非常に大切だと
思います。私がUNRを選んだ理由のひとつとして、Truckee
RiverやLake Tahoeなどの自然に恵まれており、一年を通して
晴れの日が多くて過ごしやすいということも挙げられます。
留学中
私は金沢大学では大学院生ですが、UNRでは学部生の授業
を履修していました。理由は語学力上の問題もありましたが、
フィールドワークを含め基礎的な地球科学の知識を英語で学習
したいと思ったからです。学部の授業は大学院の単位に互換す
ることができないので、留学中の単位が欲しい方は気を付けて
ください。私は留学前に学部生の専門科目の授業を一通り履修

していた分、担当教員との交渉により基礎的な授業から発展的
な授業を幅広く履修することができました。

アメリカの大学では一つの授業に関して週に 2 〜 3 回講義を

行う授業が多く、理系の授業は基本的に各授業で講義と実験

（lab）の授業がセットになっています。実験の授業はその週の
講義内容とリンクしつつ、より実践的に学習するというシステ
ムになっており、授業は週に 1 回で講義と実験を独立した授業
として扱う日本のカリキュラムに比べて、より効率的に授業内
容を理解することができます。また、大学図書館は基本的に深
夜12時まで空いているので、日々の学習にも困りません。
フィールドワークの授業は、ネヴァダ州東部を中心に約 5 週
間（ 4 - 5 日間のプロジェクトを 5 回）他州の大学から来た学生
も含めて地質調査を行いました。日本の大学でもフィールド
ワークの授業はありますが、この規模のものは経験できないと
思います。このフィールドワークを通して、通常の授業でも味
わうことができない貴重な経験をすることができました。英語
で自分の意見を主張し理解してもらうことの難しさを改めて実
感し、それでも他の学生と協力してプロジェクトを達成できた
ことが大きな自信につながりました。
その一方、留学生活最後のフィールドワークでアメリカ人学
生の中に日本人一人という環境に身を置いた時に、自分の英語
力がまだ不十分であることに気が付きました。私はアメリカ人
の生徒とも交流をしていましたが、他国から来た留学生と交流
する機会の方が多かったように感じます。様々な国籍の人との
交流は、もちろん英語力の向上につながりますし、日本以外の
世界を見るためには非常に重要で、何より楽しかったです。そ
れに加えてクラブ活動に入るなど、アメリカ人との交流を広げ
ることで、よりネイティブの英語に触れる機会を増やすことが
できなかったことは留学を通しての課題です。これから留学さ
れる方は、英語力の向上も含めて、あまり偏りなく様々な人と
交流するように心がけるとよいと思います。
おわりに
多様な人種、文化、宗教が交錯するアメリカでの生活は、自分
自身や日本を客観的に見直す良い機会となりました。約11ヶ月
にわたる派遣留学を通して、その期間以上に様々な体験をする
ことができました。そのような経験は直接的ではないにしろ、
これからの人生に影響を与えると思います。
今回、私は大学院生にもかかわらず学部生の授業を履修し、
本来秋学期で終了となる留学期間を延長して夏学期の授業を履
修することもでき、派遣留学が柔軟なシステムであることも知
ることができました。皆さんも、国際活動が活発な金沢大学に
いるこのチャンスを活かし、留学を通して日本にはない新たな
体験を自らの五感で感じて欲しいと心から願っています。最後
に、今回の留学を通してサポートして下さった、周囲の方々や
金沢大学留学企画係の皆さま、そして留学を許してくれた家族
に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

人間社会学域人文学類

清水

咲紀

大学 2 年の秋、カナダでの短期留学を終えて帰国した私は悩
んでいました。
「このまま大学を卒業していいのかなあ…」短期
留学中は毎日が刺激的で充実していましたが、それでもやはり
1 ヶ月間は語学力を伸ばすには短く、私の中にどこか物足りな
さが残りました。また、それまでの大学生活で何かに打ち込ん
だわけでもなく、大学の講義を淡々と受け、サークルもアルバ
イトものんびりとしていた自分。
「何か学生のうちにしかでき
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ないことに挑戦してみたい！」そんなことを考えていた時、大

共同生活が長かったこともあり、最初は会話に入りづらく、な

見た瞬間、それまでの心のモヤモヤが消えていき、翌日には留

してくれたのか、彼女たちは気軽に話しかけてくれて、わから

学から届いたのが派遣留学二次募集のお知らせでした。それを
学企画係を訪ねていました。こうしてネヴァダ大学リノ校
（以
下UNR）への派遣留学を目指す日々が始まったのです。

留学中の生活
UNRは総合大学なので様々な学部があり、派遣留学生は自分
の専攻に関わらずほとんどすべてのクラスを受講できます。私
は金沢大学でアメリカ文学をジェンダーや人種問題の観点から
学んでおり、UNRを選んだのもこれらについて学べるGender,
Race, and Identityというプログラムがあったからです。秋学
期前半は、教授が話す英語や白熱するディスカッションについ
ていけず、授業内容をあまり理解できませんでした。さらに毎
回のクラスで膨大な量のリーディング課題が出され、毎日図書
館に閉館時間まで籠って勉強しても最後まで読みきれないこと
があり、何度も悔しい思いをしました。そのため、クラスメイ
トに質問したり、教授のオフィスアワーを利用したりして、理
解不足を補うよう努めました。またUNRにはWriting Center
というエッセイの書き方等を指導してくれる施設があり、試験
前にはよく利用していました。クラスについていくのは大変で
したが、アメリカのあらゆるジェンダーや人種問題について現
地学生の意見を聞きながら学べたのは非常に面白かったです。
留学中はできるだけ安い家賃で、家でも英語を話す環境に身
を置きたいという思いから、大学から徒歩 5 分のInternational
Houseというシェアハウスの 3 人部屋に住んでいました。ハ
ウスメイトたち（アメリカ・スリランカ・中国・台湾）は皆いい
人ばかりでしたが、彼女たちの英語は流暢で、またそれまでの

ないことがあると優しく教えてくれました。そうして徐々に打

ち解けてきて会話も弾むようになり、笑って冗談を言い合える
仲になりました。文化や生活リズムが異なる人と共同生活を送
ることは決して容易ではなく、不快に感じることもありまし
た。それでも、相手のことを尊重しつつ自分の思いを率直に伝
え合ったことで互いへの理解が深まり、絆も強くなったと思い
ます。留学中辛くて悩んだときを乗り越えられたのは、親身に
なって相談に乗ってくれたハウスメイトの存在が大きいです。
UNRには様々なクラブがありますが、私はInternational
ClubとJapanese Talk-Talkというクラブに参加していまし
た。International ClubではUNRの様々な国から来た留学生が
毎週集まって、一緒にゲームを楽しみながら交流したり、All
Nations Nightという世界の国の料理が楽しめるイベントの計
画・設営に携わったりしました。Fund-raising eventでクッ
キーを販売したり、フリーハグをしたりしたこともいい思い出
です。
週末や長期休暇には、旅行やアメリカならではの体験をたく
さんしました。リノ中心部から車で 1 時間ほどのところにはレ
イクタホという湖があります。山の雪解け水で形成された湖は
透明度が高く、その景観は思わず息を飲むほど壮大で美しいで
す。夏は大きな岩から湖へ飛び込み、冬になると山の上から湖
を眺めながらスキーを楽しみました。また、私はアメリカ人の
家族と交流するプログラムに参加し、サンクスギビングデーや
クリスマス、イースターを祝い、日曜には教会にも行きました。
留学中は周りに熱心なキリスト教徒が多い環境にいたため、彼
らの価値観の違いを考えさせられる機会が度々ありました。ア
メリカ文学を読む際、キリスト教の知識・理解が必要なことも
あるので、私にとって貴重な経験となりました。
留学を終えて
帰国して家族や友人によく聞かれたのは
「留学してよかっ
た？」
ということです。その答えは間違いなくイエスですが、具
体的に何がよかったのか、私は情けないことに、相手が納得で
きる答えを即座に言うことができませんでした。もともと人と
比べがちで、留学中にも
「自分だけ何も成長できていないので
はないか」と何度も悩んでいたこともあり、聞かれた当時は成
長している実感がなかったからだと思います。
そこで、この報告書を書くにあたってもう一度今までを振り
返ってみると、例えば帰国後の教育実習では実習先の先生に英
語を褒めて頂き、自分でも留学前より言いたいことを英語です
ぐに言い表せていたことを思い出しました。また、留学を通じ
て国際交流にさらに意欲的になり、現在は先魁でレジデントア
ドバイザー、そして留学生のチューターも務めています。冒頭
に書いた通り、留学前まで何となく大学生活を送っていた私で
すが、この留学によって語学力が上がったことに加え、残りの
大学生活を
「語学力を活かして留学生をサポートしたい」といっ
た目的意識を持って過ごせるようになりました。さらに、留学
中の様々な経験は私の興味関心を広げ、卒論や卒業後の進路の
選択において私に大きな影響を与えています。
留学によって得られるものは人それぞれですが、それは必ず
あなたを大きく成長させてくれるはずです。より多くの金大生
が派遣留学に興味を持ってくれると嬉しいです。
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留学準備
私が派遣留学を決意したのは11月上旬。既に学内選考の一
次募集は終わっており、さらに、当時私は英語の語学スコア
を持っていなかったので、二次募集までに受けられる 1 回の
IELTSに向けて必死に勉強しました。何とか学内選考に応募で
きる最低限のスコアは獲得できましたが、選考書類提出後も
UNRの要求スコアに到達するまでかなりの頻度でIELTSを受験
していました。私の場合、第二志望はヨーロッパの大学だった
こともありIELTSにしましたが、UNRはTOEFLの方が要求スコ
アに到達しやすいと思います。どちらがやりやすいかは人それ
ぞれなので、最初はTOEFLとIELTSの両方の問題を見ておいた
方がいいかもしれません。どちらの試験も 1 回の受験料は非常
に高額なので、留学すると決めたらできるだけ早く試験勉強を
始め、計画的に受験しましょう。

かなか馴染めなかったので正直辛かったです。そんな私を心配
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