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中　国
北京師範大学

人間社会学域国際学類　吉本　真子
 
　生きる力を得たい!強くなりたい!この思いを胸に抱き，約一
年前北京へ飛び立った。私が留学に行った時期は，ちょうど様々
な問題が中国で発生した時期であった。反日感情の高まり，大気
汚染の深刻化，鳥インフルエンザの発生。時には危険を避けるた
め自分を韓国人であると偽り，日本人としてのアイデンティティ
を初めて実感し，そして外から日本という国を考えた。嫌な思い
もした。しかし，政府の間で対立はしていても，そこで得た多く
の友人は私が日本人であるからと言って差別はしなかった。日本
人の考えと，中国人の歴史認識には大きな隔たりがあり，それを
解決するのはとても難しい。しかし交流なしにはお互いを理解す
ることは出来ない。
　留学中に起こった出来事は決して楽なことばかりではなかっ
た。しかし不思議なことに振り返ってみると，ただただ楽しかっ
た!という思いがある。それは自分の好きなことに没頭できたか
ら。思う存分勉強できたから。そして全く知らない人たちの中で，
日々新しいことに出会えたから。
　留学とは自分を成長させる大きなきっかけである。留学中何度
も感じたのは，自分がどう行動するかによって留学生活が大きく
変わってくる，ということだ。勇気を出し積極的に行動したこと
で得たものはとても大きい。どこに留学するかということも，も
ちろん大切だが自分がそこで何をするかということが，いかに大
事であるかを感じた。
　以下に留学を志す皆さんへのアドバイスを記しておく。
留学前
　ビザの手続きや健康診断の提出，寮の予約，保険の加入，空港券
の手配，など留学前にはやるべきことが意外と多い。
直前になって慌てないよう早めの準備をお勧めする。実際に寮の予
約が遅れて希望の寮に住めなかったりする場合もあるので注意が必
要。（実際私がネット上で予約した寮は大人気で，₃ 秒もせずに予
約が終了した。）
留学中
　入学後すぐに試験が行われ，その結果をもとにレベル別にクラス
に配属される。レベルにもよるが ₁ クラス約2₀人程度で行われる
留学生だけのクラスである。₁ 日 4 時間程度の授業で時間は短いの
だが，北京師範大学の先生は発音に厳しく，宿題も多いのでしっか
り語学を勉強したい人にはふさわしいだろう。また，選択授業も受
けられる（通常有料だが，交換留学生の場合先生に言えば無料で受
けられる）。
　普段は留学生クラスのため，留学生同士で行動を共にすることが
多く，生の中国語を聞く機会が少ない。中国語を伸ばしたいのであ
れば，自分から積極的に中国人の友人を作ることをお勧めする。

（留学中にして良かったこと）　
　春節に 2 週間，中国人の友人の家や親戚宅（遼寧省）に泊まらせて
もらったこと。日本とは異なる環境での生活を共にし，中国文化を
学び，そして一生付き合える友人を得た。
　中国人のソフトボールサークルに所属したこと。初めは意思の疎
通すら難しかったが，毎回練習に参加することで仲間と認められ，
練習以外にもみんなで誕生日を祝ったり，カラオケに行ったりして，
学校では学べないようなことを多く学べた。
　友人と自分たちで手配をして旅行し，少数民族の村を訪れたこと。
現地では旅行中の中国人と共に行動したり，現地の方と仲良くなり
ご飯をごちそうしてもらったりしたこともある。一期一会の出会い
にあふれ，同じ中国という国でも地域によって全く異なる文化があ
ることを感じた。

　学外での繋がりを得たこと。社会人女性に空港で助けてもらい，
お礼のメールがきっかけで仲良くなり，学生以外の友人を初めて得
た。彼女とは食事や観光するにつれ仲が深まり，帰国前には一週間，
彼女の家でお世話になった。中国人の情は厚く本当に驚かされるこ
とばかりで，中国式の友情を改めて感じさせてくれた。
　日本語を話せる環境をなくし（日本人とあまり関わらないように
した），外国人と共に行動するようにしたこと。今思えば少し極端
だったと思うが，本当に徹底してよかったと思う。何よりも，心か
ら通じ合える外国の友人が出来たし，諸外国の様々なことを知る良
い機会となった。
　このように，私の留学生活はまさに人との出会いにあふれ，いか
に人情が大切か教えてくれた。そして，待っているだけでは何も起
こらず，自分からアプローチすることが大切かを身に持って感じた。
最後に
　私にとっての留学は想像以上の収穫であった。もし留学に行く機
会に恵まれたのであれば，それに感謝し，思う存分勉強し，交流を
深め，楽しんでほしい!

人間社会学域人文学類　篠原　　暁
 　
　私は2₀₁2年 2 月から2₀₁₃年 ₁ 月までの約₁₁ ヶ月間，北京師範大
学に留学していました。
　はじめに少し北京師範大学のことを説明すると，この大学は，創
立₁₀₀年を超え，北京の四大大学に数えられるほどの由緒正しい学
校で，2₀₁₀年ノーベル平和賞受賞者の劉暁波，2₀₁2年のノーベル
文学賞受賞者の莫言を輩出しています。
　留学の目的についてですが，私は人文学類の中国語学中国文学
コースに所属していて，留学前から，語学について卒業論文を書く
つもりでいました。そのためには中国語を話すことができるという
ことは必須だと感じたのですが，大学の授業だけではなかなか自分
の中国語能力が進歩していると思えず，焦りを感じました。そのた
め，中国本地に赴き，みっちりと中国語を叩き込みたいと思い，留
学を決めました。北京師範大学を選んだのは，金沢大学の中国語学
中国文学コースと北京師範大学のつながりが強く，金沢大学にも北
京師範大学からの留学生がたくさん来ていたからです。日本にいる
頃に知り合った中国人学生の方が北京にいたため，自分の生活面で
も学習面でも助けになっていただけるのではないかと考えて北京師
範大学を選びました。結果，助けてもらいつつ私も中国人学生の方
の卒業論文に協力するなど，持ちつ持たれつといった感じで過ごし
ていました。
　中国留学に行く日本人学生は，₉ 月から留学をする人が多いので
すが，私は金沢大学を 4 年間で卒業したかったため，2 月からとい
う普通より半期早い時期から，休学せずに留学することにしました。
₁₁月頃に学内の留学選考をパスして，そこから 2 ～ ₃ ヶ月の間で
パスポート取得，ビザの申請，健康診断，引越しなどの手続きをし
たので，スケジュール的にはかなりぎゅうぎゅうになってしまいま
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した。何回も留学生係に連絡を取らせていただき，とてもお世話に
なりました。しかし，学類長に提出しなければいけない「留学願」と
いう書類を提出し忘れていたことを，北京についてから気づきまし
た。後日，友人の助けもあり，これはなんとか解決しました。
　金沢大学内の選考の際に，留学目的をレポートにまとめ，日本語
版と中国語版の両方を提出しなければいけなかったのですが，それ
は研究室の先生，中国人留学生の方に手伝っていただき，作成しま
した。
　留学生に対して相手の学校側が語学能力を求めるということはあ
りませんでしたが，現地についてからの登録作業などを円滑にする
ためにも最低限の語学力は必要だと思います。私の場合，同じ時期
に同校に留学する先輩がいたため，その方に随分助けて頂きました。
しかし，そのような手続きも，本来なら自分でできなければいけな
かったことです。今思い返すと，自分の準備不足を悔やむばかりです。
　実は私にとって，この留学が初めての海外経験で，外国の方と触
れ合う機会は留学するまでほとんど無かったので，留学中は毎日が
新鮮に感じられました。
　新聞を読んでクラスのみんなと討論するという授業があったので
すが，まだお互いに拙い中国語ながら，身振り手振りや，たまに英
語を挟んで，なんとか伝えよう，理解しようと努力し，紙に書いた
り先生に聞いたりしてやっと，そうだったのか，とみんなで一緒に
理解する。その過程が，とても楽しく感じました。
　また，オーストラリア人の友達と 4 泊 ₅ 日の上海ツアー参加して，
飛行機に乗り遅れてあたふたしたり，ツアー中にぼったくられて一
緒に憤ったりしたのも良い思い出です。
　北京師範大学には日本人留学生の数が多いため，「日本人とばか
り接触しては留学の意味がない」とこの大学を敬遠してしまう人も
多いですが，結局そこは自分の心がけ次第だと思います。個人的に
は，北京師範大学の中国語教育は素晴らしいと思いましたし，北京
の街は，交通網がどんどん発展するなど，現代化が進む一方で，数
多くの名所古跡があり，新古が混ざりあったとても面白い街だと感
じました。ぜひ，留学は北京に来てほしいと思います。
　最近は，尖閣諸島問題，大気汚染など，中国に関する報道を見る
限りでは，あまりいい印象をもてない，という人が多いでしょう。
それはしかたのないことかもしれません。
　しかし，ちょっと弁護をさせてもらうと，私が留学していた当時
にも，北京で反日デモはありました。しかし，大学周辺ではデモ行
為は無かったですし，学校側も日本人留学生に対して配慮してくれ
ていました。もちろん，日本語で大きな声で話すことは控える，など，
気をつけて生活するようにしていましたが，私は特に被害を受けた
ことはありませんでした。周りの中国人も，デモ行為に対して批判
的な人が多く，決してあのデモ行為が中国人の総意ではないようで
した。また，大気汚染については，現地にいる方々は，マスクをい
くつもつけたり，部屋に空気清浄機を入れたりして防いでいるそう
です。Facebookなどで北京にいる友人たちの写真をみると，みん
な元気にやっているようです。

　実際に中国に行っていた立場としては，過剰に不安視して中国へ
の留学をためらうのはもったいないことだと思います。しかし，無
責任に，大丈夫だから行ってきなよ，と軽々しく言うこともできま
せん。中国への留学を考えている方は，留学経験者の方の話などを
よく聞いて，プラスの面，マイナスの面をいろいろと考えた上で，
留学するかどうかの答えを出してくれたら，と思います。最終的に
行くことになろうがなるまいが，留学について悩むことも必ず自分
の成長につながります。
　私は，留学を通して，中国のことだけでなく，他の国々のことに
も目を向ける機会を得ることができ，それまでの自分が持っていた
小さい世界をこじ開け，広げられているような感覚を受けました。
この経験を，大学生のうちにできたことは，とても幸運なことだっ
たと感じています。この機会を与えてくださったみなさん，支えて
くださったみなさんに，感謝しています。本当にありがとうござい
ました。

中　国
北京語言大学

人間社会学域国際学類　倉指　幸恵
 
　私は平成24年 ₉ 月から ₁ 年間，中国の北京語言大学へ留学させ
ていただきました。今後中国への留学を考えている方にとって，少
しでも参考になればと思い書かせていただきます。
留学前
　私は小さい時から，いつか海外留学し，日本とは違った文化や社
会のなかで生活してみたいと思っていました。金沢大学を選んだの
も派遣留学制度があったからです。様々な派遣留学の提携校の中か
ら北京語言大学への留学を決意した主な理由は，大学から中国語の
学習を始め中国に興味を持ったことと，派遣留学先の大学のなかで
唯一の言語の専門大学だったからです。
　留学決定後の準備は，私が想像していたよりも簡単だったように
思います。ただ，健康診断，VISAの取得，海外保険，航空券など，
とてもお金がかかります。そのため，留学前は毎日のようにアルバ
イトをしていました。中国語のレベルについてですが，出発直前の
私は中国語の勉強をあまりしておらず，あいさつ程度しか話せませ
んでした。
留学中
　まず，もちろんですが北京に到着してからは会話がすべて中国語
になります。北京ではほとんど英語は通じません。私は，日本のよ
うに簡単な英語なら通じるだろう，と思っていたので，空港から大
学へ行くタクシーで大変な目にあいました。大学到着後の入寮手続
きや入学手続きもすべて中国語です。寮は基本的に留学生専用のと
ころに入ることになると思うので，多少英語も通じるのですが，最
初の入学手続きや買い物などは，誰か現地の生活に慣れた，中国語
の話せる日本人を見つけて助けてもらうことをお勧めします。北京
語言大学には比較的多くの日本人が在籍しているため，すぐに見つ
けられると思います。
　クラスはレベル別に編成されます。中国人学生とは同じ授業はと
れませんが，クラスには日本では出会えないような様々な国からの
留学生がいて，良い経験になりました。₁ 年次の授業はすべて言語
の授業で，文化や経済などの授業はHSK₅ 級以上を取得していない
と取れません。先に，私はあまり中国語が話せない状態で留学した
と書いたのですが，₁ 年間で言語以外のことを学びたいのであれば，
出発前にしっかり中国語を勉強し，ぜひHSK₅ 級に合格してくださ
い。
　2 か月くらいたつと中国語の環境にも慣れてきて，中国人学生と
の相互学習を始めました。彼は大学で中国語教育を専門としている
研究生で，教え方が非常に上手だったので，授業を受ける以上に理



● 4

解できたし，同年代ということもあり，いつも楽しく勉強すること
ができました。中国語と日本語でお互いの文化の違いや，最近見た
映画，日常のことなど，ただおしゃべりしていることがほとんどで
したが，相互学習は非常に良い勉強になりました。
　休日や長期休暇には様々な場所に足を延ばしました。土日などの
休日には，北京市内のあちこちを見て回り，冬休みには雲南省など
南方を旅行しました。留学中は，時間を見つけて，できるだけ多く
の場所を訪れるべきだと思います。中国はとても大きな国で，様々
な文化や民族が共存しています。私自身，現地で様々な人々や文
化に出会うことで，それまで持っていた中国に対するイメージが変
わったり，知らなかった中国の一面を知ることができました。また，
旅行中も中国語能力を向上させる良い機会です。私は毎回一人で旅
行に出かけていたので，準備から旅行中のことまで全て自分で，中
国語を使いながら何とかしなくてはなりませんでした。さらに南方
に旅行に行った時は，現地では方言が強く，相手が何を言っている
のか全く分からないこともたくさんありました。しかし，何とかし
なくてはと強く思うからか，適応力があるからなのか，旅行先では
不思議なくらい早いスピードで中国語が向上しました。
留学を終えて
　₁ 年間は長いようで，本当にあっという間に過ぎてしまいます。
特に留学していた ₁ 年間は，今までで一番あっという間だったよう
に感じます。正直，留学生活の最初の 2 か月は，現地での生活に慣
れず，辛くて，₁ 年間も耐えられるのか…などと考えたりしました。
それでも，食べ物や環境に慣れて友達もできてくると，時間はあっ
という間に過ぎて行ってしまいました。私は自分の留学生活を振り
返って，まだまだやり残したことがたくさんあると思っています。
だからこそ，これから留学を考えている皆さんには，留学中にやり
たい事や目標をしっかりと持って，留学生活をスタートさせて欲し
いです。
　もし今，留学を悩んでいる方がいらっしゃるのなら，ぜひ思い切っ
て挑戦していただきたいです。留学生活の中で勉強だけではなく，
現地の人々の生活，言葉，文化に触れ，自分もその環境に入り込ん
でいくという経験はなかなかできるものではありません。きっと自
分にとっての財産となります。
　最後に，このような留学の機会やアドバイスを下さった先生方，
応援してくれた友達，支えて下さった皆様に感謝申し上げます。本
当にありがとうございました。

理工学域電子情報学類　藤田　泰弘
 　
　私の約半年間の中国・北京語言大学留学に基づいて，中国（北京）
留学を考えている人へ向けて書きます。
＜留学前準備＞
　留学前準備として必要なことはほとんどありません。中国語の勉
強をすること，大学から提出を求められた書類を出すこと，VISA
の申請に大使館まで行くこと，中国旅行のガイドブックを買うこと・
海外旅行保険に加入すること，これだけです。あとは，渡航後にお
金さえあればどうにかなります。
＜渡航直後＞
　渡航直後が中国留学最大の難関と言っても過言ではありません。
大学職員がわざわざ迎えに来てくれることはありませんし，チュー
ターなんて親切なシステムはありません。すべて自分で行動しなけ
ればなりません。空港へつくとすぐにタクシーに乗車して指定の寮
まで行ってください。「語言大学」といえば間違いなく通じます。「北
京語言大学」というと他の大学と混同する可能性があるので北京を
付けないほうがいいです。寮は24時間受付可能です。
　その後は様々な手続きがありますが，一人で行うのは困難です。
僕は一緒に手続きした人がマルチリンガルだったのでどうにか無事
に行えましたが，周りは中国人親族・友人，通訳など誰か慣れた人
を連れてきている場合が多いように感じました。その出会ったマル

チリンガルの人も親族と一緒に来ていました。
＜金銭面＞
　交換レートが良いのは日本円orトラベルチェックを持ち込んで中
国の銀行で両替するのが最も良いように感じました。大学での手続
きと並行して両替・口座開設をすることになると思います。寮費は
半期一括現金での支払いが求められるのである程度の現金を用意し
て渡航してください。日本からの送金をするのも良いですがまとめ
て持ち込んで銀行に入金する方が楽に感じます。
＜住居＞
　語言大学には多くの寮がありますが，おそらく寮の「₁₇楼」もしく
は「会議中心」と呼ばれる学内ホテルに住むことになると思います。
₁₇楼の一人部屋は私の入居と同時期にかなりの数を二人部屋へ改装
していたのでコネがない限り，一人部屋へは入居は不可能だと思わ
れます。どこを選んでも構いませんが二人部屋へ入居する場合は相
手の体臭・タバコ・深夜のスカイプ・いびき・相手の友人・冷蔵庫
のキムチ臭等，様々な問題が出てきます。その場合相手と交渉する
か部屋を変わるかのどちらかですが，入居から数週間で部屋が全て
埋まり変更することは困難になります。渡航後に二人部屋が嫌で一
人部屋に変わりたい場合は自力で学校外に見つけるしかなく高額で
す。また，大学が斡旋してくれる寮で中国人と同室になることはで
きません。
＜語学＞
　語学力を伸ばす方法はいろいろありますが上達のスピードが速い
ものから順番に，「中国人の恋人を作る＞友人を作る≧相互学習＝
塾に通う＞授業だけ出る」だと思います。相互学習の相手は掲示板
で見つけたり，先生から紹介されたりすることもありますが，日本
人に紹介してもらうのが良いと思います。長期間住んでいる人は大
抵相互学習しているので，その人の相手の友人を比較的簡単に紹介
してもらえます。また，中国人大学生はたいてい英語レベルも高い
です。学内には外国人が多いので英語で会話する機会も多いと思い
ます。最初は何を言っているのか理解できないと思いますが，数ヶ
月で耳が慣れてくると思います。
＜環境＞
　ニュースのとおり，大気の状態は悪く，臭いのする視界不良のス
モッグが漂うことがままあります。夏は日本より暑いですし，冬は
日本より寒い上に乾燥するので男女問わずローション，クリームを
塗る必要があります。
＜反日＞
　中国人が反日かどうかは，地域依存性が高い問題です。大学と大
学外，また都市によって度合いが異なります。よほど特殊な地域に
行かない限り安全です。
＜食＞
　食事を安く済ませようと思えば₁₀₀円程度で食べられます。基本
的に油の多い炒めものが多いですが，学内にも日本食，カフェ，レ
ストランなど中国料理以外も充実しているので食に関して困ること
はありません。生野菜・果物を食べても腹を壊すことはありません
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が，生卵だけは口にしないでください。
＜交通＞
　北京市内は 2 元の統一料金の地下鉄が走っています。また，北京
市内であればタクシーに乗っても₁₀₀₀円かからずに移動できます。
＜医療＞
　学内にも日本人医師のいる病院はありますが，私は「インターナ
ショナルSOSクリニック」を利用していました。名前から分かる通
り外国人医師がほとんどで日本人医師もいます。設備・薬剤も国際
水準で整っています。海外旅行保険に入っていればサインのみで支
払いは終わりですし，往復交通費ももらえます。どこの病院であっ
ても，電話で前もって来院時間を伝え，日本人医師を指名するのが
良いと思います。
　主要項目は上記の通りです。留学するにあたって様々な疑問点が
出てくると思いますが経験者に聞くかインターネットで調べれば大
抵の情報は手に入ります。留学した経験はその人の財産になるので，
迷っているならば留学することを進めます。現地では，中国人・欧
米人と密度の高い時間を過ごせますし，現地に住んでいる特殊な経
歴の日本人との交流もあります。不安に思うことの多くは杞憂に終
わりますので，過度の心配は不要です。
アドバイス
　留学生活はあっという間に過ぎるので目標を持って過ごしてくだ
さい。それが語学学習でもいいですし，旅行でも，現地に住む人と
の交流でも構いません。期間が限られているので後悔することのな
いよう，他人に流されることなく過ごしてください。
最後に…
　留学しかも中国語圏となると様々な不安があると思いますが，自
分から何かをしようという意志さえあれば楽しい留学生活をおくれ
ます。

中　国
大連大学

人間社会学域人文学類　中田　春菜
 
　私は2₀₁2年 ₉ 月から2₀₁₃年 ₁ 月まで，大連大学に留学しました。
　金沢大学から大連大学へ留学したのは私が初めてのようなので，
留学前の準備など中国留学一般のことは他の方が書いてくださると
期待して，私は大連大学の特徴を紹介させていただきたいと思います。
　大連大学の大きな特徴の一つは，北京語言大学や北京師範大学な
ど，金沢大学から多くの方が留学している大学に比べ，受け入れて
いる留学生の規模が小さいことでしょう。私が留学した大連大学の
国際文化交流学院における日本人留学生は私を含めて₁₀人だけで
すし，留学生全体の人数もこれらの大学と比べるとずっと少ないで
す。また，これらの大学は世界各国から留学生が集まっていますが，
大連大学は留学生の大半を韓国人が占め，韓国人，モンゴル人，ロ

シア人，日本人で留学生のほとんどを占めてしまいます。
　留学生の数が少ないことには，メリットもデメリットもあるので，
それぞれを紹介したいと思います。
〈メリット〉
・授業における学生の数が少ない。
　例えば私が主に出ていた授業における学生の数は ₅ 人でした。こ
れは学生が2₀人いる授業と比べれば，単純に考えても発言回数が 4
倍になります。どちらかというと発言を控えがちな日本人留学生に
とって，これは重要なポイントだと思います。また，₅ 人ともなれば，
先生は確実にすべての学生に目が届くので，それぞれの学生にしっ
かり指導してくれます。学生同士も「この ₅ 人で半年間がんばるぞ!」
という感じで授業の雰囲気も良かったです。もちろん，その分予習
をしっかりして授業に臨まないといけませんが，中国語を学ぶため
に留学しているはずなので，そこは頑張りましょう。
・留学生同士の交流が密
　人数が少ない分，濃い付き合いができると思います。日本人留学
生仲間で助け合う雰囲気ができていたので，留学当初の手続きなど
では「先輩」にとてもお世話になりました。また，韓国人留学生とも
かなり交流があり，日本人と韓国人で誕生日パーティや新年会をし
ました。かといって，四六時中べったりということではなく，自分
の時間をしっかり取ることもできます。
・留学生寮の部屋に余裕がある。
　大規模な大学の場合，留学生寮の部屋がすぐにいっぱいになるた
め，留学前から予約しなければならない上，必ず二人部屋であるこ
とが多いようです。しかし大連大学の場合は，寮の部屋に余裕があ
るため，現地に着いたときに空いている部屋に入るだけですし，個
室ももらえます。個室のメリットとしては，プライバシーを守るこ
とができる，部屋を広々と使うことができる，などがありますが，
私としては気兼ねせずに教科書の音読練習ができたことが大きかっ
たです。もちろん，二人部屋の方がよいという人はそちらを希望す
ることもできます。
〈デメリット〉
・いろいろな国籍の留学生と交流するということはできない。
・中国の伝統芸能に関する授業が少ない。
　大規模な大学では伝統芸能に関する様々な授業が開講されること
が多いようですが，小規模な大学では伝統芸能に関する授業はかな
り少ないです。
・大学主催の旅行はほとんど行われない。
　旅行に行きたい方は自分で計画する必要があります。
・事務手続きがあまりうまくいかない（？）場合がある。
　これに関しては，私が金沢大学からの初めての留学生であったと
いうこともあり，一概に大連大学の問題ではないのかもしれません
が，ハプニングをいくつか紹介します。
①私は既に大連大学の留学生宿舎に入寮しているのに，実家の方

に「中田春菜さんはいつ来られますか？」という電話がかけられ
たそうです。始めは，中国語で電話が掛けられたため，中国語
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が分からない私の家族は大いに驚いたそうです。後日，日本語
ができる職員からあらためて電話がかかってきましたが，今度
はその内容に驚いたそうです。私自身は大連大学で普通に生活
していたのですが，家族を大変不安にさせてしまいました。

②私が金沢大学の派遣留学制度で留学しているということがうま
く伝わっていなかったようで，大連大学の先生から授業料につ
いて尋ねられました。すぐに金沢大学の留学生係に連絡したと
ころ，説明をしてくださったようなので，事なきを得ましたが，
大変驚きました。

　私の後に大連大学に留学する方がもしいらっしゃったら，その方
にはこのようなことは起こらないことを祈ります。
〈その他の大連大学の特徴〉
・「金澤館」という施設（フロア）がある。
　大連や大連大学と金沢や金沢の大学の交流を紹介している「金澤
館」という施設（フロア）があります。金沢の伝統工芸品や大連と金
沢の交流の歩みに関するパネルが展示されています。金沢大学を紹
介しているパネルもありますよ。
・郊外に大学があるため，遊びに行くには少し不便。
　スーパーや食堂など，生活に必要な施設はそろっていますが，そ
れ以外には何もないと思っていいでしょう。勉強の気晴らしにはバ
スで₃₀分～ ₁ 時間かけて大連の中心部まで行きましょう。
・乾燥した極寒の冬がやってくる。
　金沢とはまた違ったとても厳しい冬です。防寒対策と乾燥対策は
必須です。防寒着などは現地でも調達できますが，ハンドクリーム
などは日本のものの方が安心だと思うので，持っていったらよいと
思います。
おわりに
　大連大学などの留学生の受け入れが比較的小規模の大学は，サー
ビスや楽しみなどの面で，大規模の大学に及ばないかもしれません。
しかし，人数が少ない分，密になっている授業など，小規模の大
学ならではの良い面もあると思います。「しっかりと中国語を学び
たい」と考えるなら，むしろ良い環境なのではないでしょうか。中
国留学に興味を持っている方は「例年この大学に皆行っているから」

「留学生がたくさん来ている大学が良い大学に決まっている」などと
決めつけないで，大連大学などのような大学にも目を向けてみては
いかがですか。

中　国
蘇州大学

人間社会学域人文学類　中邑　春花
 
　私は2₀₁2年 ₉ 月から2₀₁₃年 ₇ 月までの約 ₁ 年間，中国の蘇州大
学へ語学留学に行きました。今思い返してみると，留学に行った当
初のことが遠い過去のようでもあり，₁ 年があっという間に過ぎて
しまったようでもあり，一言では言えません。しかし，日本で大学

に通って椅子に座り，黒板や本を眺めている ₁ 年間よりずっと濃密
で変化に富んだ日々だったと思います。
　まず，私が ₁ 年間過ごした蘇州という街について少しだけ紹介し
ます。蘇州は水郷都市として有名で，古い町並みや庭園を残す中心
街と，外資系企業が入り高層マンションが立ち並ぶ園区や新区に分
かれます。中心街は観光に適していて，中国らしい品や庶民的な料
理を取り扱う店が多くあり，園区や新区は外国人が多く居住してお
り，高級デパートやショッピングモールで買い物を楽しみ，様々な
国の料理を味わうこともできます。蘇州大学は中心街と園区の間に
位置し，北門から出れば伝統的な白壁黒瓦の家が立ち並び，東門の
目の前には高層マンションが見えます。蘇州は古典的な中国と現代
的な中国の両方を感じることができる都市です。
　学校での語学の授業は基本的に午前で終わり，選択授業が午後に
あります。学校が終わった後は時間がたっぷりあるので，買い物に
行ったり，世界遺産の庭園を観光したり，友達とご飯を食べに行く
など色んなことができます。私は週に一度，友達とスターバックス
で何時間も粘り，₁ 週間分の予習を終わらせて，その他の日を買い
物，家事や観光にあてていました。街を歩くため毎日持ち歩いてい
た地図は折り目の印刷が薄れ，穴も空いてしまいましたが，今でも
その地図を見ると街の景色が鮮明に思い出されます。₁ 年間歩き続
けたあの道は，きっとこの先も心に残っていることでしょう。
　私が留学に行っている ₁ 年の間，日中関係の悪化や大気汚染，鳥
インフルエンザなど，様々な問題が起きました。日本にいる親や友
人には多大な心配をかけましたが，実際に生活してみると，自分が
経験していることと日本で得られる情報，イメージは違うというこ
とを肌で感じられました。インターネットやテレビで見る中国と実
際の中国はこんなに違うのか，と。この意識は留学したからこそ芽
生えるものだと思っています。
　留学を終えた今，「ああ楽しかったな」と「ああ苦しかったな」とい
う思いが入り混じっています。留学は確かに面白いものです。日本
では経験できないことが次から次へとやってきます。しかし，言葉
の通じない国で過ごすことは肉体的にも精神的にも苦しいもので
す。私の場合，日本を離れた寂しさと，日本との住環境の差にホー
ムシックにかかってしまい，何日も泣き続けることもありました。
私がずっと日本で生活していたら，きっとここまで自分の弱さ，無
力さを突き付けられることもなかったでしょう。だからこそ，この
留学は今後の自分の成長に繋がる大きな一歩だったと，そう確信し
ています。

人間社会学域国際学類　木股　和也
 　
　私は2₀₁2年 ₉ 月から翌年 ₇ 月まで中華人民共和国の蘇州大学に
留学しました。蘇州市は中国江蘇省の南部に位置し，“上有天堂,下
有苏杭”と称される歴史ある美しい街です。私の留学体験がこれか
ら留学する，あるいは留学を考えている皆さんにとって参考になれ
ば幸いです。以下に各項目に分けて報告します。
＜留学前＞
　留学をするためには入学手続きの書類の提出，健康診断，保険加
入，航空券の手配など多くの準備と手続きを必要とします。蘇州大
学の場合，寮の入居も入学手続きと併せて行います。留学先の学校
に提出しなければならない書類の中には分かりにくい項目もありま
す，その都度学務に尋ねましょう。
＜留学中＞
・大学まで
　空港まで大学の先生や学生が迎えに来てくれる制度はありませ
ん。大学まで自分の力で行きます。といっても上海は交通が発達し
ており，両空港からは蘇州着の高速バスがあるので難易度は高くな
いでしょう。
・入学手続き
　入学手続きは东校区の海外学院で行います。日本語を話せる事務
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員はいないのですべて中国語か英語で手続きします。入学手続きが
終わったらクラス分けのテストを受けます。
・生活環境
　私は大学内にある，主に留学生向けの海外楼という寮に住んでい
ました。部屋は一人部屋か二人部屋かを選択できます。私は一人部
屋に住んでいましたが，すぐに留学生の友人が欲しいなら二人部屋
に住むのもありでしょう。寮は部屋ごとが完全に分かれ，ほとんど
アパートに近く，プライベートはある程度守られています。室内に
はシャワー，トイレやエアコンなどの設備も備わっています。ちな
みに中国人学生寮は，一部屋に 4 ～ ₈ 人が住み，浴室がないため
構内の公共浴場を利用しています。この点で住環境は留学生が優遇
されています。その分寮費も高くなっていますが。寮の ₁ 階には事
務員がいて，超過分の電気代や水道代を払います。事務員には留学
中お世話になることが多いので，仲良くしておきましょう。
　蘇州大学には多くの校区がありますが，留学生が拠点とするのは
东校区です。寮からは，东门と南门を抜けて校外に出られます。校
外には，レストランやスーパーなどが多く，生活に不便はありませ
ん。中心部へのアクセスも良く，蘇州で一番の繁華街である观前街
もバスで₁₀分の距離にあります。市内は交通が発達しており，バス
とタクシーが利用しやすいです。バスは一律 ₁ 元～ 2 元という安価
で乗れるのでお勧めです。ただし，日本のような時刻でバスの往来
が決まってないので，急ぎの時はバスは不向きです。また，休日は
バスの乗車率が高く，すし詰めになることも珍しくありません。そ
のほかに，現存の東西の路線に加えて蘇州駅を結ぶ南北の地下鉄路
線が敷設中であり，交通のさらなる利便性が期待されます。
　海外楼のすぐ近くには学生食堂があり，その種類も豊富でなによ
り安価です。寮内には調理場がないのでよく利用することになるで
しょう。味に関しては十分おいしいと感じました。白米もおかわり
無料なのが素晴らしい。
・お金
　私は日本から日本円を現金を直接持ち込み，中国で換金する方法
をとっていました。また，中国で銀行口座を開設して国際送金をし
てもらいました。どんな銀行でもいいと思いますが，中国银行は中
国各地にあるので便利です。ただし，中国银行のネットバンクは，
煩雑でインターネットの回線がよく落ちるのでお勧めしません。国
際クレジットカードがあったほうが何かと便利でしょう。
・授業，学習環境
　クラス分けテストの結果で自分の所属する班に振り分けられま
す。班は ₁ ～ ₆ の語学レベル（人数の関係で ₆ 班がない時もあり）
に分かれており，前期は ₃ 班の中級クラスでした。半期毎に上のク
ラス昇格でき，語学のレベルアップを図れます。₁ クラスは2₀－₃₀
人で構成されており，比較的多めです。授業は基本的に週 ₅ 日，2
コマずつ開講されます。前期は汉语课と听说课の授業を受けました。
汉语课は主に会話力や口語的な表現を重視しており，少人数グルー
プを組んでグループ内で題目について討論したり，意見を発表しま
す。听说课では主に文法表現を学び，読解力を身につけます。章毎

の小テストや作文もあり，書く機会も多めです。入学当初の私の中
国語力は，思い返すとまるで目も当てられないレベルでした。これ
はひとえに留学前の学習不足が原因ですが，初めの ₁ カ月間はほと
んど中国語を聞き取ることができませんでした。しかし，次第に耳
が慣れ，聞き取れるようになりました。私は四声の発音がまだ不十
分に感じたので，選択授業の ₁ つである发音课を受講しました。そ
のほかに選択授業に中国人文地理、书法や上級者向けの高级听力、
高级阅读などがあります。後期は汉语课、视听说课、写作课のほか
に ₃ つの選択授業を受講しました。選択授業は語学力の向上に役立
つだけでなく，他クラスの留学生と交流できる機会でもあるのでぜ
ひ受講することをお勧めします。
　授業はすべて海外学院で行われるので，中には留学生しかおらず，
一般の中国人学生はいません。そのため中国人学生と交流する場は
自分で見つけなくてはなりません。そのときは，相互学習の場に参
加するのが一番手っ取り早いでしょう。たとえば蘇州大学には，日
本語学科の学生が運営する桜クラブという交流サークルがありま
す。彼らは日本語が大変上手で，語学交換の相手にぴったりです。
私はそのほかにバドミントンやフリスビーなどのスポーツを通して
交流を楽しみました。留学生と交流を希望する中国人学生はたくさ
んいます。自分が日本人であることを利用して，積極的に交流して
みましょう。
　东校区と本部には図書館があり，夜₁₀時まで利用できます。し
かし，館内は学生でいっぱいで座る席がないことも少なくありませ
ん。そのときは空き教室を利用していました。また，構内にはオー
プンカフェもあり，勉強できる環境は整っています。
＜最後に＞
　前期は言いたいことを伝えられない語学力の低さに，もどかしさ
と悔しさを度々感じていました。だからこそ自発的に中国人と交流
したり，中国語に触れる機会を多く得られました。留学中は留学の
目的を忘れがちです。留学生の中には次第に授業に出てこなくなっ
た人も少なくありません。モチベーションを維持するためにHSK
に合格するといった目標を定めるのも一つの方法でしょう。
　中国での留学生活は刺激に溢れています。そのチャンスを言語の
壁を理由に狭めてしまうのは大変惜しいことです。中国の言葉に“厚
脸皮”という言葉があります。どうせ自分は外国人なのだから正確
な中国語を話せなくても仕方がありません。図々しい位に，相手の
胸を借りるつもりで臆せず挑戦しましょう。

台　湾
国立台湾大学

人間社会学域人文学類　青石　知子
 
　これから，私と山崎さんで分担し，台湾，特に国立台湾大学につ
いて，これから留学される方に参考にしていただけるような情報を
書いていきたいと思います。
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【台湾留学を決めた理由】
　大学に入学した当初は，英語圏に留学しようと思っていました。
しかし，中国人の友達ができ，また第二外国語で中国語を履修して
から中国語と中華系の文化に興味を持ち始め，中国語圏に留学する
ことを決意しました。留学先を台湾に決めたのは，日本とのかかわ
りが深い台湾についてもっと深く知りたかったということ，また，
留学先を決める直前に台湾人の方と出逢い，もっと台湾に興味がわ
いたということと，暖かく，食べ物もおいしいと聞いたからです。
【ビザについて】
　台湾に留学（一年間）するときにまず必要なのが，長期居留査証で
す。査証は，まず日本で申請してパスポートに貼ってもらいます。
その後，台湾に渡ってから，₁₅日以内に居住地の內政部入出國及移
民署所属のサービスセンターで外僑居留證（ＡＲＣ）をもらうのが普
通です。私は，このときわざわざ自分で移民局まで行ってＡＲＣを
もらいましたが，台湾大学では，留学生向けに，学校で一括でＡＲ
Ｃの申請ができるので，中国語に不慣れなこの時期，学校で申請す
るのが楽だと思います。この時に注意すべきことは，ＡＲＣに使う
写真の基準がとても厳しいことです。少しでも耳が髪の毛で隠れて
いたりすると使えないので，気を付けてください。
【治安について】
　台湾の治安は日本と同じか，場所によれば，それ以上に良いです。
もちろん夜に出歩かないほうがいいですが，台湾は，夜市などナイ
トライフが充実しており，友達と一緒に出歩くこともあると思いま
す。そんな時も，女の子が夜に出歩いてもまず危険はありません。
　携帯電話やお財布を落としても，ほとんどの場合そのまま持ち主
のもとに返ってきていました。
【国立台湾大学について】
■キャンパス
　台湾大学は，よく結婚写真のロケ地に選ばれるほど美しいキャン
パスで，戦時中からある伝統ある建物と，新しい建物が混在してお
り，とても独特な雰囲気があります。キャンパス内にはマクドナル
ドや餃子屋，飲料店などたくさんの飲食店があり，授業で忙しく，
学外まで食事を取りに行けない時でも飽きることなく食事をとるこ
とができます。また，台湾大学には，屋外プール，屋内プール，ジム，
テニスコート，バスケットコートなどさまざまな設備があり，留学
生も自由に使うことができます。図書館には，英語や日本語や英語
の本も充実しているだけでなく，自習室や談話室も充実しています。
　他の大学では，中国，韓国等アジア系の留学生が多いそうですが，
台湾大学には，アジア系だけでなく，欧米や中東等，様々な国籍の
留学生が数多く在籍しているため，クラスメイトの国籍も多様で，
様々な価値観，文化に触れながら中国語を学ぶことができるのも，
この学校の魅力の一つだと思います。
■サークル活動
　台湾大学には多くのサークルがあり，ほとんどのサークルが留学
生も参加できます。サークルの数は，金沢大学よりも多いぐらいで
はないでしょうか。私は留学中，ヨガクラブとサイクリングクラブ

に参加していました。
　ヨガクラブは，毎週一回放課後，ヨガ講師の方が来てくださり，
みんなで 2 時間ほどヨガを行います。また，一学期に ₁ ，2 回，サー
クルのメンバーと講師の方とともに日帰り旅行に行きました。
　サイクリングクラブは，毎週金曜日の放課後に自転車の乗り方や
メンテナンス方法などの座学があり，土曜日に日帰りサイクリング
に出かけます。日帰りサイクリングには必ず出席しなければいけな
いわけではなく，自分の出られる日だけ出席すれば構いません。主
に台北郊外にサイクリングに出かけますが，一学期に一回，₁ 泊 2
日で他県へのサイクリングにも出かけます。台湾人の友達と，普段
は行かない泊りがけの旅行に行くのは，とても良い経験になりました。
　この他にも，友達は，水泳部，剣道部，野球サークル，漫画研究
会，ダンス部，コーヒー研究会，多言語クラブ等，様々サークルに
参加していました。
　また，サークルのような活動は学校の外部にもあります。外部の
活動でおすすめなのは，山崎が参加していた台湾の伝統的な競技，
ドラゴンボートです。一昨年，昨年師範大学に留学した先輩方も参
加していたので，私は金大 ₃ 代目でした。₆ 月頃に行われる大会に
向けて，₃ 月，4 月頃から練習を始めます。日本ではなかなか経験
のできないことですし，学校外にも友達ができるので，興味ある人
はぜひ参加してほしいと思います。
【台湾で病気になったら】
　留学先の大学で病気になると心細いですよね？私は，風邪を引い
たのと，耳が突然腫れたのとで，台湾で 2 回病院に行きました。病
院は，日本で入った保険会社に電話をして紹介してもらいます。も
ちろん日本語で大丈夫です。その後，病院までは自分で行くのです
が，私の場合，タクシーの運転手さんが中国語のたどたどしい私が
一人で病院に行くのをとても心配してくれて，病院の中までわざわ
ざついてきてくれ，帰りも待っていてくれました。台湾人はすごく
優しいし，病院も日本と変わりがありませんが，台湾の医者は日本
に比べるとかなり適当なので，気になるところ，不安に思うところ
はどんどん聞きましょう。「臺安醫院」が大きくて，待ち時間も少な
く，日本語対応のできる看護師さんがいるのでお勧めです。
【留学を終えて】
　留学を終えて改めて振り返ってみると，この期間に得られたもの
が本当に多いことに気がつきました。中国語能力の向上ももちろん
ですが，それ以上に，留学に行く前より広くなった視野と許容範囲，
台湾で出来た世界各国の友達は，これからの私の人生においてかけ
がえの無いものだと感じています。特に，台湾大学には様々な国か
らの留学生がいるので，台湾人はもちろん，ハンガリー人，シリア
人，シンガポール人等様々な国の親友が出来たことが私にとって大
きかったと思います。
　まだまだ台湾，台湾大学の魅力を伝え切れてはいませんが，少し
でも，台湾，台湾大学のことを知っていただき，この報告書が，皆
さんが留学を考える際の一助となれば幸いです。
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　私は2₀₁2年 ₉ 月から2₀₁₃年 ₇ 月までの約₁₀ ヶ月間，国立台湾大
学に留学していました。私が中国語の学習環境として台湾を選択し
たのは，日本に近くありながら行ったことがなく，親日的で食べ物
もとてもおいしいと言われる台湾という地に，不思議と大きな魅力
を感じていたからです。また，留学先の大学として国立台湾大学を
選択した理由は，中国語を学びたいと思う一方で，いわゆる英語圏
の授業スタイルというものに憧れがあり，その両方の希望を実現で
きる環境が国立台湾大学にあると思ったからです。以下に，その中国
語の授業とその他の授業について詳しく書いていきたいと思います。
【授業について】
■中国語の授業
　交換留学生必修の中国語の授業は月・水・金の週 ₃ 日，₁ 日午前
2 時間です。この授業では，台湾師範大学でも用いている最も台湾
でポピュラーなテキストを用い学びます。月・水の週 2 日，₁ 日夜
₃ 時間のコースもあり，午前中に他に受講したい科目がある人は，
夜のコースを選択することもできます。またEnhancing courseと
いうもっと授業を取りたい人が取ることのできる授業が，火・木の
週 2 日，同じく ₁ 日午前 2 時間開講されています。こちらのコース
は，裁量がすべて先生に任されているので，先生によって用いる教
材などさまざまです。もっと話す時間を作ってほしい，比較的長い
文章を書く練習がしたい，など，生徒の要望に応えて授業を組み立
ててくれた先生もいました。入学時にクラス分けテストを受講し，
その結果に基づいてクラスが決定されます。₁ クラスの定員が2₅人
と多く設定されていたため，クラスによって人数に差があり，中級
レベルは人数が定員ぎりぎりということもありました。この点は改
善してほしいと思っていたことですが，先生方自身も大変と言って
おり，改善を求めているようなので，将来改善されるのでは…と期
待しています。
■その他の授業
　中国語で開講されている科目はもちろんのこと，英語で開講され
ている科目も少なくありません。留学生向けの台湾の文化や自然環
境を学ぶことのできる科目は英語で開講されていますし，経営やビ
ジネスといった学部は，すべての科目が英語で開講されています。
私は，台湾の経済史や英語教育に関する科目を選択しましたが，グ
ループワークやディスカッションが多く，難しいながらも私の求め
ていた授業スタイルが経験でき，有意義な授業でした。また台湾人
の友達を作りたいと思い，₁ 学期目に体育（バレーボール）の授業も
取りました。そのとき出会った友達 2 人とは今でも連絡を取り合っ
ており，そのうち獣医学部の ₁ 人が「日本語を勉強しているから，
日本人の友達を作りたかったけど，今まで出会う機会がなかった。
だから祥子が初めての友達。」と言っていたのが心に残っています。
体育の授業は普段留学生と関わることの少ない学部の学生が多くお
り，そういった学生にまで交友関係を広げることができたという意
味でも，この授業を取ってよかったと思っています。入学申請時に
所属する学部を選択する必要がありますが，科目は一部の科目を除
いて，学部の枠を超えて自由に履修することができます。まだ日本
にいる段階で履修登録をしなければなりませんが，優しいチュー
ターがメールでサポートしてくれるので，問題ないと思います。パ
ソコンで履修登録した時点で，人数が多い科目は抽選が行われ，希
望する科目が取れないこともありますが，焦る必要はなく，最初の
授業のときにそのクラスに足を運び履修したいことを先生に告げる
とほとんどOKしてくれます。
　ここからは，青石が少しだけ授業の紹介をします。私は，主に中
国語で開講されている授業を聴講していました。内容は，台湾原住
民や，台湾の歴史，台湾と中国の関係についてなどです。聴講して
いた理由は，どの授業も中国語での討論があり，先生に留学生には
難しいと言われたからです。しかし，討論以外は予習復習さえすれ
ばついていける内容だったので，先生に頼んで授業の資料などをい

ただき，聴講させてもらっていました。中国語での授業は，単位を
取るのも授業の準備も難しいですが，台湾についてより深く学ぶこ
とができる上に中国語のとてもいい練習にもなりますので，お勧め
です。
【生活環境】
　大学の留学生向けの寮は 2 種類あり，留学前に希望申請をしま
す。私たちは大学からも地下鉄の駅からも近い新しいほうの寮（水
源BOT）の ₁ 人部屋に住んでいました。こちらの寮は 2 人部屋と ₁
人部屋があり，台湾人の学生も住んでいます。語学の上達には 2 人
部屋がよいのは事実ですが，寮の ₁ 階にはコモンスペースがあり，
普段そこで勉強したり友達と時間を過ごしたりしていたので，₁ 人
部屋も考えようによれば，他の学生と過ごす時間も，プライベート
の時間も両方確保できるいい選択だったと思っています。当然寮費
は，2 人部屋や古いほうの寮に比べれば大分高く ₁ ヶ月約2₁,₀₀₀円
でしたが，安心して快適に過ごすことができました。また ₁ 階には
共用のキッチンがあり，いつでも使うことができます。しかし，寮
や大学の周辺にたくさんのお店があり，₁ 食₁₅₀円～ 4₈₀円ほどで
おいしくお腹いっぱいに食べることができるので，ほぼ毎食外で食
べていました。交通の便に関しては，大変便利で，地下鉄の駅もバ
ス停も大学・寮の近くにありますし，交通費はバスや地下鉄で ₁ 回
4₀円～ ₆₀円ほどです。また台湾大学の学生の多くは自転車を持っ
ているので，初めは車・バイクの多さに道路で自転車に乗ることを
ためらうかと思いますが，慣れてしまえば，乗れてしまいます!自
転車があればとても便利です。生活費は寮費を除いて約 ₅ 万円あれ
ば十分過ごせます。
【最後に】
　帰国後も留学時にできた現地の友達に会いやすい!これが台湾留
学のよいところだと思っています。どの国に留学しても，帰国後も
連絡を取り合う一生の友達ができることと思いますが，台湾と日本
の距離の近さから，帰国後も会える機会が比較的多いです。実際，
私が帰国してから 4 ヶ月ほどしか経っていませんが，すでに友達の
何人かは日本に遊びに来ており，再会することができました。私の
友達の金沢大学から国立台湾大学へ留学した者としては，私たちが
第一期生です。そのため，この報告書が，みなさんが新しい提携校
国立台湾大学を知るきっかけとなってくれたら幸いです。

台　湾
国立台湾師範大学

人間社会学域国際学類　牧野　翔太
 
　私は2₀₁2年 ₉ 月から2₀₁₃年 ₁ 月の ₅ ヶ月間，台湾師範大学に留
学させていただきました。台湾留学に興味を持つ方に参考にしてい
ただけるよう，留学を通して感じたことなどを報告させていだだき
ます。
　留学をするにあたって，VISAの申請が必要になってきます。私
はこの申請にものすごく手を焼かされました。VISAの取得は，自
分の足で大阪まで行き申請する方法と，生協などで代理申請する方
法がありますが，私は生協での代理申請で行いました。金沢大学か
ら交換留学に行く人の申請手続きで生協職員の方もこのような手続
きに慣れていると思っていたのですが，私の留学が半年と少し異例
なためかなかなか順調に手続きが進みませんでした。VISA自体が
とてもデリケートなものらしく，申請方法が頻繁に変更になるよう
でした。私の場合，生協に行くたびに異なった説明を受けていたの
で，要らぬ出費を強いられました。生協で手続きをする際は，一貫
して同じ担当者に最初から最後までやっていただくようにするのが
いいかと思います。その他の手続きとしては，それほど大変なこと
はなかったのですが，保険について少し言えば，安くないものなの
で，私は最低限の保険内容で契約し，コストをおさえました。しか
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し，よっぽど体力に自信があるひと以外は普通に保険に加入するこ
とをお勧めします。
　さて，私の経験した留学は ₅ カ月という，比較的短期間のもので
したが，台湾で過ごした時間はとても有意義なものでした。多分そ
れは，親日家が多く，人も穏やかで，治安もいい台湾であったから
だと思います。私もまた周りと同じように留学前は ₅ カ月でどれだ
け友達が作れるか，中国語がどれだけ上達するのか，不安でした。
しかし実際はその心配は全くなく，留学生活が始まって友達がたく
さんでき，常に中国語を話す環境にあり上達を実感できるほどでした。
　台湾人は親日家であることはよく聞いていましたが，実際に台湾
に行き，台湾人の親切さに触れたときには想像以上で驚きました。
また，台湾人の人脈もすごく，友達が一人できたらそこから広げる
ことは容易なことでした。台湾人と遊びに出掛けるときには，別の
友達を呼んでくれることが多く，その人とも友達になることができ
ました。それに，台湾人は ₁ 度会えば顔見知り，2 度会えば友達，
₃ 度会えば，すごく仲のいい友達になることができます。嘘のよう
ですが，本当の話です。私はこの台湾人の性格にすごく助けられま
した。また，私は師範大学のメインキャンパスから少し離れた，公
館キャンパスで寮生活を送っていましたが，一緒に生活していたほ
とんどが中国人でした。日本人は自分を含めて 2 人で，この環境も
また，中国語を学ぶには最高の環境でした。寝るとき以外は，常に
中国語を話さなければいけない状況だったので，2 ヶ月たったころ
には上達が感じられました。おそらく，中国大陸の大学に交換留学
にいく台湾人は少ないと思います。その面，台湾にはこうして中国
大陸からの交換留学生が多く，2 種類の中国語を同時に学べるとい
う点でもよかったです。
　専攻した学科についてですが，企業管理学部に属していました。
一般的に，留学生は中国語の古典や，文学を学べる学部にいくこと
が多いそうですが，私はあえて企業管理学部という学部を専攻しま
した。その理由は，留学をしていれば，中国語を話す環境に置かれ
るのはみな同じであるし，日本語に興味がある現地の学生との出会
いもよくあることだが，普段留学生活を送るなかで，それ以外の人
と友達になるのは容易ではないと考えたからです。ならば，最初か
ら中国語とはまったく違った分野に行くのもいいと思ったし，国際
ビジネスに興味があったので一石二鳥だと考えました。そこから派
生する出会いはすべて私にとってプラスとなりました。企業管理学
部の学生は毎年 2 度か ₃ 度，企業視察にいきます。私がいたときに
は，Yahoo，Grouponの視察がありました。普段なかなか経験や出
会いがあるので，私は言語系以外の学部を選択することもお勧めし
ます。
　次に旅行についてですが，台湾に半年いる間に，台湾一周実現し
てきました。同じ寮の仲間であり，同じ企業管理を専攻していた中
国人の友達とバックパックで台北をスタート地点にした左回りの旅
行でした。中でも印象に残っているのが，台中と台南です。台南に
は日本植民地時代のものが当時のまま残っており，日本との関わり
が深いことを感じられます。台中は，台湾のB級グルメの宝庫で，
台北にないおいしいものがたくさんありました。台北にいても，交
通機関が充実しているので，近場での日帰り旅行などが楽しめます
し，運賃等も安いので頻繁に旅行が出来ました。
　最後に金銭面のことです。私が半年の留学で使った金額は，₅₀万
円です。日本台湾間の往復航空券や，保険などの費用，生活費を全
て合算したのがこの値段でした。私は日本の新生銀行のキャッシュ
カードをつくり，台湾ではそれを利用してお金を管理していました。
台湾には日本のFamilyMartが多く進出しており，そこのATMでお
金を落とすと手数料がかからず，為替分のみで台湾ドルを引き落と
すことが出来ます。キャッシュカードを利用するのであればこの方
法か，現地で口座を作成する方法が最も安くすむと思います。急に
大金を準備しなくてはならないので負担はかかりますが，実際に留
学している間は，日本で生活しているのと同等，もしくはそれ以下
で生活ができるのではないでしょうか。

　留学に行きたいけど，親の説得に苦労するひともいるでしょう。
事実私もそうでした。そういった人は，長い目で考えたときに日本
で生活する費用と比較して考え，説得を試みてみたらいいと思いま
す。学生の内に，半年以上の長期留学を経験しておくことは確実に
自分の力になります。日本では気付けなかった事が，どうしてか海
外では気付けるということがあります。留学に行くことが勝ち負け
ではありませんが，人生の糧になることは間違いありません。

韓　国
仁荷大学校

人間社会学域人文学類　坂本亜希子
 
　私は仁川（インチョン）にある仁荷（イナ）大学校に ₁ 年間留学して
いました。仁川は空港があることでも有名ですが，ソウルなどの都
市に比べると，比較的田舎の発展途上地域です。仁荷大学からソウ
ルへは，バスと地下鉄でだいたい ₁ 時間半くらいかかります。韓国
では交通費がとても安いので，私はほぼ毎週ソウルへ遊びに行って
いました。
　交換留学生としての参加は私が第一号だったので，授業などに関
する情報はホームページなどを見てほぼ自分で集めました。施設や
周辺の環境については，前年に仁荷大学のサマースクールに参加し
たので，ある程度把握していました。大学の裏門（韓国語でフムン）
には，たくさんの食堂やカフェが並んでいます。また歩いて₁₀分
くらいのところに大きなスーパーもあるので，とても便利だと思い
ます。
　私の仁荷大学での専攻は言論情報学で，主に映像制作について学
びました。私は金沢大学では英語学を専攻しているのですが，実際
と異なる専攻分野を選ぶことが可能でした。仁荷大学は私立大学で，
カメラなどの機材やスタジオなどが大学内にあり，それらを使って
実際に映像制作を体験できる授業があります。実際に私は後期の半
年間で，映画，ドキュメンタリー，CMの制作を体験しました。他
にも英語のクラスや韓国語のクラスを履修していました。
　次に，生活面についてお話します。生活費は一か月だいたい₆₀万
ウォン（約 ₅ 万円）程度でした。食材を買って自分で料理するより，
外食をした方が安かったので，寮でご飯が出ない時はほぼ外食して
いました。そのような生活をしていても，全体的には日本で暮らす
よりも安く生活できました。また，宿舎は大学の寮で，4 人一部屋
で生活していました。前期はマレーシア人，ブルネイ人，チェコ人
と一緒に暮らしました。お互いの生活リズムが全く違ったので，最
初は問題もありましたが，留学が終わり今でも連絡を取り合うほど
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仲良くなりました。後期は部屋の移動があり，日本人だけの部屋と
なりました。他に，シャワーやトイレは共同です。掃除は担当のお
ばちゃんがいるので，汚れていても翌朝にはきれいになっているの
で，とても助かりました。
　課外活動について，私は大学のサークルはどこにも所属していな
かったのですが，たまたま見つけたダンス教室で，ダンスのレッス
ンに通っていました。韓国人のスタッフと外国人のレッスン生で構
成されたグループでしたが，同じ団体のフェスティバルで公演を何
度か行いました。₅ 月頃から ₈ 月頃まで約 ₃ か月間通ったのですが，
後でその団体がある宗教団体と関係があることがわかり，₉ 月から
は通うのをやめました。韓国人スタッフとはその後連絡が途絶えて
しまったのですが，外国人のメンバーとは今でも連絡を取り合って
います。特になにも被害はなかったのですが，ちょっとした教訓に
なりました。みなさんも韓国に行く際は，無料という言葉には十分
気を付けてください。笑
　私は韓国語がほとんど喋れない状態で韓国へ行ったので，最初の
2 か月間はとても辛かったです。でも韓国語は日本語と文法が似て
いるので，2 か月でだいぶ話せるようになりました。4 か月くらい
で日常会話はほぼマスターできました。私はそれまで外国人の友達
が多かったのですが，韓国語を話せるようになってからは，韓国人
の友達がたくさんできて，とても嬉しかったです。韓国語を話せる
ようになってからの方が，映画の撮影などとても濃い時間を過ごす
ことができたと思います。
　最後に，私が韓国で最も刺激を受けていたのは，韓国人学生の勉
強に対する姿勢です。特に，英語のクラスでプレゼンをした時，そ
のレベルの高さには驚きました。彼らの積極的な姿勢を見て，自分
自身大きく変わることができたと思います。海外へ留学すれば，日
本とは全く異なる環境で勉強する学生との出会いが，自分にいい意
味で刺激を与えてくれます。特に韓国はそのような国だと思います。
　仁荷大学は夏のサマースクールも開催しているので，興味のある
方はぜひ参加してみてください。仁荷大学にとの協定は始まったば
かりなので，これからも多くのひとが交換留学やサマースクールに
参加して，この新しいつながりが長く続いてほしいと思います。

韓　国
国立釜慶大学校

人間社会学域国際学類　坂本　桐子
 
　私は，大学 2 年のとき₁₀ ヶ月間（2₀₁2年 ₃ 月～ 2₀₁2年₁2月），
韓国・釜山にある，国立釜慶大学校に留学していました。韓国での
留学生活は，刺激的な毎日で，自分のものの見方や考え方，生き方
を考え直す機会を与えてくれ，本当に充実したものでした。今，韓
国への留学を考えている方たちに少しでも役に立つ情報を提供でき
れば良いと思います。

＜留学前に＞
　私が韓国に興味を持ち始めたきっかけは，韓国ドラマや韓国料理
が好き，というものでした。そのため，留学しなくても，旅行に行
けば十分だなと考えていたのですが，なんとなく参加してみた国際
学類の派遣留学報告会で，国立釜慶大学校に留学されていた先輩の
話を聞いて，この大学にとても魅力を感じました。釜慶大学には，
新聞放送学科があり，私はマスコミ関係に関心があったので，この
大学で学んでみたいと思うようになりました。このように，「そこ
で何を学びたいか?」というのをはっきりさせておくことは，楽し
い留学生活を送るための準備として，とても重要なことだと思いま
す。特に，釜慶大学には，数多くの学科があり，交換留学生は所属
する学科に関わらず，原則どの学科の授業でも取れることになって
いるので，語学以外に学びたいことがあると，より充実した学校生
活を送れると思います。
　留学前の韓国語の勉強についてですが，私は 2 年の時に留学に
行ったため，韓国語の勉強は ₁ 年のときに受けた朝鮮語の授業だけ
でした。ハングルを読むことと，挨拶程度の韓国語しかできなかっ
た私でも，なんとか韓国で生活できるようになったので，韓国語が
できないという理由で留学を諦めてしまうのはもったいないです。
とはいえ，単語などを多く知っているに越したことはないので，自
分なりに楽しく学べる方法を探して，少しでも知識を増やしておく
のが良いと思います。
＜釜慶大学での生活＞
　勉強面では，前期には留学生用の授業だけ，後期には，新聞放送
学科の専門授業や，日語・日文学科の授業を受けました。留学生用
の授業には，レベル別の，韓国語を学ぶ授業や，文化体験の授業な
どがあり，すべて韓国語で行われます。先生はとても分かりやすい
韓国語で話してくれるのですが，最初の何ヶ月かは，まったく何を
言っているのかわからなくて，本当に悔しい思いをしました。でも，
学期の終わり頃になると，少しずつわかるようになってきて，よく
成長したと褒められて嬉しかったです。そして後期に入り，専門の
授業を取ったのですが，専門用語がたくさん出てくるのに加え，先
生ももちろん韓国人学生向けの話し方をするので，またまた聞き取
れない苦しみを味わうことになりました。でも，新聞放送学科には
チューター制度があり，日本語ができる韓国人の友達と一緒に授業
を受けることができたので，助けられながらもなんとか切り抜けま
した。新聞放送学科には，グループでCMを作ったり，ミュージッ
クビデオを作ったりする放送制作の実習授業があって，韓国人の学
生たちと一緒に企画を立てたり，撮影をしたりしました。韓国語で
どのように撮りたい，などの自分の意見を言うのは難しいですが，
講義形式の授業よりも，友達が増えたり，韓国語が伸びたりして，
自分のためになったので，実習授業はおすすめです。また，日語・
日文学科の日本語の授業の手伝いに行くと，韓国の学生がどのよう
に日本語を学んでいるのかを知ることもできるし，日本に興味を
持っている学生とも出会えるので，これもまたおすすめです。
　生活面では，ほとんど不便はありません。日本と同じように生活
できます。また，みなさんがけっこう気になる携帯については，街
中で，日本以上にWi-Fiが使える場所が多いので，日本のスマホを
持って行って，韓国では電話とSMSだけできる安い携帯を買って，
二台体制で生活している留学生もいました。また，交換留学生には，
バディ制度があり，その韓国人バディが，韓国到着後の外国人登録
証の申請や，携帯電話の契約などを手伝ってくれます。相性なども
あるので，仲良くなれるかは自分次第ですが，私にとってバディは
韓国生活の支えだったし，いろいろなところに連れて行ってくれて，
そのバディがいてくれたからこそ，楽しい生活が送れたのではない
かと思っています。
＜最後に＞
　私は，主に釜慶大学のことについて話してきましたが，他にも韓
国の協定校はあります。韓国留学を考えている方は，各大学のホー
ムページを見たり，韓国留学経験者の話を聞いたりと，たくさん情
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報を集めて，自分に合う大学を探してみてください。情報集めが留
学への第一歩だと思います。
　また，個人的には留学するなら ₁ 年間はしたほうが良いと感じま
した。最初の半年間は，ホームシックや韓国語のできなさなど，辛
かったことが多かったように思うからです。半年を過ぎた頃から，
生活にも慣れてきて，日常会話も少しずつできるようになって，本
当に留学を楽しめました。
　私は，この留学で，初めて外国人（マイナー）としての生活をし，
日本にいるときに当たり前だと思っていたことが，その国では当た
り前ではないという状況をいくつか経験しました。韓国という，日
本と近い国，文化的にも似ていると思っていた国で，文化の差異を
感じることは，驚きも多く，楽しくもありました。大学生活は 4 年
間もあるので，そのうちの半年や ₁ 年くらい，外国で過ごしてみる
のは，決して損なことではないと思います。少しでも留学に興味の
ある人は，ぜひ前向きに考えてみてください。

韓　国
釜山国立大学校

人間社会学域国際学類　滝澤　　梓
 
　私は2₀₁2年 ₈ 月下旬から2₀₁₃年 2 月上旬（₃ 年生後期）の約 ₆ ヶ
月間，韓国の釜山大学校に派遣留学をさせていただきました。
＜留学前＞
　留学をする上で大変なのは様々な手続きだと思います。私の場合，
金沢大学の許可をいただいてから派遣先の大学の正式な許可通知を
いただくまでに時間がかかったため，必要以上に不安になってしま
いなかなか手続きを進めることが出来ませんでした。しかし，許可
通知をいただいてからは派遣先の留学生課の方が親身にサポートし
てくださり，金沢大学のチューターのように ₁ 対 ₁ でついてくれる
バディの方を渡航前から紹介していただける制度があったため，不
安を拭うことができました。手続きの中で混乱したことは，大学の
正規授業とは別に，学内にある言語教育院（別名語学堂）と呼ばれる
留学生のための語学学校があるということです。韓国では外国人に
韓国語を教える設備が発達しており，総合大学には必ずといってよ
いほど，この語学堂が付設されています。ここは別途の授業料が必
要で（₁₀週間のカリキュラムで ₈ 万円程度），派遣留学生は 2 割引で
受けることができます。私は留学の目的の一つが韓国語能力の向上
であったため，釜山大学の手続きと並行して語学堂の申請も行いま
した。現地では寮生活が基本ですが，留学生を優先して受け入れて
くださるため安心です。寮や授業の申請等，それぞれの説明資料が
メールにて届き，手続きは主に大学のホームページから行うように
なっていました。
＜留学中－生活面＞
　釜山大学は急斜面に立地しており，講義棟から講義棟への移動は

必ず坂を登り降りしなければなりませんでした。しかし，一旦大学
を降りると，飲食店や多様なお店が立ち並ぶ学生街が開けており，
生活に不自由は全く感じませんでした。学生街だけあって，安めの
値段で種類豊富な食事を楽しむことができ，バスや地下鉄も発達し
ているので₁₀₀円～ ₁2₀円程度で釜山市内いたる所に行くことが出
来ます。寮生活に関しては，学内に寮が ₃ 棟あり，どこも 2 人部屋
ですが，トイレ・シャワーが部屋に付いている寮か，共同の寮かを
事前に選択できます。また，学期ごとに部屋移動をしなくてはなり
ませんが，同室になりたい学生がいる場合は希望できるシステムに
なっています。寮を申請すると，食べるか食べないかに関わらず必
ず一日 2 食か ₃ 食を選択し，学期初めに食費としてまとめて寮費と
一緒に払わなければなりません。ただ，それも非常に安く，寮には
キッチンや冷蔵庫さえもなかったため，寮の食事には助けられまし
た。その上ビュッフェ形式で食べたい分だけ食べることができるの
で，いま考えると非常にありがたいことでした。ちなみにキムチは
毎回出てきました!
＜留学中－勉強面＞
　韓国語の能力が乏しいまま渡航したため，午前中は先ほど紹介し
た語学堂の韓国語講座を受け（こちらは金沢大学の単位としては認
められません），午後は大学の正規授業の中にある留学生のための
韓国語の授業を二つ取り，韓国人学生と一緒に受講する本来の授業
は一つしか取れませんでした。韓国の大学では，日本と異なり₇₅
分の授業を週に 2 コマ取るカリキュラムが基本です。午前中に語学
堂の授業を受けようと思うと，どうしても大学で取れる正規の授業
が制限されてしまいますが，語学堂は自分の語学力に従って ₆ 段階
のクラスに分けられ，文法から会話まで熱心に教えていただけるた
め，語学力向上にはとても役立ちました。また，正規授業では受け
ることのできない授業（キムチ漬けやテコンドー等）も体験すること
が出来たため，非常に充実していました。その他，語学堂の授業を
受講するメリットとして，様々な国籍や背景を持ち，年代もばらば
らの学生に出会えるということです。釜山大学への正規留学を目指
し韓国語を勉強する学生，結婚して韓国に来たために一から学び始
める人，単に趣味で学びに来た人等，多様なニーズや生き方を知る
ことで視野も広がりましたし，週に ₅ 回，毎日 4 時間の授業を共に
受けることで育んだ友情は留学生活の大きな支えになったと感じて
います。また，正規授業では「外国語としての韓国語」という授業で，
外国人に韓国語をどのように教えていくか，といった内容であった
ため，外国人である自分としての観点を少しでも役立たせることが
でき，先生にも恵まれて刺激のある授業を受けることができました。
＜最後に＞
　私が留学をしようか悩んだ要因として，自分が留学をしている最
中の₁2月に日本では就職活動が始まるということが挙げられます。
実は，韓国の大学は ₉ 月始まりで，₁2月下旬には長期休みに入るた
め，₁2月に帰ってくることも可能だったということが後になってわ
かったのですが（語学堂の授業が 2 月まであったため，私は帰国を
2 月にしました），人より就活が遅れるということに不安を抱えて
いました。その時に相談にのってくださり，後押ししてくださった
のが先生でした。私よりも就活について理解のあった先生のお話に
よると，2 月からでも十分間に合うとのことで，就職支援室の方に
も予め視野に入れている企業の動向をお聞きしておいたことが大い
に参考になりました。そうした点からも金沢大学は留学のしやすい
環境が整っていると感じ，なかなか派遣先の許可が届かなかったと
きに温かい言葉をかけてくださった留学生係の方や，応援してくれ
た家族や友人，一緒に励ましあった留学仲間がいなければとてもこ
の留学は成り立たなかったと思います。私にとってこの留学は，自
分に度胸を与えてくれる貴重な体験であったと同時に，人と人との
繋がりの重要性を，身をもって感じさせてくれるものでした。きっ
と就活に限らず様々な悩みを抱えている方もいると思います。悩ん
でいたらまずはいろんな方の意見を聞いてみるといいと思います
し，今だから言えることですが，自分の抱えていた悩みはちっぽけ
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だった，と思えるくらいの生涯忘れられない経験が留学先で待って
いると確信しています。今しか出来ないこと，今だからこそ出来る
ことに全力で向かっていくみなさんを陰ながら応援しています。

タ　イ
チェンマイ大学

人間社会学域国際学類　鍋田あゆみ
 
　2₀₁2年 ₆ 月から2₀₁₃年 ₃ 月まで，タイのチェンマイ大学に留学
していました。
　私がタイのチェンマイへの留学を決めた理由は，タイの山岳民族
に興味を持ったためです。大学 ₁ 年時の授業でフェアトレードにつ
いて知り，興味を持ったのですが，もしどこかへ留学をするならば
フェアトレードを学べる所に行きたいと思いました。そして，フェ
アトレード商品が作られている地域や団体を調べていく中で，タイ
北部に暮らす山岳民族と出会い，タイ・チェンマイへの留学を決め
たのでした。
渡航前準備
　派遣留学が決まった時点での私のタイ語能力は，ほとんどありま
せんでした。そのため金沢大学に来ていたタイ人学生に少しだけで
すが教えてもらったりして，タイ語を勉強していました。また渡航
前の準備としては，チェンマイ大学へ書類を提出したり，向こうの
大学の事務の方との寮の相談などをしたりしていました。よく東南
アジアの国の人はメールの返信が遅いなどといった噂を聞いていま
したが，そのようなことはなく，チェンマイ大学のスタッフの方
はしっかりとメールを返して下さり，留学受入れの手続きなどはス
ムーズに行えました。
　そして，私は金沢大学での派遣留学の許可が下りた後，留学生係
のほうから留学奨学金を紹介していただいたので，奨学金への応募
も行いました。佐藤陽国際奨学財団という団体の海外派遣留学生奨
学制度というものなのですが，これは，東南アジア諸国へ派遣留学
する学生限定のもので，財団からは航空券代，準備金（₁₀万円），留
学期間中に月 ₈ 万円の給付があり，とても充実したものです。一方
で，レポートの提出や日本での交流会の参加なども奨学生の義務と
してあるのですが，東南アジア諸国への留学を考えている方はこの
奨学財団へ応募することをお勧めします。
　タイのビザ取得も大切な準備です。留学の場合はEducation-Visa
を取ることになりますが，私は名古屋のタイ領事館で取得しました。
提出する書類も金沢大学側からのもの，チェンマイ大学側からのも
のなど何枚もあり，そろえるのに時間がかかったことを覚えていま
す。また，記入する書類も複雑だったため，領事館に電話で問い合
わせをし，質問しつつ書いていきました。
　また前には海外保険への加入もしなければなりませんし，東南ア

ジアの場合，予防接種を受ける必要もあります。必要な予防接種は
日本の外務省のホームページで掲示されています。
大学生活
　チェンマイ大学では，教育学部が開いている留学生用のタイ語プ
ログラムに参加しました。月曜日から金曜日まで毎日 2 時間，タイ
語の勉強をします。このプログラムのクラスメイトは ₃ 名の少人数
授業でした。しかし，その ₃ 人ともが日本人であり，色んな国の学
生と交流を楽しみにしたいたため，少し物足りない感じもしました
が，日本からタイへ多くの学生が留学に来ているということです。
ぜひ皆さんもタイ留学をご検討ください。
　金沢大学でタイ人の学生からタイ語を教わったりしていたのです
が，それでも私が話せるタイ語は挨拶と自己紹介程度で，最初の頃
は英語を主に使っていました。事務の人もゆっくり英語をしゃべっ
てくれたので，コミュニケーションはさほど困ることはなかったよ
うに思います。
　タイ語がまだまだ初心者でしたので，タイ語で行われる授業には
参加できなかったのですが，実技系の科目には参加することができ，
私は体育（社交ダンス）とタイ音楽，タイ語の授業と併せて受講しま
した。後期でもタイ語プログラムの授業は引き続き参加し，カービ
ング（タイの伝統文化の彫刻）授業とタイの少数民族についての講義
も受講してみました。タイの少数民族について扱う授業では，何度
か日本の民族についてプレゼンテーションして，少し苦労したので
すが，タイ語の勉強にもなり，とても有意義な授業でした。
大学外での活動
　私はタイの山岳民族に興味を持ち，タイへの留学を決意しました。
学期休みの際には，チェンラーイで山岳民族の支援を行なっている
NGO団体のボランティアツアーに参加し，実際に山岳民族のラフ
族，アカ族の村を訪れました。山道を登りたどり着いた村には竹の
家が並び，放し飼いにされたブタやニワトリが歩き回り，電気もあ
まり通っていません。今まで書籍の中や大学の講義で見聞きしてい
た事を実際に自分の目で見て，山岳民族の人たちと言葉を交わすこ
とができ，本当に沢山の刺激をもらいました。また，チェンマイ大
学が日本の滋賀大学と開いているスタディーツアーのようなものに
お邪魔させていただき，チェンマイにあるモン族の村へも訪問させ
ていただきました。また，山岳民族の子供たちが街の学校に通うた
めの就学支援施設「さくら寮」へ訪問しましたし，大学が後期に入っ
てからは，「希望の家」という山岳民族の子供たちが暮らしている孤
児院へ暇な週末，訪問するようになりました。「希望の家」への訪問
はタイ語を使う良い機会になりましたし，彼らが持つ民族の伝統衣装
や踊りも見る機会もあり，山岳民族の文化を知ることができました。
生活
　滞在していた所は大学側が紹介してくれたアパートです。チェン
マイ大学の寮というわけではなく民間のアパートなのですが，大学
の裏門のすぐ近くにあり，他の留学生達も暮らしていました。ルー
ムシェア用の部屋で二人部屋だったのですが，私は一人で使わせて
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もらっていて，部屋にはベット，勉強机，テレビ，冷蔵庫，クロー
ゼット，エアコンなどがついていて，とても快適でした。トイレも
ホットシャワーもありました。家賃は一ヶ月あたり（電気代込みで）
₅,₅₀₀バーツ（₁₆,₀₀₀円）ほどです。
　タイでは外食が主流です。アパートにキッチンはありませんし，
あったとしてもあまりご飯を作ったりはしないようです。アパート
の近くや大学の周りには屋台やご飯屋さんがいっぱいあるので，い
つもそこで食べていました。大学の食堂も使っていたのですが，大
学食堂だと ₁ 食約2₀～₃₀バーツ（₆₀～₉₀円），屋台だと2₅～₃₅バー
ツ（₇₅ ～ ₁₀₀円）ぐらいでご飯を食べることができます。
　東南アジア等ではよく治安の悪さが心配されますが，チェンマイ
に暮らしていて，特に悪いとは感じませんでした。夜は一人で出歩
かない，人ごみではスリに気を付ける，など当たり前の事を気をつ
けていれば大丈夫だと思います。
　私は留学中，タイ語をメインで勉強していましたが英語での留学
も可能です。タイへの留学を考えている人は少ないとは思いますが，
金沢大学はタイのいくつもの大学と協定を結んでいます。ぜひ，タ
イへの留学もご検討ください。

マレーシア
マラヤ大学

人間社会学域国際学類　木島　丈太
 
　私は2₀₁2年 ₉ 月から2₀₁₃年 ₆ 月末まで，マレーシアのマラヤ大
学に留学させていただきました。
＜志望動機＞
　私が留学先としてマレーシアを選んだ理由は，①英語＋ ₁ の語学
力を身に付けたかったため②東南アジアに興味があったため③マラ
ヤ大学はマレーシアの最高学府だから，の大きく分けて ₃ つです。
①について，マレーシアの国語はマレー語ですが，英語が広く通じ
ます。もともと私は英語がそれほど得意ではなく，英語力では他の
人にかなわないと思い，マレー語を修得することで自分だけの武器
を身に付けたいと考えました。マレー語は，インドネシア語と非常
に似ていて，両言語の話者数を合計すると 2 億人を超える大言語で
す。マレー語の習得しやすさ，マレーシアやインドネシアの経済発
展が近年注目されていることを考慮すれば，マレー語は学ぶ価値の
大いにある言語だと言えるでしょう。②に関して，マレーシアは東
南アジア諸国の中でも最も住みやすく，他国へのアクセスが容易な
国だと思います。安い物価の割にインフラがよく整備されており，
また，マレーシアは地理的に東南アジア諸国のちょうど真ん中に位
置しており，LCCのエアアジアの拠点でもあるため，他の東南アジ

ア諸国に安く短時間で行くことができます。③について，マラヤ大
学はマレーシアで最も歴史の長い最高学府で，「マレーシアの東大」
です。そうしたレベルの高い環境に身を置くことで良い刺激を受け
ることができると考えました。
＜諸手続き＞
　留学前にマラヤ大学の留学生係と直接メールでやりとりすること
になりますが，なかなか返事が返ってこないので辛抱強く取り組ま
なければなりません。学生ビザの申請はマレーシアに入国してから
マラヤ大学のビザユニットで行います。申請をしてからビザを受け
取るまで時期によっては ₃ ヶ月ほどかかります。その間パスポート
を大学側・イミグレーションに預けるため，マレーシア国外に出国
することはできません。
　授業の登録方法に関して，金沢大学のようなSyllabusやアカンサ
スポータルといったシステムはなく，授業を履修するためには登録
期間内に教授や学科長・学部長を尋ね直接スタンプをもらわなけれ
ばなりません。
＜住環境＞
　マラヤ大学の広い敷地内には学生寮が₁2棟あり，派遣留学生は
希望すれば第₁₀寮に住むことができます。家賃はひと月4₅₀リン
ギット(約₁₅,₀₀₀円)で，毎月末に現金で支払います。基本的に 2
人部屋で，ランダムでルームメイトが決まります。私の場合は，一
学期目はインドネシア人で二学期目は韓国人でした。部屋には勉強
机，ベッド，クローゼットと最低限のものしかありません。トイレ，
シャワーは共同です。寮にはカフェテリア，売店，運動スペース，
携帯ショップ，自習室などがあります。洗濯機も共同で，一回 2.₅
リンギット(約₇₅円)で使えます。ネット環境に関しては，寮内で
はWi-Fiが無料で利用できますが，通信速度は遅く，よく途切れます。
　他国からの留学生は，中国人，韓国人を始め，インドネシア人，
タイ人，イラン人，フランス人，ドイツ人，ナイジェリア人など様々
です。イスラム圏からの留学生が多いのが特色です。日本人留学生
は東京外国語大学や国際教養大学，信州大学からなど，合わせて2₀
人ほどいました。寮の設備はお世辞にも良いとは言えないため(Wi-
Fiの通信速度が遅い，温水シャワーが ₁ 台しかない，ベッドが小さ
い，衛生状態が良くない，寮費が高いなど)，大学外に移り住む留
学生も多いです。私自身，生活費を削り，またマレーシア人とルー
ムシェアをするために大学近くの貸家に引越しました。
＜授業＞
　金沢大学での授業とは異なり，週に 2 ， ₃ 回ある授業がほとんど
です。授業の大半はマレー語で開講されるため，留学生が英語で履
修できる科目は限られます。
　マラヤ大学では初心者向けのマレー語の授業はなく，私は「マレー
シア国民大学」という別の大学でマレー語を勉強する特別なプログ
ラムを受けていました。授業料はレベルごとに ₁,₅₀₀リンギット(約
4 万 ₅,₀₀₀円)です。初めは英語の学習だけで精一杯で，マレー語
を勉強しようか迷った時期もありましたが，マレー語を勉強したこ
とでマレーシアをより深く知ることができたため，マレー語を勉強
して本当に良かったと今では思っています。
　なお，マレーシアの総人口の約22％を中華系が占めているため，
努力次第では留学中に中国語を修得することも可能だと思います。
＜おわりに＞
　金沢大学とマラヤ大学の大学間協定は2₀₁2年に結ばれたばかり
で，金沢大学からの派遣留学生は私が第一号でした。先に留学した
先輩がいなかったため，情報収集などに苦労しました。この報告書
が留学を目指す後輩の情報収集に役立てば幸いです。
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ドイツ
レーゲンスブルク大学

人間社会学域人文学類　西川　祥子
 
　私が留学するきっかけとなったのは，2 年次に参加したサマー
コースでした。当時はドイツ語をほとんど話すことができず，チュー
ターをしてくれた学生に言いたいことをうまく伝えられなかったこ
とが悔しくて，一方でそれでも一緒に楽しい時間を過ごせたことが
うれしくて，もう一度ここに来ようと決めました。ドイツには ₃ つ
の協定校がありますが，私はサマーコースと同じレーゲンスブルク
大学に留学しました。
　私が留学した2₀₁2⊘₁₃年，現在留学中の2₀₁₃⊘₁4年，そして2₀₁4⊘
₁₅年と，ドイツへの留学を希望する人が多くなっています。その際
に日本人留学生の多さで留学先を迷う人がいますが，それはドイツ
に限らない話だと思います。私は自分を含め ₇ 人で同じ大学へと留
学しました。はじめから，ここに戻ると決めていた私は留学先で迷
うことはありませんでしたが，ドイツでの学習がどうなるのか少し
不安に思っていました。その経験を踏まえて，留学先を決める際の，
また留学先での学習生活のイメージの参考になるように，レーゲン
スブルク大学の紹介を交えながら話を進めたいと思います。
留学中の学習環境
　レーゲンスブルク大学では，学期が始まる前に ₆ 週間ほどの語学
コースを受けることができます。はじめにレベル分けのテストを受
け，自分のレベルにあったクラスに入ることになります。コースを
終えると一つレベルが上がり，学期が始まってからも，そのために
定められた種類の授業を履修し単位を得ることができればまた一つ
クラスを上げることができます。留学生向けに開講される授業数が
多いのもレーゲンスブルク大学のよいところでしょう。私はそれら
留学生向け授業のほかに，ドイツ人にまじって以前から興味のあっ
た韓国語の授業も ₁ 年間受講しました。もちろん授業はすべてドイ
ツ語で行われるので，よい息抜きでありながらも同時にドイツ語の
勉強にもなったと思います。
　授業のほかに，ドイツにはタンデムパートナー（日本語を学ぶ学
生と互いに学習時間を共有する）という制度があります。私は毎週
決まった時間にタンデムの時間を設けていました。最終的には私に
は ₃ 人のタンデムパートナーがいましたが，彼らとの学習が一番大
きい成果だったと思います。毎週きちんと時間をとってもらえるか
ということのほかに，これも人によるのですが，私のパートナーは
とても仲良くしてくれて，タンデムの時間とは別に一緒に過ごすこ
とも多く，ほんとうに大切な友達になりました。ドイツに留学の際
は，タンデムパートナーを見つけて学習することを何よりもおすす
めします。
日本人が多いことは障害か
　これには一概に「はい・いいえ」で答えることはできませんが，少
なくとも私が言えるのは，必ずしも悪いことでは無いということで
す。私は周りに日本人が割と多い環境だったと思いますが，言葉の
学習に関して思うような成果が得られなかったとは思っていません
し，みんながいたからこその安心感，助けられたこともたくさんあ
りました。どんな環境であっても，どのように頑張るかは自分が決
めることです。日本人のいない環境を利用して自分を追い込んだ方
がいい，と思う方はそれが正解なのでしょう。でもその場所に行き
たい理由があるのなら，周りは気にせず自分のためにそこを選んで
ください。私はサマーコースで実際にその場所を知っていましたが，
そうでない場合はやはり留学した先輩に質問して，大学の情報はも
ちろん街の様子を聞き，自分がそこを気に入れるかどうかも考えて
みるといいと思います。留学で何よりも大切なのはモチベーション
です。韓国語のクラスで偶然にサマーコース時のチューターに再会
し，嬉しいことばをもらいました。あの時はあまりたくさん話せな

かったけど，今こうやって話しているのはすごいことだね。頑張っ
てほんとうによかったと思いました。皆さんの留学生活が実り多く
感動に溢れますように，応援しています。

人間社会学域経済学類　小杉　実菜
 　
　私は2₀₁2年の ₉ 月から2₀₁₃年の ₈ 月までドイツ・レーゲンスブ
ルク大学に入学していました。留学前にこの派遣報告書を何度も読
み返していたことが懐かしく，そして今度は自分が書く立場になっ
ていることを感慨深く思っています。今回，金沢大学からは ₇ 名派
遣されており，レーゲンスブルクの街や授業の様子は他の方が書い
ていると思うので，私個人が一年間外国で暮らし，感じたこと考え
たことを書いていきたいと思います。
志望動機
　私は入学以前より留学したいと考えており，初学者ゼミや日本文
化体験学習の授業を履修し，そこで多くの留学生と出会い，互いの
異なる考え方や文化等を学ぶ機会を得たことで留学への想いがより
強くなりました。また大きな目標としては，主要言語であるドイツ
語を向上させること，そして今後の学習に活かすため，ヨーロッパ
経済の中心であるドイツで異文化交流を通して自分自身の教養を深
めることを掲げました。
「外国で暮らす」ということ
　私は海外に個人で行くということが初めてであり，サマーコース
も受けず，そのまま留学という道を選んだためドイツにもヨーロッ
パにも行くのが初めてでした。サマーコースに参加した後での留学
であるならば，₁ ヶ月ドイツで過ごした経験もあり少し自信を持っ
て留学に望めたのでしょうが，とにかく少しでも早い段階で留学し
たかったため，ドイツに向かう前も着いてからも不安は抱えたまま
でした。留学準備として先生に週一回の話す練習時間も設けまし
たが，実際にドイツに着いて，すぐにはドイツ語で人と会話できる
語学力がなく，最初はJa/Nein（ドイツ語のはい/いいえ）すら英語
でYes/Noと出てしまうといった状態でした。しかし何をするにも，
とにかくどうにかして自分の意志を相手に伝えないと生きていけな
いので，電子辞書を片手に英語とドイツ語を混ぜながら何とか意思
疎通を図ろうとがむしゃらに毎日を過ごしていました。大学での授
業が始まってからも，他国からの留学生は，間違いを恐れずに自分
の意見を伝えよう，発言しようと話し続けますが，私の場合は「間
違ってたら…」などと考えたり，語彙力のなさ等からなかなか発言
するのに慣れませんでした。またドイツ語に囲まれることについて
いくのがやっとだったので，最初は苦労しましたし，先生にも「大
丈夫？」と声をかけられたほどでした。本当に当時はきつかったで
すがこの経験で毎日一歩ずつ成長しているな，と留学していること
を実感出来ました。
一人旅
　ドイツは治安が比較的よく，危機感を持ちながらであれば知らな
い街でも夜一人で歩くことが出来る国です。また電車代が日本に比
べ安価であり，州が一つの行政単位であるドイツは州内であれば特
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に切符が安く手に入るため，主に日帰りですがよく一人で旅行に出
かけていました。この一人旅は私を成長させた大きな要因であると
思っています。日常生活ではすぐそばに友人がいたため「困ったと
きは助けてもらえば良い!」という考えで生活していましたが，旅行
中は辞書を頼りに全て一人で対処しなければなりませんでした。も
ちろん，街並みはその街々で全く違いますし，その街を見ることが
私の楽しみだったのですが，その時々に出会った人とちょっとした
会話をすることがとても楽しく，そして私の語学力をあげてくれま
した。
バンベルクのおじさん
　レーゲンスブルクはバイエルン州というドイツで最大の州に属し
ます。一人旅を始めた頃にバンベルクというバイエルン州内の小さ
な街に行きました。この街は小ベネチア地区と呼ばれる地区が有り，
川沿いに家が立つきれいな街です。ここではラオホビアというバン
ベルク特産の燻製ビールがあるのですが，それを飲みにレストラン
に入った時に一人のおじさんに出会いました。この出会いはかなり
私にとって強烈でした。彼は地元の人でレストランの常連さんらし
く一人でビールを飲んでいたのですが，アジアの女の子一人がレス
トランにいることが珍しかったらしく，私に声をかけてくれました。
ドイツで留学していることやクラシック音楽の話など本当にいろい
ろな話をしたのですが，私が日本出身だということを伝えると，彼
は急に号泣と言っていいほどの涙を流し始めました。よくよく話を
聞いてみると，東日本大震災を受けそれでも日本人は前を向いてい
るということがすごい。ということでした。最初涙を流している理
由がわからず，男性の涙をあまり見たことがなかったのですごく驚
いたのですが，日本のために遠い異国の地で涙を流してくれる人が
いることに本当に感動しました。彼の涙は一生忘れないと思います。
また辛いことも頑張って乗り越えようとも思えたひとときでした。
その他
　日本から荷物を何度か届けてもらったのですが初めの荷物が2₇
㎏あり，商売用の荷物の輸出だと思われ，隣町の税関で止められた
ことが有りました。その当時本当にドイツ語が話せなかったので郵
便局で荷物の場所を筆談を交えて聞いたりするのが本当に大変でし
た。荷物もとても一人では運べる重さではなかったのでドイツ人の
友人に車を出してもらいようやく荷物を受け取りました。一人では
路頭に迷うしか無かったので，助けてくれる友人には本当に感謝し
ています。留学中には困ることが本当にたくさん出てきます。その
時は友人なりにとにかく助けを求めることが大切です。またドイツ
の秋から冬にかけては日照時間がすごく短く，さらに気温も低く外
に出るのが億劫になります。どうしても部屋に閉じこもりがちで気
分もなかなか上がらず，精神的にきつい時期でした。天候で気分が
こんなにも変わるものかと思いましたが，この時期をいかに乗り切
るかが鍵になるのだと思います。また辛い時に日本人の友人がいた
ということが私にとってはすごく大きなことでした。もちろん外国
人の友人は視野を広げてくれる大切な存在ですが，困ったときに細

かなニュアンスが伝わる，日本語で話せる存在がいることはありが
たかったです。金沢大学からではなくても日本人の友人がいること
は，異国の地で暮らす際にそれ以上に心強いものは無いと思います。
留学に行くと，きっとあらゆるバックグラウンドを持った日本人に
も出会えると思います。その出会いを大切にしてください。
　最後になりましたが，留学は今までの価値観を₁₈₀度変えること
のできる機会です。とにかくいろんなことにチャレンジしてくださ
い。私はいろいろな失敗をすることで成長することができるのだと
改めて感じました。留学に悩んでいる人もいるかと思いますがとに
かく一歩進んでください。そうすることで変われると思います。後
悔はしません。とにかく外に出てみてください。私はこの一年で自
分自身の物の見方を大きく広げることが出来ました。私にとってこ
の一年はかけがえの無いものですし，生涯付き合っていきたい友人
を得ました。この経験をさらに活かして今後の学生生活，その後の
人生を歩んでいきたいと思います。

人間社会学域国際学類　本　　穂波
 　
　私は，ドイツ・レーゲンスブルグ大学に留学していました。ドイ
ツで過ごした ₁ 年間は私にとって，本当に最高のものでした。ドイ
ツのおいしいビールや，きれいなクリスマスマーケット，食べてお
くべきおすすめ料理など，書きたいことは色々あるけれど，ここで
は，私の経験から，やってよかったことや，やっておけばよかった
こと，更には，レーゲンスブルクに留学するにあたっての，基礎的
な情報をいくつか紹介しようと思います。
＜留学前＞
語学の勉強
　語学の勉強は当たり前ですが必要です。もちろん，一年間留学す
れば日本にいるのとは比較にならないくらい，言語が早く上達しま
す。ですが，言語ができる限り上手になって留学するのに越したこ
とはありません。私も，何度も何度も，友人と話しているなかで，
伝えたいことが伝わらずに，歯がゆく思うことがありました。また，
何よりも，重要かつ，難しいドイツ語を必要とするタイミングは，
残念なことに，留学したての頃に多いような気がします。例えば，
寮の契約・銀行口座の開設・入学手続きなどなど・・・私は，言語
に自信がなかったので，このような契約が不安でたまりませんでし
た。ですから，できる限りでよいので，言語を勉強しておくのは重
要なことだと思います。
＜留学中＞
各種申請
①外国人登録
　ドイツは₉₀日以内の観光ビザが認められているため，日本にい
る間にビザを取得する必要はありません。私達の場合は大学につい
てしばらくしてから外国人登録とビザの取得をしましたが，大学が
全て手伝ってくれるため，特に心配はありません。ただし，外国人
登録証(Ausweis)の受け取りは各自で行かなければなりません。
②銀行口座の開設
　こちらも大学側が全てサポートしてくれたために，自分ではほと
んどすることはありません。レーゲンスブルク大学の場合，留学生
は皆Sparkasseという銀行に口座を作ることになります。
③保険
　保険は以前に留学に行った先輩方のお話から，日本で入る必要は
ないと聞いていたので，私は，ドイツで保険に入るまでの ₁ ヶ月
程のみを日本の保険でカバーして，それ以後はドイツの保険に入っ
ていました。これもまた大学側が指示してくれるようにしていれ
ばよいので，特に用意するものはありません。全員がTechnicker 
Krankenkass(TK)に入ります。ただし，2₀₁₃年から若干値上げして，
月に₇₇．₀₁ユーロ払っていますからけっこうな出費です。
寮について
　私はGoldnerTurmという，世界遺産のど真ん中にある寮に住んで
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いました。寮自体も世界遺産のすごい建物です。個室が個々人にあっ
て，シャワー・トイレ・キッチンが共同のタイプの寮で，光熱費や
水道代も全て込みで毎月2₃₅ユーロです。事前にいくらぐらいの寮
費が払えるかについて確認する手紙をもらえます。何も希望を書か
なければ，2₀₀€前後が基準となります。私達の場合は，全員街の
中に住んでいたので，それよりも若干割高で，2₅₀€前後でした。レー
ゲンスブルク大学に留学するのでしたら，2₀₀ ～ ₃₀₀€くらいが寮
のお金に当たると思っていればよいと思います。
授業について
　ドイツは第二言語なので，専門教科は取っていません。留学生用
のドイツ語クラスはA₁ ～ C2 までのレベル別になっていて，
Sprachkurs（会話・文法・読解など幅広く扱う）週 4 回
Sprechenkurs（プレゼンテーションなどの会話の授業）週 ₁ 回
Schreibenkurs（作文の授業）週 ₁ 回
が基礎となっていって，さらに
Landeskunde（ドイツの基礎知識をドイツ語で学ぶ授業）
Babylon(ドイツ語で演劇をする。かなり本格的です)
Phoneik（音声学）
Literaturkurs Deutsch(ドイツ文学を扱う授業)
などなど幅広い授業が用意されています。自分でこの中から好きな
ものを選びます。半期ごとの学期終了時のテストにさえ受かってい
れば，レベルがひとつずつ上がっていく仕組みですが，先に挙げた
Sprachkurs・Sprechenkurs・Schreibenkursのどれかを取っていな
い，もしくは単位を落とした場合は次のレベルに進めません。
　ちなみに，入学してまず一番初めにどのくらいの語学力があるか
を測るテストを受けなければなりません。この時に決まったレベル
から，毎学期，ひとつずつレベルアップしていきます。
インターンシップの経験
　私は，ドイツでインターンシップをしました。理由は，国際学類
では，海外で働くことが視野に入っている人もいるのですが，まだ，
働いたこともない私にとって，それが自分に合うのか，どういうも
のなのか，実際に体験してみなければ分からないと思ったからです。
ドイツにある，日系企業を中心に，自分でどのような会社があるか
調べ，気になるところにかたっぱしからメールを送りました。こう
して，ある日系企業に受け入れていただいて，2 週間のインターン
シップをしました。普段よりも，きちんと言葉を理解しなければと
思うと，どっと疲れた 2 週間でしたが，学校に行くだけではわから
ないドイツも知ることができてとても有意義でした。
　留学は，人それぞれにいろいろな形があります。これが正解とい
う形はなくて，パーティーに行ったりと，活動的に外に出て行くの
も ₁ つの形だし，本を読んだり，授業にきちんと真面目にでること
もまた ₁ つの形です。私自身，初めのころは，どうしたら最大限に
充実したものになるのかを考えて，焦ってばかりいました。しかし，
留学は，自分らしいペースでマイペースにすればよいものなので，
こうしなきゃというようなことはあまり考えず，できる範囲のこと，

やりたいことをやればいいんだと，ゆったりした気持ちで望むこと
が大切だと思います。
Ich hoffe, dass du in Deutschland die schönsten Tage in 
deinem Leben verbringen wirst! Viel Spaß!

人間社会学域国際学類　三村和佳子
 　
【はじめに】
　私は2₀₁2年 ₉ 月から2₀₁₃年₁₀月まで，レーゲンスブルク大学に
派遣留学しました。私が留学したレーゲンスブルク大学は，大学名
にもある通り，レーゲンスブルクという街にあります。レーゲンス
ブルクはドイツの南部，ドイツ最大の州バイエルン州に位置し，ミュ
ンヘンから電車で ₁ 時間半ほど北東へ走ったところにあります。旧
市街全体が，ユネスコ世界遺産に登録されており，観光地の ₁ つと
して有名な街です。
　私が留学先をレーゲンスブルクに決めた理由は，①レーゲンスブ
ルクという街，②ドイツ語授業の充実，③現地の学生のための日本
語コースが開講されている，という以上の ₃ 点です。私は派遣留学
の前に，レーゲンスブルクでの語学研修に参加していました。その
時，街並みや町の雰囲気に魅かれ，そして何より世界遺産の中に住
んでみたい，という思いがありました。②については，学期が始ま
る前に，留学生のためのドイツ語集中語学コースが無料で受講出来
たり，学期中のドイツ語授業においても，各レベルごとに様々な授
業が設けられていたためです。日本語コースの開講については，自
身の専攻である日本語教育が海外では，どのようになされているの
か，また日本語学習者がどんなことに興味をもっているのかなど，
海外の日本語教育を見てみたかったからです。
【集中語学コース・授業】
　₉ 月初めから，学期が始まる₁₀月中旬までの約 ₁ ヵ月半，ドイ
ツ語の集中語学コースが行われており，事前の書類手続きで申し込
めば，無料で受講することができます。コース開始前にプレイスメ
ントテストを受け，その時の自分のレベルに合ったコースを受ける
ことになります。授業は平日朝 ₈ 時半から始まり，午前中に ₁ 時間
半の 2 コマ，午後に ₁ コマを受け，₁4時半までの授業です。学期開
始前に，ドイツ語学習，上達させたい人はもちろん，留学生と早く
知り合いたい人にも，受講をお勧めします。
　学期間の授業は，自分でシラバスをみて，取りたい授業を取る形
です。集中語学コースを受講し，全てのテストを合格した人は，次
のレベルに上がることができ，そのレベルの授業を選んでとるよう
になります。集中語学コースを受講しなかった人は，学期の初めに
プレイスメントテストを受け，その結果のレベルの授業から選択，
受講します。私はドイツ語の授業だけを受講していました。ドイツ
語の授業だけでなく，専門の授業もとることが出来ます。しかしそ
のためには，ある一定レベル以上のドイツ語または英語が求められ
ています。
【手続き・生活】
　外国人登録や，健康保険の加入手続き，銀行口座の開設など，留
学するうえで必要な手続きは，全てチューターの方がサポートして
くれたため，特に困ることはありませんでした。
　留学生は，大学の寮に住むことになります。私は事前に，旧市街
の中に住みたいと希望を出しており，希望通り，旧市街の中の寮に
住むことが出来ました。寮の設備や様子は，寮によって様々ですが，
私の寮はキッチン共用，バス・トイレについては，個人のバス・ト
イレが備え付けてある部屋もあれば，共用の部屋もありました。私
は前者でした。部屋には勉強机，イス，ベッド，本棚，戸棚が予め
置かれていて，布団や枕も給付されます。
　レーゲンスブルクは治安が良く，物価も安い，非常に住みやすい
街です。街中にはカフェやレストランが溢れ，一年中を通して，観
光客で賑わっています。ドイツでは，日曜日はほとんどのお店が閉
まっています。生活していて，日本と時間の流れ方の違いを感じま
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した。とてもゆったりとしています。カフェに行って，美味しいコー
ヒーとケーキを頂きながら，過ごす放課後や休日は，本当に至福の
時でした。
【Stammtisch・Tandempartner】
　先に述べたように，レーゲンスブルク大学には日本語コースが開
講されています。そのコースの講師である，日本人日本語教師の方
が，Stammtisch（スタムティッシュ）という会を開いてくださって
います。このStammtischとは，日本・日本語に興味があるドイツ
人と，ドイツ・ドイツ語に興味がある日本人の交流会です。毎週木
曜日の夜に，レストランに集まって，食事をしながら，お酒を飲み
ながら，思い思いに会話を楽しみます。ネイティブのドイツ語に触
れることが出来ますし，参加しているドイツ人も日本語を勉強して
いるので，日本や日本語について一緒に考えることが出来る，いい
機会になると思います。
　Tandempartner（タンデムパートナー）とは，語学パートナーの
ことです。日本語を勉強している学生とタンデムを組んで，ドイツ
語を教えてもらい，日本語を教える，というように，お互いの学習
言語に関してサポートをし合います。ただ学習面のサポートをし合
うだけでなく，遊びの面でも，一緒に日本料理を作ったり，旅行に
出かけたりしていました。Tandempartnerは自分で探して組むこ
ともできますし，先に述べた日本語教師の方に言えば，斡旋してく
ださいます。
【さいごに】
　留学するかを決めるのは，大きな決断だと思います。私も本当に
留学すべきかどうか，しばらく悩んでいました。しかし，相談にのっ
てくださった先生が，「少しでも行きたい気持ちがあるなら，絶対
に行った方がいい」と言って下さり，留学を決めました。留学を終
えた今，本当に行って良かった，という気持ちしかありません。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，自分の
したいことを，とことんしてほしいと思います。

人間社会学域国際学類　小上　知朗
 　
　僕は2₀₁2年の夏から約 ₁ 年間，ドイツのレーゲンスブルク大学
に留学し，主に外国語としてのドイツ語の勉強をしていました。レー
ゲンスブルクという街は世界遺産に登録された古き美しい街で，治
安もよく大変過ごしやすい街です。電車で ₁ 時間ちょっとで大都市
ミュンヘンまで行くことができ，ロケーションも抜群です。
　僕たちは大学の所有するいくつかの寮に振り分けられました。場
所もさまざまで，我々日本人は全員，世界遺産に登録された旧市街
地の中の寮で ₁ 年間生活することができました。大学からは少し離
れてしまいますが，バスの便数も多く，大学へのアクセスは非常に
楽でした。また，寮もそれぞれ違いがあり，僕の住んでいた寮はキッ
チンと洗濯機のみ共有でしたが，シャワー，トイレは自分の部屋に
あり，さらに冷蔵庫も部屋の中に備え付けてありました。他の寮で
は冷蔵庫の中身が盗まれるなどの問題があったそうで，自分用の冷
蔵庫があって本当によかったなと思いました。
　私が大学で取っていた授業はほとんどドイツ語の授業でした。ク
ラスは大体2₀人前後で構成され，いくつかのレベルに分けられて
います。基本的にすべてドイツ語で最初はついていくのに必死でし
た。また週に 2 回，₃ 回ある授業もあり，よりたくさんドイツ語を
聞いて，使う機会があったように思えます。クラスメートはヨーロッ
パからアジアまで，さまざまな国からの留学生でした。
　レーゲンスブルク大学にはさまざまな留学生をサポートする団体
があります。ひとつはチューター。これは₁₀₀人ほどの留学生に ₃
人ほどしか付きませんが，何でも相談に乗ってくれるやさしい方ば
かりでした。もう一つはISNRという学生グループで，留学生を招
いてパーティをしたり，みんなでバーに行ったりなど，さまざまな
イベントを用意してくれました。最後に大学の日本語教師をされて
いる方が毎週開催しているStammtischという日本に興味のあるド

イツ人と日本人が集まって，一緒に飲みながら話すという行事に参
加しました。僕はそこで 2 人の語学パートナーを見つけることがで
き，定期的に会って，お互いの言語を教え合いました。
　とにかくドイツでの生活は最初，慣れるのが本当に大変でした。

（水や，食べ物，気候，システムなど）レーゲンスブルクではほとん
どのお店（バー，レストラン以外）は夜 ₈ 時にしまってしまいます。
そして日曜日は基本的にほとんどのお店がやっていません。唯一駅
のスーパーだけやっています。日本の感覚だと24時間のコンビニ
があって当たり前だったのですが，こちらではそういうわけにはい
きませんでした。そして大学の寮ではインターネットに制限があり，
日本の家族や友達とスカイプをすると 2 時間ほどの映像通話で一日
の使用量を超えてしまうことがよくありました。しかし，良いとこ
ろもたくさんあります。街の中に図書館は年間₁₀ユーロほどで本
や映画が借り放題。そして野菜や果物が本当に安いです。またエコ
に力を入れているドイツでは，ほとんどのペットボトルやビン，缶
にデポジットが付いています。そしてほとんどの施設で学生割引が
あります。
　まとまらない文章になってしましましたが，僕は本当に留学して
よかったと思います。一年海外に住むことによって，異文化を知る
だけでなく，自分の国の文化やシステム，人柄などいろいろと見つ
めなおすことができました。また現地では，自分とはまったく異な
るタイプの人や，人生経験豊富な人，普段出会うことのできないよ
うな人たちと一緒に話したり，価値観について考えたり，勉強以外
にも多くのことを学びました。ちょっと気になったり，悩んだりし
たら，是非派遣留学に行ってみるべきだと思います。

人間社会学域国際学類　島谷　彩羅
 　
　私は去年の ₉ 月から今年の ₈ 月までドイツ・レーゲンスブルクに
滞在した。なぜこの地を留学先として選んだか。それには ₃ つの理
由がある。一つ目は，レーゲンスブルクが一昨年サマーコースで ₁
か月間滞在した地でなじみがある上，その時にこの都市の魅力にひ
かれてもう一度来たいと思ったことである。二つ目は言語力，特に
英語とドイツ語の向上であり，生活面ではドイツ語，交流の一部で
英語を使うことで両方の向上を期待した。そして最後は交流である。
ヨーロッパに位置するドイツはヨーロッパをはじめとする世界各国
から人々が集まり，また自分でも他国に足を運びやすいため，さま
ざまな人々や異なる文化に触れられると考えた。
　では次に実際の留学について学習面，生活面にわけて報告する。
まず，学習面だが，レーゲンスブルク大学では ₉ 月の ₁ か月間留学
生向けに語学向上コースが設けられていて，授業が本格的に始まる
前に準備段階としてドイツ語を学ぶことができた。どれだけ日本で
勉強していたとはいえ，現地についたころは簡単な質問さえ理解す
るのに苦しみ話すこともほとんどできなかった。そのため，この語
学向上コースの中で話す・聞くことに慣れることができたので本当
に有意義な ₁ か月間であったと思う。₁₀月からは授業が始まり，語
学向上コースの延長であるドイツ語のコースを履修し，同時に英語
の授業もとった。₃ か月くらいたつと，授業内容は他の人の力を借
りずとも理解し積極的に参加することができるようになった。日本
では自分の意見を述べるという機会が授業では比較的少ないが，ド
イツではその機会が多く，最初はとまどったが最後はさまざまな
テーマで議論することが楽しいと思えるようになり，国や人による
意見の違いが出ることも多く興味深い内容が多かった。語学向上の
ために他にもしていたことがある。そのひとつはタンデムである。
タンデムとはお互いの言語を学ぶもの同士で週に 2，₃ 回一緒に勉
強したり，出かけたりして言語を学ぶ制度だ。授業では習えない生
活面で必要な言葉や話し言葉，若者言葉などを学ぶことができた。
もうひとつ，スタムティッシュという集まりにも参加した。週に ₁
度レストランで日本語に興味のあるドイツ人，ドイツ語を学びたい
日本人が集まって食事や会話をするものだ。自由参加型で気楽に行
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ける上，そこで多くの人と知り合うことができ，そのまま休日の遊
ぶ計画を立てたりすることも多かった。言語を学ぶ上で，わたしに
には机の上での自己学習よりも，人と話して話す練習をしつつ新し
い知識を得るという方法のほうがあっていたので，授業よりも後者
の方法で言語力が伸びたといっても過言ではない。レーゲンスブル
クでは授業だけでなくこういったプライベートでもドイツ語にふれ
られる機会や学ぶ機会がとても多く，日々の生活そのものが語学の
向上に大いに役立っていた点は本当によかった。
　次に生活面について。住んでいたのは世界文化遺産に登録されて
いる市街地にある有名な建物が寮として使われているところであっ
た。キッチンと風呂は共同で部屋は個別になっていた。留学生だけ
でなくドイツ人も一緒に住んでいたので学習を助けてもらうことも
あった。日本でも寮生活の経験はなかったが思っていたよりキッチ
ンの衛生面以外寮生活にほとんど悪い面はなかった。むしろ暇な時
間に部屋からでれば人と顔を合わせることができたので孤独感がな
かった。また，街中にあったのでカフェや買い物などに行くにはと
ても便利で，バスが充実していたため学校へのアクセスもよかっ
た。ただ，夜遅くと日曜日はレストランや軽食の店などをのぞいて
閉まっているので，退屈したり急な買い物ができず困ることもあっ
た。ドイツは比較的物価が安いのもよかった点である。食費だけで
なく旅行に行く際もいろいろな割引があったりして海外でさえ安く
行けた。そのため，ドイツ国内外と休日や長期休みを生かしていろ
いろと足を運んだ。日々の過ごし方であるが，平日は朝か昼から授
業に行って夕方には帰り，そのまま友達と出かけたりご飯を一緒に
作ったりすることが多かった。週 ₁ 回でスタムティッシュ参加，週
2，₃ 回のタンデムはかかさずしていた。休日はパーティーをしたり，
遠出して違う街で行われているイベントや祭りなどに参加しにいっ
た。冬の長期休みの間はスペイン，イギリス，フランスの ₃ か国で
その国の出身の友達の家に滞在させてもらうという貴重な体験をし
た。旅行とは違って異なる国の家庭の習慣にふれられたのはとても
よかった。帰国前の休みにはオーストリア，チェコにも行くことが
できた。ドイツ国内外ともに，有名な場所を訪れながらその国の文
化や歴史に触れ，日本と異なる点に興味を持ったりすることは新し
い視点を持つという点でもとても刺激になった。
　このレーゲンスブルクでの留学は私の人生において本当に貴重な
体験となった。“言語”というひとつの媒体を通してさまざまな人々
と出会い知識や経験，楽しみや考えを共有することができる，とい
うことを改めて実感した。大学に入学する前まではひとえに言語を
学びたいと言っても英語が話せることばかり重要視していたが，今
回第二言語のドイツ語を学びに行ったことでその考えが変わった。
英語に限らず言語は国境を越えて学ばれ，ある種文化として存在し，
異なる人々や国を結ぶことができる。そしてお互いが通じ合えばそ
こからまた交流は広がり，衣食住などの文化が互いに流入する。そ
ういった世界のつながりの根本を見たような気がした。これからは
ドイツ語と英語の更なる向上をめざし，時間が許せば他の言語も学
習していきたいと思う。

人間社会環境研究科人間文化専攻　阿部　友美
 　
　私は2₀₁2年 ₉ 月から2₀₁₃年 ₇ 月にかけてドイツ・レーゲンスブ
ルク大学に留学しました。ここでは，私が留学前に先輩や留学生，
先生方に質問していたことや，実際に ₁ 年留学していて思ったこと
などを中心にお話したいと思います。レーゲンスブルクでの体験談
が中心になりますが，これから留学を考えている皆さんの助けに少
しでもなれたら幸いです。
　まず金銭面について。留学前にあちらの大学に払わなければい
けないお金として，学生共益費(食堂のカードや定期券など)と寮
の敷金礼金のようなものがあります。二つ合わせて₃₀₀ユーロほど
支払った覚えがあります。授業料は基本的にありませんが，夏学
期と冬学期の間それぞれにある留学生向けのドイツ語特別コース

(Pre-Semester Intensive Language Course)を別途希望する場
合，4₀₀ユーロかかります。その内 ₉ 月の方は，協定校からの留学
生へのサービスとして無料で受けることができましたので，私はこ
ちらのみ受講しました。毎月支払う分としては，家賃(2₅₀ユーロ
ほど)と健康保険料(₇₀ユーロほど)があります。家賃は自分がどの
寮のどの部屋に入れられるかによってかなり金額が変わってくるの
で，事前提出の希望申請書でどういった部屋を望んでいるのかしっ
かり書いておくことをおすすめします。街中か大学付近か，バス・
トイレが自室に付いているか，最大月いくらまで出せるか等の条件
を書いておけば，多少考慮してもらえます。食費ですが，これは外
食の頻度によってかなり差が出ます。自炊中心にする場合，スー
パーの食材が日本と比べてとても安いのでひと月₁₀₀ユーロ以下で
済むかもしれません。例えばじゃがいも ₁ キロ ₁ ユーロ弱，りんご
₁ キロ 2 ユーロ弱で買うことができます。レストランで外食となる
と，メインに ₈ ～ ₁₅ユーロ，飲み物に ₃ ユーロ以上かかります。
ただ，外食は他留学生やドイツ人と仲良くなれる貴重な時間でもあ
るので，出しても惜しくないと思えるような機会は逃さないように
していました。更にドイツに着いてすぐは身の回りのものを揃えた
りするために多少のお金がかかります。季節が変わると衣類も買わ
なくてはいけない場合も出てくるかと思いますが，個人的に衣類の
値段は日本と同じくらいかと感じました。セールや値引きをうまく
利用すべきです。ドイツの冬はとにかく寒いので，サイズが合うか
不安な人は頭から足先までの防寒具を日本で買っておいて後で送っ
てもらうのも良いかもしれません。電車料金が安いので気軽に遠出
できたのも良い経験となりました。国内の小旅行を何度もしたい人
はBahnCardというものについても調べてみるとよりお得になると
思います。
　次に勉強面について。ドイツに着くとまずクラス分けテストが実
施され，留学生はその結果によってA₁ からB2 までのクラスに分
けられます。A₁ はドイツ語初級クラス，B2 は中級クラスです。先
に述べた学期前インテンシブコースを取る場合，すべての授業に合
格すると本学期で一つ上のクラスに行くことができます。同じよ
うに，本学期では「文法(Textarbeit)」「聞き取り(Hörverstehen)」

「発表(Sprechen)」「作文(Schreiben)」の 4 つの基本の授業を登
録・合格すると次の学期(またはインテンシブコース)での受講可
能クラスレベルを上げることができます。留学生は基本的にこうし
た留学生用のドイツ語授業を受けていくことになります。基本授業
の他にも沢山の留学生用授業が開講されているので，大学のホーム
ページでDeutsch als Fremdsprache(DaF)の授業を事前に見て
おくと良いと思います。もちろんDaF以外の授業も登録して受ける
ことができます。自分の興味がある学科(Fakultäten)のシラバス
(Vorlesungverzeichnis)でどんな授業があるのか見ることができ
ます。学期末テストに合格する自信がなければ，最初の授業開始時
に担当教諭に聴講したい旨を告げるのも良いかもしれません。
　生活面について。私が一番重要だと感じたのは，現地で親しい
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友達を何人か作ることでした。楽しいことばかりではない慣れな
い環境の中で，語学勉強や研究，異文化交流・体験を継続してい
かなくてはならない時に，親しい友達が近くにいてくれることが
とても心強く，またこういった人たちのために早くドイツ語を理
解したい・話せるようになりたいという気持ちが湧いてきまし
た。そういった友達は，同じ寮・クラス内以外でも様々な場所で
見つけることができました。私は，ISNR(International Student 
Network  in Regensburg)主催のKaff ee Stunde，Stammtischや各イ
ベント，Deutsch-Japanisch Gesellschaftの集まり，Japanisch 
Stammtisch in Regensburgや大学の各イベントで，ドイツ人や
ドイツ人以外の大切な友達を見つけました。彼らと日常から行動を
共にし，ドイツ語を話さなくてはいけない環境をなるべく自然に・
楽しくなるようにしました。みんな日本についてすごく興味を持っ
てくれているので，日本語や日本の歴史・文化・風習などについて
ドイツ語で説明できるのは嬉しいしとても良い練習になりました。
もっと日本について事前にいろいろと知っておくべきだったと思っ
たのと同時に，ドイツ人と一緒に新たな発見に驚いたりドイツ人の
意外な日本観を知って感心したりしました。特に日本料理を説明し
ながらみんなで作るパーティーは人気があり，日本人たちで何度も
主催しました。逆に様々な国の文化などを生の声を通して知ること
ができたのも貴重な体験だったと思っています。休日に何人かで散
歩に行ったり，カフェで何時間も二人で語り合ったりしたことも良
い思い出です。今でも世界のいろいろな所からドイツ語でメッセー
ジや手紙が届いてこうしてやりとりできていることは，授業や研究
で学んだことと並んで私の大きな財産になっています。勇気を持っ
ていろいろなことに飛び込んでいくのが大事なのだと感じました。
ここまで読んで下さって，ありがとうございました。良い留学にな
ることを心より祈っています。Viel Erfolg!

ドイツ
デュッセルドルフ大学

人間社会学域人文学類　二村真梨子
 
　私は ₁ 年間ドイツのデュッセルドルフ大学に留学してきました。
デュッセルドルフは，日本企業の進出も盛んで日本の総領事館もあ
り日本人が多い都市として有名です。日本人学校もあり，駅前のイ
ンマーマン通りには日本の食品を買えるお店や日本食レストランが
多く，日本人を見かけることも珍しくありません。
　デュッセルドルフ大学には現代日本学科という学科あり，多くの
学生が日本に興味を持っています。日本人留学生のチューターはこ
の学科の人がついてくれるので，最初の事務的な手続きの不安も少
ないと思います。また，スタムティッシュという現代日本学科の学
生と日本人の飲み会に出たり，タンデムパートナーというお互いの

言語を教えあう人を見つけたりすれば，多くのドイツ人と交流を持
てます。
　ドイツ語の授業は，週 ₃ 日ある日本人のためのドイツ語クラス，
週 2 コマ分の留学生用のドイツ語クラス等があります。どちらも学
期初めのレベル分けのテストでコースが決まります。他の授業はシ
ラバスを見て各々授業登録をします。現代日本学科の授業はテーマ
が分かりやすくとっつきやすいのでお勧めです。
　住むところは，学校の寮があります。寮のタイプは色々あってそ
れぞれ家賃も違います。どこに住むかは運なので分かりませんが，
私の寮費は電気代と水道代込みで€₃₀₀くらいでした。インターネッ
トは使い放題で月€₁₅くらいです。寮は学生ばかりで，寮ごとのイ
ベントもあり，ドイツ人だけでなく他の国から留学してきた人との
交流もできて楽しかったです。寮でのトラブルはその寮ごとの管理
人に相談すると解決してもらえます。食事は，自炊していました。
食料品の値段は日本より少し安いので，食費は日本より安く済むと
思います。また学校に通う交通費はかかりません。学生証があれば，
デュッセルドルフのあるノルトライン・ヴェストファーレン州の州
内はバス・トラム・電車（特急以外）は無料です。大学へはトラムで
通いましたが，交通費はかかりませんでした。
　冬学期が₁₀月から ₁ 月まで，夏学期が 4 月から ₇ 月下旬まで授
業がありました。冬学期にはクリスマス休暇もあります。冬休みが
2 カ月と長く，語学学校に行く人もいれば旅行に行く人もいました。
デュッセルドルフは，ドイツの東側にありオランダ・ベルギーは場
所によって日帰り旅行できるくらい近いです。また大学から電車で
₁₅分くらいのところにデュッセルドルフ空港があるので遠いところ
にもいくことができます。他には，上に書いた学生証があれば州境
までは無料で行くことができ，学割早割の制度を使えばかなり安く
チケットを買うこともできます。なので，ドイツ国内の旅行はもち
ろん国外への旅行もしやすいと思います。他にもデュッセルドルフ
にはクリスマスマーケット，ライン川での花火，カーニバル，日本
デー等行事が多いので休みが長くても退屈しませんでした。
　デュッセルドルフは，日本人が多く日本への理解もある都市です。
危ない目にあったことはなく，治安もいいと思います。銀行には日
本デスクがあり，日本総領事館も近くにあります。大学内や街には
日本語が話せるドイツ人や，逆にドイツ語がペラペラな日本人が沢
山います。だから，もし何かトラブルに巻き込まれたときは心強い
と思います。ただ，周りがそういう状況なので，自分からドイツ語
を話そうとしないとドイツ語が身につかないかもしれません。言葉
が達者な人を見ると自分の拙いドイツ語が恥ずかしく思えるときも
あると思いますが，多くの人，特に現代日本学科の学生は発音や語
順が違っていてもこちらの言いたいことを汲み取ろうとしてくれる
ので，頑張って話してみてください。自分から話すことを心がけれ
ば，デュッセルドルフはとてもいい留学先だと思います。向こうの
学生の言いたいことが分からなくても日本語で補助すれば理解でき
るし，逆にこちらが日本語や日本のことを教えて気づくこともあり
ます。また，ドイツで勉強したり働いたりしている日本人の経験を
聞くこともできます。他にもデュッセルドルフには移民も多く様々
な背景を持った人と接することができるので，語学の上達以上のも
のを得られると思います。

人間社会学域法学類　松本　恭平
 　
₀，はじめに
　「留学」の目的とは，みなさんにとってどのようなものなのでしょ
うか。どのような気持ちでこの報告書を読まれていますか。
　私が留学をするかどうか悩んでいた頃，私は過去の留学された先
輩方の報告書を何度も読み，留学することへのモチベーションをあ
げた記憶があります。ただ，毎回読んでいて思ったことは，書いて
ある内容が具体的すぎるということです。私の場合で言えば，これ
らの報告書の意義は，専ら留学することへのモチベーションをあげ
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ることでした。というのも，すでにある国へ留学したいと思ってい
る人で，留学についてさらに考えを深めたいのであれば，留学先の
大学のWebサイトで大学のことについて調べたり，留学係の方に
留学された先輩を紹介してもらうなりして，留学の準備についてや
留学する際の注意点などは個人的に調べることができるからです。
留学をするつもりなのに，最低限自分で考え，行動できないのであ
れば，留学しても何も行動できないでしょう。今もその考えは変わっ
ていません。だからこそ，私は留学して自分が何を思い，考えたの
か，というようなことをここでは報告したいと思います。
１，留学の目的
　私は，ドイツのデュッセルドルフ大学に一年間留学しました。金
沢大学では，ゼミで「法の正義論」について研究しており，特にドイ
ツの法哲学者ヘーゲル，カール・マルクスについて研究していたの
で，彼らについて現地で深く研究したいという思いもありましたし，
彼らが生まれ育ったドイツという国はどのような国なのか，直感的
にでもいいから感じてみたいという思いがあったので，ドイツに留
学しました。ただ，この留学の目的の根底にあったものは「未知な
るものに対して挑戦してみたい」という気持ちです。金沢大学に入
学した頃からなんとなくでしたが，学生である間にどこかに留学し
てみたい，という気持ちはありました。しかし ₃ 年生までは他にや
ることがあり，気づけば留学するとしたら，4 年生後期からのスター
トとなってしまい，就職活動や卒業する年が遅れてしまうなどのデ
メリットがあり，留学する上での財政面の問題もありました。そし
て，語学レベルの低さの問題も。また，よく聞く話ですが，留学を
したとしても就職活動にうまく生かせないことはざらにあるという
話も聞いていました。そんなとき，すでに就職をされていた先輩が
私に言ってくれた一言が私を後押ししてくれました。その一言とは，

「₁₀代は₁₀代でやりたいことや，やるべきことがあるし，2₀代は2₀
代で新たにやりたいことや，やるべきことができる，おそらく₃₀代
もそうだろう」という内容です。要は，大学時代にやりたいことを
保留にしたところで後になってそのことできんのか，じゃあ今やっ
とけよ，という意味だと思います。それを聞いた後，留学に対する
私の本当の気持ちとは何なのか，を改めて考え直し，留学すること
を決めました。
２，留学
　ドイツの大学に入学する一ヶ月前，私はまず一ヶ月間の語学学校
に通いました。その学校のクラス分けテストでは語学レベルが下か
ら二番目のクラスに入りました。当時はドイツ語が全然できなかっ
たので，クラスの授業もリスニングに関してはほとんど聞き取れま
せんでした。しかしながら，アジア圏以外の国からその語学学校に
通っている人たちは，ドイツ語ができる人が多く，何故私と同じク
ラスでドイツ語を勉強しているのか，と毎回疑問に思っていました。
また，そのクラスでは自分から話さない人間は相手にされませんで
した。元来，目立ちたがり屋の私からすると，「これはやばい」と思っ

たわけです。ですので，授業の時間以外は，自習室で毎日ドイツ語
を勉強し，授業の休み時間になれば積極的にクラスの人間に話しか
ける，授業内容はあらかじめ予習しておりディベートを除けば授業
自体はそんなに難しくなかったので，先生が私をあてるときはあら
かじめ用意していた答えではなく，あえてユーモアのある答えを言
う，というふうにしてみんなの視線を私に向けさせる努力をしまし
た。その事が功をなしてか，自然と向こうからも話しかけてくれる
ようになり，ドイツ語もある程度話せるようにもなりました。その
とき思ったのが，私が最初相手にされていなかったのは，ドイツ語
ができるかどうか，という問題ではなく，自分から意思表示をする
ことで，私はあなたと話したいんです，という意欲を伝えられてい
なかったからだと思いました。話すドイツ語は完璧ではなくていい，
ただ相手に意思を伝えたいということの方が重要だということを，
この一ヶ月間では学びました。
　そしてそのあと，デュッセルドルフ大学に入学しました。そこで
は，語学レベルの診断テストをしてから，自分の語学レベルを教え
てもらえます。デュッセルドルフ大学はドイツ語を学ぶクラスが非
常に充実しているので，そのレベルがわかり次第，多くのクラスを
受講することができました。また，デュッセルドルフ大学では日本
語学を勉強している学生が多いので，両方の言語を用いながら会話
ができ，そのような面でもドイツ語を勉強することに充実している
と思います。
　このドイツに住んだ一年間は，非常に多くの外国人と交流するこ
とができました。国民性の違いによってかなり考え方や行動の仕方
に違いがあったりすることに驚きを覚えました。また，ドイツの学
生や他の国の留学生は総じて，かなりの量の勉強をしていたり，と
常にそのときの自分と比較して驚くことばかりでした。留学したこ
とで一番何が変わったか，と聞かれれば，平たく言えば，日本で生
まれ育った自分の考え方が全てではない，ということに気づいたこ
とだと思います。
３，おわりに
　留学をするかどうか悩んでいるみなさん，もちろんですが，私は
留学をしたほうがいいと思っています。この報告書がみなさんの留
学することへの勇気に繋がってもらえればうれしいです。

ドイツ
ジーゲン大学

人間社会学域国際学類　伊藤さやか
 
　私は2₀₁2年 ₉ 月から2₀₁₃年 ₈ 月までの ₁ 年間，ドイツのジーゲ
ン大学に留学していました。
　入学当初から「留学したい」という思いはありました。ドイツを選
んだのは，専門としてドイツ語やドイツ学を学んでいたこと，そし
て 2 回生の時に参加したサマーコースにおいて，ドイツという国を
もっと知りたいと強く感じたことが主な理由です。
　ドイツの協定校は現在 ₃ 校あります。その中でジーゲン大学を選ん
だ理由は，他の 2 校に比べて日本人が非常に少ないからです。本校か
らも，また他の日本の協定校からも留学生はかなり少なく，街にはほ
とんど日本人が居ないという環境で生活してみたかったのです。

環境について
　ジーゲンはノルトライン・ヴェストファーレン州の端に位置する
小さな街です。世界遺産のレーゲンスブルクとも都会のデュッセル
ドルフとも違い，人口₁₀万人ほどのごく普通の町です。街には山
や森林が多く起伏が激しい為，移動は主に徒歩かバスで行い，大学
は駅からだいぶ離れたところに位置しています。
　学生寮は街に点在しており，留学生はその中で選択肢を与えられ，
選ぶことが出来ます。学校からの距離，一人暮らしかシェアなのか
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といった点が寮を選ぶ際に重要になってくると思います。私は大学
から徒歩 ₅ 分の寮を選びました。基本的に ₃ 人から 4 人でシェアす
る形で月々約2₀₀€程度でした。様々な問題はあるものの，寮につ
いては満足していました。ジーゲンでは毎年学生が増え，学生寮の
倍率がどんどん高くなっています。交換留学生は特別枠として部屋
をとってもらえるようですが，大学側からの要請に速やかにレスポ
ンスをしないと寮が埋まってしまうので，気を付けて下さい。
授業について
　私は ₁ 年を通してドイツ語の授業をとっていました。ドイツ語
の授業は大きく分けて 2 種類あります。ひとつはKosiという外国
語センターが開講している週に ₁ 回程度のもので，もうひとつは
International Offi  ceが開講しているDSHテスト向けの毎日開講の
ものです。前期は両方の授業をとっていましたが，Kosiの方はあま
り内容が良くないと感じたので後期はとりませんでした。交換留学
生は基本的にどんな授業でもとることが出来ますが，日本人学生が
極端に少なくシステムがきちんと整備されていないので，履修につ
いては非常に苦労しました。ドイツ語の授業にしても普通の講義に
しても，International Offi  ceのチューターや教授と直に交渉をし
て進めていく必要があります。ドイツ語も英語もほとんど出来ない
段階でのこの作業はとても辛かった記憶があります。
交流について
　率直に言ってジーゲンには日本や日本語に興味のある学生があま
りいません。外国語センターで開講されている日本語の授業も週に
₁ 回程度でかつ途中で辞める学生がかなり多いので日本語が話せる
学生はほぼいないと言ってもいいでしょう。そういった環境に自ら
飛び込んだのはいいものの，現実問題としてタンデムパートナー(互
いの言語学習をサポートするためのパートナー )を見つけるのにも
かなり苦労しましたし，友達を作るのにも苦労しました。私は，空
いた時間に日本語の授業を受けたり，Facebookの大学のグループ
を利用したりしてタンデムパートナーを探しました。その他，週末
にはデュッセルドルフやケルンによく足を運びました。デュッセル
ドルフにはドイツで最も多く日本人が住んでおり，デュッセルドル
フ大学には日本語学科があります。そのためにドイツ人と日本人の
交流が盛んで，私は月に一度居酒屋で開かれる日本人とドイツ人の
交流会に参加していました。そこでドイツ人だけでなく日本人とも
交流することができ，それをきっかけに個人的な交友関係を築くこ
ともできました。また，ケルンにある日本文化センターという施設
では日本文化を紹介する様々なイベントが開催され，その一環であ
るドイツ人と日本人の交流会に参加していました。そこでも多くの
素敵な出会いがあり，友達を作ることができました。
その他
　留学中に経験したことの中で，私の世界を大きく変えたこと，そ
れは旅です。₁ ヶ月にわたるヨーロッパを巡る一人旅，先生と留学
仲間との東欧旅行，友達との週末旅行…₁ 年間で数えきれないほど
の旅をし，色々な世界を見ることが出来ました。そのどれもが私の
留学生活をより輝かせてくれました。そして，確実に自らの成長に
も繋がっていると感じています。
最後に
　私にとっての留学生活は，苦しいことや辛いことが本当に沢山あ
りました。もちろん楽しいことや嬉しいことも数えきれないほどあ
りましたが，そうした厳しい環境の中に居たからこそ，「自分の力
でなんとかしなければ」「どうにかして交流の場を広げたい」と必死
になって動いていたように思います。そうして，知らず知らずのう
ちに成長できていたのだと思います。
　こんな経験をした今だからこそ，留学を考えている・迷っている
皆さんへ。「悩んだら，まずは行動!」やってみなければわからない
こと，始まらないことがあります。
皆さんの留学が素晴らしいものになりますように。

フランス
オルレアン大学

人間社会学域人文学類　細江真理子
 
　₃ 年後期から 4 年前期にかけて，オルレアン大学に留学しました。
オルレアンは，パリから電車で約一時間という便利な立地であるこ
とに加え，街の人も親切で自然もあるので，私にとって非常に居心
地の良い場所でした。
＜授業について＞
　オルレアン大学の語学センターの授業は，フランス語学習から，
フランス文学・歴史・地理などの文化的教養に関するものまで様々
です。上の方のクラスにはスペイン語圏からの留学生や長らくフラ
ンスに滞在している人も多いので，最初のうちは，彼らのフランス
語のスピードに圧倒され，自信を失いました。しかしこの機会に，
自分の話すフランス語と徹底的に向き合ってみようと思い，授業や
フランス人との会話を録音して（もちろん，許可を得てから），家で
自分のフランス語を聞き直すという作業を続けました。声のトーン
も発音も全然イメージ通りでなかったので，最初は自分のフランス
語を聞くのがとても苦痛でした。しかし，自分なりに発音や話し方
を改良することは，理想のフランス語発音に近づくための良い練習
になったと思います。ディベートの授業では，話すスピードが遅い
分，予習は一生懸命やって意見をまとめていきました。その甲斐あっ
て，後期の終わりには，クラスメイトや先生が「まりこは良く調べ
てきていい意見を言う。プレゼンも素晴らしかった。」と言って拍手
をくれて，とても嬉しかったです。悔しい思いをバネにして頑張れ
ば，きっと道は開けてくるはずです。
　また，筆記や文法の授業は，日本人が活躍できる場なので，ここ
ぞとばかりにたくさん発言すると良いと思います。私はあるセル
ヴィア人のクラスメイトから頼まれて，週一回彼女に文法を教えて
いましたが，フランス語でフランス語の文法を説明することは良い
勉強になりました。
　留学前にフランス文学の授業を受講していたため，文学の授業は
よく理解できて楽しんで学ぶことができました。反対に，歴史に関
する知識は浅かったので，先生の言っている事を理解するのに必死
でした。日本にいるうちにできるだけいろいろな知識をつけて行く
と，留学先での授業も充実したものになるはずです。
＜フランスの家族＞
　オルレアンの二つの家族のおかげで，私は留学中に孤独にならず
に穏やかな気持ちで生活することができました。2 年次の語学研修
で一か月お世話になったホストファミリーと，今回の留学で最初の
₃ 日間お世話になったファミリーは，いつも本当の家族のような愛
情を持って私を迎えてくれました。ファミリーのお母さんとは特に
意気が合って，ギャラリーの個展やノエルのマルシェによく一緒に
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出かけました。年末には，親戚一同が集まる別荘に招待してくれて，
おいしい料理と幸せな時間を楽しみながら，フランス流のノエルや
年越しを満喫しました。たとえ寮生活をしていても，このような出
会いを大切にすることで，留学がより思い出深いものになると思い
ます。
＜留学前に考えるべきこと＞
　留学で得た大きな感動や刺激的な体験を，将来へと繋げていくた
めには，帰国後のビジョンを明確に持つことが大切です。私は，休
学せずに 4 年で卒業することにしました。同時に，家族や先生との
話し合いの中で他大学の院に進学することを決め，渡仏前に院試に
ついての情報収集を始めました。受験は帰国の約 2 ヶ月後でしたが，
フランス滞在中にも先生にメールで卒論指導や院試対策をしていた
だいたおかげで，無事合格することができました。卒業時期をどう
するか，進路や住居をどうするか，一つ一つが，留学，さらには将
来に関わる大切な選択です。この機会に，自分と向き合ってたくさ
ん悩んで，納得のいく留学のスタイルを見つけて下さい。
＜危機管理について＞
　貴重品の管理や見知らぬ人を警戒することは勿論ですが，たとえ
友達であっても，自分がやりたくないと思った事はしない，危険だ
と思うところには行かない，という強い意志を持って下さい。「ノリ」
に流されるのはとても危険なことです。断ることは失礼なことでは
ありません。危ない目に遭いそうになった友達を何人も見ているの
で，これから留学に行く方には，自分の意志を主張する勇気を持っ
てほしいです。
＜最後に＞
　留学中，辛い・悔しい思いをすることもあると思います。しかし，
その何倍もの感動や驚きがあるはずです。勇気を出して，ぜひチャ
レンジしてみて下さい。

人間社会学域法学類　金光　康成
 　
　Bonjour à tout le monde ! ₅ 年の金光です。オルレアンに渡航し
たのは 4 年生の後期です。そもそも，法学類の自分がなぜフランス
を選んだのか。そのきっかけから書いていきます。
留学のきっかけ
　大学 2 年のある秋の日の夜，オルレアン大学の留学生 2 人を留学
生会館まで角間坂を歩いて送っているときのことでした(私はこの
うちの ₁ 人のチューターでした)。「…! ？」「～ !!」とりあえず 2 人
がフランス語で会話していることは分かるけど…「フランス語でば
かり話してごめんね」と ₁ 人が声を掛けてくれたけど，その後も“英
会話”ならぬ“仏会話”が続きました。無論，自分には話の内容は分
かりません。ふと，この状況に置かれている自分を客観視してみま
した。盛り上がる 2 人の隣を無言で歩く自分。「もしかして，この
2 人は自分に対して“本音”で話してくれていないのかも」もちろん，
意地悪などのためではなく，彼らの日本語運用能力の限界のため「…

だったら，自分がフランス語を話せるようになればこの 2 人の本音
に迫れるんじゃ？」こうして留学してみたいという気持ちは日に日
に大きくなっていきました。
留学までの苦難あれこれ

【単位と内定】結局 4 年の後期に留学することになり，せめて卒業式
間近ギリギリまで滞在しようと目論んでいたのですが，あっさり崩
れ去ってしまいます。前期の単位取りこぼしによって，フランス渡
航日の直前にようやくもらった内々定を辞退…どころか2₀₁₃年度
で卒業できなくなってしまったからです。これは自分の要領の悪さ
が招いたことでしたが，迷いを残したままもらった内々定であった
ので，「またチャンスをもらったんだ」と意識的にプラスに考えるよ
うにしました。

【ビザ取得】大使館の手続の予約には要注意です。私は予約のために
大使館のホームページを覗いたときに愕然としました。₈ 月下旬ま
で予約が埋まっていたからです。そのため出発日を ₉ 月頭から2₀
日に延ばすことになってしまいました。フランス留学を考える人は
₆ 月頃から定期的に大使館の予約のカレンダーを見ておくべきだと
思います。

【資金】当然ながら留学にはお金が必要です。日頃から授業料免除を
適用し奨学金をもらっている私としては，どうやって費用を捻出し
ようか頭を悩ませました。結局，奨学金の増額で対応しました。
留学ってスゴイ？
　正直なところ渡航前まで，留学する人は全員が高尚な人だとばか
り思っていました。でも，いざ自分が留学する側になってみて，そ
うとも限らないんだなという印象を持ちました。同じ日本人留学生
を見ていると中には，日本人同士で固まっている人たち，遊ぶこと
(主にパーティー )に重点を置いている人たちetc…全く成長せずに
遊んで帰ってくることも可能だと思います。すべては本人次第。帰
国すれば「留学経験者」という肩書きが付くのかもしれないけど，そ
れは飽くまで上っ面の話であって，留学した本人が向こうで何をし
てきたのか，どんな経験をしたのか，考え方が変わったのか…を見
ることの方が大切だと思います。
心掛けたこと
　現地で意識的にしていたことは①フランス語を話す機会を確保す
る②パーティー (les soirées)に極力参加することの 2 つでした。①
は，夕食をフランス人学生たちと一緒にとるようにする，日本人学
生相手でもフランス語で話す，などです。スポーツにも当てはまる
と思いますが，語学はずっと"浸かって"いないと上達しないもの
だと思います。この"浸かる"経験を手っ取り早くできる方法の一
つが留学だと思うので精一杯活用しましょう。②は，フランス人
学生の友達を作ったりフランス語を話す機会を得たり，あるいは現
地の学生の"振る舞い"を見るというのも一つの楽しみ方だと思い
ます。私の場合は「ビズー」と「江南スタイル」がとても印象的でした
(笑)
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苦労したことあれこれ
　大学でのクラス分けではDAF(4 つあるうち上から 2 番目)に属し
ていましたが，フランス語の聴き取りに難儀しました。当初は授業
でも日常の会話でも困りました。聞こえたことを頭の中に留めてお
くことができずスルリと消え去ってしまう感じ…留学生同士で会話
していて，自分がよく理解できなかったときに，同じ日本人留学生
に「～って言ってるんですよ？」と日本語で言われ，自分の“フラン
ス語のできなさ加減”に辟易したことは一度や二度ではありません
でした。ようやく大きな問題なく聞きとれるようになったと思った
のはホームステイを始めてからのことでした。「最初からホームス
テイにしておけばよかった!!」と少し後悔するほど聴き取りの力が
向上したように感じました。もし経済的に余裕があるのなら，ホー
ムステイすることを個人的にオススメしたいです。
やりたいことをやろう
　クラスメートは楽しい人たちばかりで，自分はピクニックや
パーティー等のイベントを 2 ～ ₃ 回，企画しました。”Tu es vrai 
organisateur!!”(キミはしっかりした企画者だね!)と喜んでもらえ
たこともありました。他にも，法学部の講義に潜り込んでみたり(教
授がテキストをひたすら読みあげていて良く分からなかった…)，
演劇の授業で発声や気の発し方を学んだり，欧州周遊旅行も 2 回で
きました。
興味を持ってもらえたなら…
　フランス留学に興味を持った人は留学生係の方に私の連絡先を問
い合わせてもいいですし，私のブログ経由でアクセスしてもらって
もいいです。欧州旅行記やクラスメートを怒らせてしまった話，役
立つリンク集など，ここには書いていない話がたくさんあるので，
ブログの方も覗いてみて下さい。皆さんからの連絡をお待ちしてい
ます^^☆Blog：http://droitfrancais.blog.fc2.com/

人間社会学域国際学類　佐藤　　光
 　
　こんにちは。フランスのオルレアン大学に留学していた佐藤光で
す。僕が派遣留学生として滞在していたのは2₀₁2年 ₉ 月から2₀₁₃
年 ₆ 月にかけてで，ちょうど ₃ 年生後期からとなります。今後フラ
ンスに留学しようと計画されている方の参考になればと思い，僕の
留学に関しての経験を述べさせてもらいます。
留学前
　大学入学当初から留学に行ってみたいという漠然とした思いはあ
りましたが，実際に行動を始めたのは 2 年生の前期になってからで
す。担当教員に相談し，フランスの方を紹介していただいたり，留
学生採用面接の練習や推薦書などのサポートをして下さいました。
オルレアン大学との手続きやビザの申請を始めたのは年が明けて ₃
月頃からだったと記憶しています。特にこのビザ申請は非常に煩雑
でわかりづらい（その割に最重要な）手続きなので，早いうちに準備
しまた必要があれば経験者に相談するのもいいと思います。₆ 月頃

はビザ申請のために留学生が大挙して大使館に押し寄せる時期です
ので，予約が全く取れず絶望的に焦っていたのを今でも覚えていま
す。大使館は，これは仏大使館に限った話ではないと思いますが，
絵に描いたような“お役所”ですのであまり多くを期待しないように
しましょう。留学にかかる費用についてですが，ビザ申請のときに
₆₁₅ユーロ×（滞在する月数）プラス寮費など諸経費，を持っている
という証明が事前に必要になります（奨学金を受け取らない場合）。
ちなみに僕はその大半を両親に出世払いということで工面して貰い
ました。留学準備はそれを考慮すると，もっと以前の親に対する説
得工作から既に始まっていたのかもしれません。しかし，親に借金
してでも行く価値のあるものだと断言出来ます。
渡航後
　ホストファミリーの家に住む人も寮に入る人も，入国当日から数
日間お世話してくださるTemporary Host Familyを渡航前に向こう
の大学側が紹介してくれることになっているので当面の間は問題な
く過ごせます。加えてこの大学では第二外国語として日本語が教授
されているので，日本語が堪能な日本人担当チューターのような学
生もいました。
　他国からの留学生と親交を深めるのは，やはり「メシ友になる」の
が最も手っ取り早いと感じました。学期が始まってからだいたい
₁ ヶ月程の間，学食が混雑している時間帯を避けて一人で食べてい
ましたが（この大学の食堂は結構狭いと思っています），クラスの他
の人とは疎遠気味になっていました。それが何時だったか，クラス
のインド人に誘われ不承不承に昼食に付き合ったその日から急にク
ラスに溶け込めるようになり，今ではその味気なかった ₁ ヶ月間を
とても後悔しています。また，パーティー（飲み会）の情報も集めら
れると良いと思います。日本人と日本語を学んでいる現地の学生が
集うパーティーが多く開催されていました。
　授業は当たり前ですがフランス語を習います。読解，聴解，文章
表現，会話表現，文法，がメインです。文法と読解は復習の様なも
のであまり面白いとは感じられませんでした。またこれら以外にフ
ランス文化や歴史の講義があって，そちらはとても興味深いもので
した。時間割は大学側で決められていて，予想以上に忙しいものと
なりました。
　治安については，オルレアンは比較的良かったというのが実感で
す。ただ一度だけ大学付近で，深夜歩いていた人が ₃ 人組に襲われ
て財布を奪われるという事件があった様です。僕は市街の寮に住ん
でいたので物乞いの人々やガラの悪い若者をよく見ましたが，だか
らといって危険を感じるようなことはありませんでした。パリ，特
に有名な観光スポット周辺となるとやはり話は別で，スリや押し売
りに注意する必要があります。フランス以外の欧州に留学している
日本人がパリは治安が悪いと言っているのも耳にしました。しかし
オルレアン～パリ間は ₁ 時間で繋がっていますし，電車運賃も安い
のでパリを観ないというのは後々後悔することになるでしょう。
　この大学の留学生クラスは 4 月下旬にもう終業，つまり夏休みに
入るので帰国するまでの約4₀日間，ヨーロッパ諸国を一人で旅し
ていました。欧州はLCCとユースホステルが比較的発達している
ので，予想より遥かに安く旅行ができます。これもフランス留学の
大きなメリットだと思います。
最後に
　約₁₀₀万円というお金と，₁ 年という時間を使ったわけですが，
その価値は充分にあると考えています（目に見える実益があるかど
うかは判りませんが）。「₁ 年間を自由に使って学生として海外で楽
しく暮らす権利」は就職してからでは，たとえ₃₀₀万を積んだとし
ても買えなくなるのではないでしょうか（という主旨のことを言っ
て親を説得しました）。ぜひ，大学生であるうちに留学して色々な
経験を積むことをお薦めします。
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フランス
ロレーヌ大学

人間社会学域人文学類　竹浪　杏里
 
　留学の準備や経験を通じて感じたことなどを自分がやりたいと
思ったのなら留学してみるべきだと思います。
　わたしの専攻は人文学類のフィールド文化学コースです。二年の
後期から三年の前期にかけてフランス北部のナンシーにあるロレー
ヌ大学というところに留学していました。所属学類的には，国際学
類や仏文科のように語学としてのフランス語と直接のかかわりがあ
るわけでもありません。大学一年生のときに初習言語として英語以
外になにかひとつ言語を選ばなければならないとなったとき，フラ
ンスという国の文化にたいする憧れだけでフランス語を選択しまし
た。もちろんそれまでフランス語に触れたこともなく，まして留学
だなんて考えたこともありませんでした。
　留学を意識したきっかけは一年の ₆ 月頃，友人から留学を考えて
いると言われてからです。さらにこのころ知り合った先輩がフラン
ス留学経験者とドイツ留学経験者でした。それまでの私にとって
留学＝英語圏という考えがあったので，英語圏以外に留学する人も
けっこういることに驚きました。けれど実際に留学した人の生の話
を聞いているうちに自分も現地で生活してみたい，語学を頑張って
みたいと思うようになり，派遣留学生の募集に応募しました。この
ときはまだ自分が選ばれるとも思っておらず，自分が選考を通った
というメールを見た時には喜びよりも驚きのほうが大きかったのを
覚えています。
　準備の段階は思っていた以上に大変でした。フランスという国は
日本と比べるととても時間にルーズだと思います。大学との書類の
やり取りも時間がかかりますし，そのほかの寮の手配やビザの手続
きにも大分時間を割きました。注意しなければならないなと思った
のは，こまめに文書を確認することと，日程に余裕を持たせて準備
をはじめることです。危うくビザがとれなかったかもしれず，とて
も焦ったのが今でも忘れられません。
　フランスについた後も色々とありました。わたしにとって初めて
の海外だったので，シャルルド・ゴール空港からナンシーに行くま
ではフランスの空気やパリの街並みに感動したり，財布をすられか
けたり(ぎりぎり財布は無事でした)，駅でチケットの扱いに慌て
たりと忙しかったです。ナンシーに到着した後も一代前に留学して
いた先輩に紹介してもらった人(もちろんフランス人)によるナン
シー案内，銀行口座の開設，入寮の手続き，携帯の契約などやるこ
とが多く，はじめの 2 週間は流れるように過ぎていきました。授業
開始よりもすこし余裕を持った日程にしておいて本当によかったと
思います。
　所属していたのは大学の語学留学生用のコースで，学期末にある
DELF DALFというフランス語の試験が成績代わりになるところで
した。日本にいた頃と比べると，週あたりの授業時間は約2₀時間
とそれほど多くはなく，そのうえバカンスの期間が長いのに驚きま
した。さすがフランスだなと。授業の雰囲気や進め方は先生により
違いますが日本とそこまで違うことはなかったと思います。ただ印
象的だったのは，生徒による能動的な授業の受け方と全体的に予習
と復習が欠かせなかったことです。個人的に日本にいた頃からすべ
ての授業の予習・復習をしていたとはいえないのですが，あちらで
はどちらも欠かせないものになりました。留学前にDELF B2 を取
ることを目標としていたので，試験直前の長期休暇中は授業がなく，
自主学習するしかなく少し困りました。けれど，フランス語の勉強
は授業だけではありません。友人との会話や遊んでいるとき，クラ
ブ活動内でも行うことができました。とくに口頭試験の面接対策と
して，友人が面接官役をしてくれたのにはとても助けられました。
　日常生活のほぼすべてがフランス語を介してなので，フランス語

を学ぶ機会の多さは日本にいた頃と比べ物になりません。やはり留
学のメリットのなかではこのような環境面が一番大きいのではない
かと思います。他にも，自文化とは違う生活様式をもつ異文化圏で
の生活や価値観・宗教観などが違う人たちと知り合う機会がおおい
こと，色んな国から来た人と友達になれたことなども自分の成長に
つながった要因かなと思います。
　留学に行く前と後で劇的に変わったことは　と聞かれてもこれ!
と断定できるものは分かりません。それでも考え方や行動に少しず
つ影響はあったと思います。また人間的に成長出来たのではないか
と感じています。異文化圏での長期生活は自身の専攻の文化学や
フィールドワークに通じるところもあるので，とても貴重な経験に
なりました。留学で得るものは個々の人によって違うと思います。
けれど，確実に何か影響を受けることはあり，その経験がすぐでは
なくともいつか身になります。もし留学に興味があるのなら，ぜひ
一歩踏み込んで実際に留学してみてほしいです。

人間社会学域国際学類　吉本カンナ
 　
　私は2₀₁2年 ₉ 月から2₀₁₃年 ₅ 月までの₁₀か月間，フランス，ナ
ンシーのロレーヌ大学に派遣留学していました。今回は大きく分け
て準備，現地での生活，授業と勉強，それから自分の個人的な変化
についてお話ししようと思います。
・準備
　手続きに関しては，色々と苦労したことがありましたが，一番困っ
たのはビザの発行が一発でできなかったことでした。というのも，
フランスの寮のほうから受け入れることが決定したというメールが
来たものの，住所が書かれた証明書が送られて来ず，ましてフラン
ス語は ₁ 年強しか学んでいない状態です。案の定大使館からやり直
しの連絡が来ました。その際には，フランス語の先生に非常に助け
て頂いて，何とかビザも渡航前に発行されました。資金のことに関
しては，実家暮らしではありますが家族に資金援助を頼める状態で
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もありませんでしたし，私自身も，自分で得た資金で留学する方が
向こうでの時間を大切にできると思い，アルバイトをしたり貯金を
くずしたりしてなんとか費用を用意することができました。
・現地での生活
　現地での生活は，パリで駅まで移動する際にジプシーに囲まれた
ことから始まりました。先輩からも散々聞いていたことで，気を付
けてはいたのですが，両手が荷物で埋まっている上に相手が ₃ 人で
は避けることもできませんでした。何とか振り払って電車に乗りナ
ンシーに着きました。ナンシーはパリよりも安全で暮らしやすいと
ころでしたが，それでもやはり注意は必要です。夜遅くに女の子だ
けで出歩くのは避ける，部屋を離れるときは鍵をかける，など金
沢でも気を付けるべき点に注意していれば何も怖いことはありませ
ん。ただ，服装は日本で着ていたような服装は避けるべきです。ハ
イヒールやミニスカートは昼ではなく夜に着るものであって，変な
勘違いをされることもあります。いかに日本が恵まれた国か，とい
うことがよく分かりました。
　着いてしばらくの間は，右も左も分からない，言葉も分からない
状態で心も折れる暇もなく走り回っていました。しばらくして生活
に慣れてくると，色々なものが見えてきます。好奇の目で見られる
ことも確かにありましたが，やはりナンシーの方々は優しい人が多
かったです。スーパーで野菜は量り売りされているのですが，もた
もたしていたら近くにいたご婦人が手伝ってくれたり，体調が悪く
て道端で動けないでいると手を差し伸べてくれたりしてくれる方も
いました。
・授業と勉強
　授業は，最初のテストによって ₈ 段階に振り分けられます。何の
手違いがあったのか，私は上から ₃ 番目のグループ ₆ に分けられ，
先生もフランス語しか話さない，ほかの生徒はフランス語が話せる
という中で，一人だけほとんど分からない話せない状態で，焦った
私は家に帰るとすぐに動詞活用の練習をするようになりました。ひ
たすら書いたり読んだりを繰り返していると，不思議と ₃ か月ほど
したら先生が何を言っているのか分かるようになりました。それで
も話せるようになるには時間が必要で，最初のうちは伝えたいこと
をまず伝え，徐々に長い文を話すようにしていくようにしました。
それから，一番効果があったと思うのは，誰かの真似をするという
ことでした。最初のうちはフランス人の真似をするのは難しいので，
フランス語が上手な韓国人の友人の真似をするようにしました。文
と文のつなげ方，間合いの取り方，息継ぎの場所，など色々真似を
していくと，不思議なもので，半年が経つ頃には彼女と普通に会話
ができるようになりました。とにかく間違えてもいいので，学校で
習ったことを実際に口に出して使ってみることが大切だと思います。
・個人的な変化
　フランスでは何か一つ手続きをしようとすれば必ずと言っていい
ほど問題が生じてきますし，基本的には一人ひとりに担当の役割が
決まっていて，下手をするとたらい回しにされます。その上，自
分の意見をしっかり持たないとどんどん不利な状況に追い込まれま
す。ほとんどの場合相手からは動いてくれることはありませんし，
基本的に自己責任が問われる国です。完了するまでにとても時間が
かかるため，前もって行動すること，それから自分から行動に移す
ことが身に付きました。加えて，分からないことは分かるまで質問，
聞き直しをする大切さ，違うことは違うという度胸も身に付きまし
た。もちろん，語学力は身に付きましたが，それ以上にこれらのこ
とが私にとって大きな成果でした。
・最後に
　ここまでいろいろ書きましたが，留学は本当に楽しいものだと思
います。フランスの諺に，“Tout est bien qui fi nit bien”「終わり
よければ全てよし」とあるように，嫌なことや辛いことがあっても
最後には自分のいた国や人が大好きになっているはずです。今，こ
れを書いていて写真を見返しているのですが，もう既にフランスに
帰って美味しいワインとともに，友人とチーズフォンデュを囲みた

いと思っています。それから，自分の留学のことを支えてくれてい
る人が沢山いることも忘れないでいてほしいと思います。拙い文で
はありますが，私の経験が次に旅立っていく方々の手助けになれば
幸いです。皆さんの留学生活が充実したものになるよう祈っていま
す。Bonne chance !

スペイン
バルセロナ自治大学

人間社会学域国際学類　関　真理菜
 
　¡Hola!  バルセロナでの留学経験を交えながら，留学を考える皆
さんのお役にたてるようなお話が出来ればと思います。
【きっかけと動機】
　私の場合は，海外で生活してみたいという単純な憧れから留学を
考えるようになりました。場所もなんとなく英語圏でなどと考えて
いましたが，大学に入って素敵なスペイン語の先生，社会人の方を
含めたクラスメイトのからの刺激を受けながら，スペイン語とスペ
インの文化を知る楽しさにはまってしまったのがスペインへ留学を
考えるようになったきっかけでした。
　ただ，それだけでは選考をパスできない。ということで，バルセ
ロナを含めたスペインの言語政策・建築・経済状況と人々の暮らし・
卒論など，選考のために動機と目的を設定。正直，完全に“後付け”
でしたが，スペインの現状を調べるようになったり，旅行ではない，
留学から得られるものは何か，長期の滞在を通して何を得たいかを
真剣に考える機会になったことは間違いありません。どこに行くに
せよ，長期滞在を考慮した目的・目標の事前設定は現地で過ごす上
でのモチベーションの維持，そして苦しくなった時の支えとなるで
しょう。ともかく目的を明確にし，目標達成のためどのような方
法が考えられるかをじっくり時間をかけて考えることをお勧めしま
す。そのうえで，留学経験者から授業の情報はもちろん，他にどん
な活動に参加したかなど話を聞くことも，現地でどう過ごすか具体
的にイメージすることの手助けとなるでしょう。
【準備は計画的に】
　スペインの場合は滞在期間にもよりますが，ビザの発行に ₁ ヵ月
半～ ₃ ヵ月かかります。ビザの申請にも様々な書類が必要で，入
学許可証が届いた上で，さらに健康診断書や無犯罪証明書等をそろ
えます。私の場合は 2 月の中旬出発予定にも関わらず，詰め込んだ
授業や₁2月のインカレに向けた部活の練習で余裕が持てなくなっ
てしまい，ビザ申請のため大使館に足を運んだのは ₁ 月の初めでし
た。「今申請しても出発には間に合わないよ」と係の人に言われ，そ
れからはいつビザが出来るのかと不安で仕方ありませんでした。2
月出発だと，学内選考に合格してから出発まで期間がほとんどない
ので，現地大学からの受け入れ許可を依頼するところからビザを発
行するまでスピーディーに進めなければなりません。しかし，準備
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に取り掛かるのが遅かった私は出発の 2 日前に東京でビザを受け取
り，前日に住んでいた寮から新潟の実家へ荷物を運び，次の日には
成田から出発という強行スケジュールをたどることとなりました。
幸いにもビザは出発に間に合ったわけですが，大使館の方や親にか
なり迷惑をかけてしまったと反省しています。そんな私が人のこと
なんて言えませんが，みなさん出発の準備は計画的に!
【留学中の生活】
　日本でビザを受け取っても，そのまま現地に長期滞在できるわけ
ではありません。スペインの場合は到着してから ₁ カ月以内にビザ
を書き換え，居住許可を得る必要があります。着いたばかりでまだ
生活に慣れない中で，こうした生活していくために必要な手続きや
授業の履修登録などの煩雑な手続きのため最初の ₁ ヵ月は非日常の
連続に少し疲れてしまうかもしれません。
　ただ，この手続きを乗り越えてしまえば授業やその他活動におも
いっきり専念できます。授業に関しては，バルセロナ自治大学の場
合，基本的に留学生用の授業を履修することになると思いますが，
英語や翻訳の授業等を現地学生に混ざって履修することも可能で
す。詳しいことはウェブサイトでシラバスの閲覧も可能なため割愛
し，授業以外に私が力を入れた活動を ₃ つに絞って紹介します。
　まず，₁ つめに言語交換が出来るTANDEM（タンデム）プログラ
ムについて。最初に名前や母国語等の情報を登録してから，私の場
合は，スペイン人の学生とコンタクトをとり，決まった曜日にカフェ
で会うようになりました。スペイン語を話す練習に付き合ってくれ
たり，宿題を手伝ってもらったり，逆に私は彼女の日本語の学習を
サポートしました。定期的に会ううちに練習相手というよりは，友
達として楽しく交流することができて，よい相手に巡り合えたこと
に本当に感謝です。連絡をくれたのは彼女からでしたが，自分から
相手を探すことも可能です。スペイン語を極めたいと考えている人
はぜひタンデムを活用してみてください。日常的に使われる口語表
現や，現地の人の生活，考え方など，授業だけでは知りえない発見
があるでしょう。
　2 つめに，現地で日本人だからこそできるボランティアって結構
あります。日本語，日本文化に興味を持っているスペイン人は私が
思っていた以上に多く，例えば日本文化フェスティバルで日本の遊
びや箸の使い方を教えてあげたり，スペイン語の名前に漢字をあて
てあげたりすると大変喜んでもらえました。また，バルセロナで行
われた日本語スピーチコンテストの手伝いも印象的です。観客の
方々には日本語が分からない方もいるため，出場者が日本語で話す
内容に合わせてスライドにスペイン語訳を出すという仕事をしまし
た。そのかたわら，日本語で堂々とスピーチをするスペイン人参加
者の方々の姿に感銘を受けました。
　₃ つめに，領事館が主催するインターンシップについて。自分の
語学力で務まるのか不安に思いながらも応募し，面接を受けた上で，
レストランで ₁ 週間ほど業務に携わりました。緊張しっぱなしでし
たが，とにかく迷惑をかけたくないと必死になりながら，わからな
いことは積極的に質問することを心掛けました。従業員の方やキッ

チンのスタッフも親切に対応してくださり，よく声もかけてもらえ
るようになって楽しく仕事をすることが出来ましたし，最終的には
頑張ったね，と認めてもらえて本当に良い経験となりました。
【最後に】
　留学生のサポートに携わったり，音楽フェスティバルで通訳をし
たりと，留学経験を帰国後の活動に生かすことができ幸いに思って
います。私は始め留学することに親の反対もありました。同じよう
に両親の反対や，経済的理由，休学することへの不安で留学を悩む
人も多いのではないでしょうか。ただ，留学をして後悔する人をほ
とんど聞きませんし，やはり悩みながらも行きたいという気持ちが
あるなら，私は，ぜひ!と留学を応援する立場です。日本にいて学
べることもたくさんありますが，留学から得られるものはやはり大
きいと感じました。がんばってください!最後に，留学をサポート
してくださった，金沢大学の先生・留学生係の職員の方々，両親・
友人，現時で出会った人達に本当に感謝しています。ありがとうご
ざいました!

人間社会環境研究科社会システム専攻　田嶋　愛子
 　
はじめに
　スペイン・バルセロナ自治大学への留学を志願し準備していた頃
がつい昨日のことのようです。実際の ₁ 年間の留学生活はあっとい
う間でした。帰国後 4 か月が経ち（執筆時₁₁月），このたび，今後
留学を志す学生の皆さんに向けたメッセージを書ける機会をいただ
きました。留学前の事務上の手続きから留学中の体験談に至るまで
当時の自分を思い出しながら，皆さんが「留学する!」までのちょっ
とした疑問や心配を吹き飛ばせるようベストを尽くします。
「スペイン語」
　当然のことのように思われるかもしれませんが，勉強・研究の成
果面だけではなく留学前・留学中の不安や悩みを解決する手段とし
て，最も役に立つのは「スペイン語」です。そしてそれはやはり留学
前からコツコツ継続していくことが大事なのだろうと思います。大
学での授業や事務手続きは外国人との会話にかけて経験豊富な先生
やスタッフの方々を前に，ある程度落ち着いて言いたいことを表現
することができます。しかし，それ以外の場面で自分の意向や疑問
を相手に伝えるために，スペイン語は死活問題です。現地で銀行口
座を開設するとき，携帯電話を契約するとき，スーパーで陳列され
ているのがほうきのブラシ部分だけで「柄」が見当たらない事態etc.. 
実際使う場面を想像すると，スペイン語に対するモチベーションが
一層湧いてきませんか。
　もちろん，話しながら学んでいけばOKだと思うのですが，私自
身，上手く伝えられないと消化不良のようにモヤモヤし，スペイン
語上達こそがより楽しく安心して暮らせる一番の方法だと考えるよ
うになりました。一般的に，スペインは開放的な雰囲気を持った社
会で，見知らぬ人と道中尋ね合うことが自然です。これはスペイン
の温かさを感じる，私の一番のお気に入りです。あるいは，スペイ
ンに限らずもっと地域的な広がりをもった社会の特徴なのかもしれ
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ません。街で尋ねるとどの人もきちんと答えてくれ，私も通りを歩
くと道を聞かれたりしました。ですので，困ったときは現地の人に
質問する絶好のチャンスでもあります。（但し，オープンすぎて馴
れ馴れしい人もいるので，質問する相手は見極める点に注意です。
繁華街ではスリや詐欺も多いので気を付けなければなりません。）
ビザ申請
　渡航前及び渡航後しばらくは，スペイン滞在の為のビザに関わる
手続きに奔走しました。必要書類を集める事自体はそれ程難しくあ
りませんが，いざはるばる東京まで大使館に赴く前に，一見細々と
見える事柄について色々余念は欠かさない方がよいというような話
を耳にしました。その際，私が当時読んでいた（まさにこの）留学報
告記の中にスペイン・ビザ申請について金沢大学生からのアドバイ
スが載っており，とても参考になりました。健康診断書には朱肉の
病院印が必要等についてだったと思います。ちなみに，私は当時福
井に住んでいたのですが，スペイン大使館指定の健康診断書に応じ
てくれる病院を探すのに苦労しました。手間をいとわず受け入れて
下さるところは病院の規模に関わらずあるらしいのですが，私の場
合は結局，大使館へ書類一式を提出する前日に合わせ東京・日比谷
の医院に予約を入れました。ビザ申請時の健康診断書作成や海外渡
航に必要な予防接種等を専門としているようで，私の弟や，留学先
で知り合った東京在住の日本人学生さんも同じ病院を利用したそう
です。地方で探す場合，普段からのかかりつけのお医者さんに頼む
と快諾してくれる等聞きましたが，いずれにせよ期日に間に合うよ
う情報収集が大切です。
　さらに，最新の情報は外務省やスペイン大使館のホームページで
チェックする必要がありますが，当時は ₆ か月以上の滞在の場合，
新たに“Tarjeta de Estudiante”と呼ばれる学生査証取得のため現
地で別途書類を揃え，その際市役所と警察署にそれぞれ 2 度ずつ計
4 回赴きました。市役所へは本来 ₁ 回で事足りたはずなのですが，
私の場合，大学寮の契約書に担当者の署名だけでなく「スタンプ」も
必要であることを窓口で指摘され，日を改めて出直しました。
大学生活
　滞在中，テレビ番組「笑ってコラえて」の企画でバルセロナ自治大
学や日本語を学ぶ学生さん達がクローズアップされたようです。私
もその回を録画したものを見ましたが，大学の明るい雰囲気をその
まま映してくれていたように思います。日本やアジアに興味があり
言語も習得している学生さんが想像以上に多く，刺激を受けました。
また，バルセロナという土地柄からとりわけ「カタルーニャ」を通じ，
いわゆるマイノリティと（現時点では）みなされている文化一般につ
いて現在も興味がつきません。

　世界各国から留学生が集まるスペイン語の授業や大学寮の生活
は，スペインだけでなく色々な国の文化に触れる機会となりました。
スペイン人・留学生に関わらず，授業などを通して自然と話をする
ようになり交流は広がっていきます。このような国際的な場では，
自分らしさも大切にしながら，あえて一段高めの積極的自己表現が
必要なのかもしれません。
おわりに
　志願を決めるまでや渡航直前というのは特に，ワクワクと同時に
様々な心配が先立ってしまうのが普通だと思います。金銭的な課題
や就活等の留学後の進路をはじめ，人それぞれ不安なテーマは異な
るでしょう。さらに，留学中はハッピーで楽しいことだらけではも
ちろんありません。しかし，少なくとも私は今まで，「留学なんて
しなければよかった」と言う人を見たことがありません。留学の意
義は各々作り上げていくものですが，これは，「海外で暮らしてみ
て起こる様々な出来事を通じ，問題を前向きに捉え解決していく考
え方が培われる」ための契機が，留学そのものに共通してしかもふ
んだんに含まれているからではないでしょうか。そして，スペイン
です。フランス・パリ市の助役を務める女性のインタビュー記事に，
たまたま私も同じように抱いていたスペインの印象を象徴する言葉
がありました。「（スペインは失業率2₇％，経済危機と財政緊縮で社
会不安が蔓延してもおかしくない。）このようにフランスと比べはる
かに不利な状況の中で，スペインの人々は希望を失っていない。」現
実的であることは大事です。同時に，興味をもったことに，ポジティ
ブに前向きにそして長期的な視野を持って，一歩踏み出してみて下
さい。

ノルウェー
ノルウェー科学技術大学

人間社会学域国際学類　宮津　淳史
 
　私は2₀₁2年 ₈ 月から2₀₁₃年 ₆ 月までの約₁₀ ヶ月間，ノルウェー
はトロンハイムという人口約₁₇万人のノルウェーで三番目に大き
い町にあるノルウェー科学技術大学に派遣留学していました。役に
立つかは分かりませんが，この派遣留学で見た，感じた事をお伝え
しようと思います。
＜留学前＞
　私が日本では留学先としてはマイナーなノルウェーを留学先とし
て選んだ理由としては二つあります。一つ目として私は留学を志す
以前より行政分野で働きたいという思いがあり，充実した福祉政策
に代表されるような行政を学び，将来の職場で役立つ知識や考え方
を得たかったためです。また行政だけでなくノルウェーでは豊かな
自然を活かした観光業が活発なので卒論の題材にもしている観光に
ついても学びたかったためです。二つ目としては英語を使ったコ
ミュニケーション力を向上させたかったことがあります。日本語で
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のコミュニケーションもおぼつかない私ですが，多彩な背景を持っ
た人が集まるノルウェーで将来的に必須になる決して英語力だけで
はない英語を使ったコミュニケーション力を生活や学習を通じて習
得できる絶好の機会だと思ったためです。
　次に事前学習に関してですが，昨年度初めて金沢大学から派遣さ
れた先輩に現地の生活や学校に関する主要な情報は聞くことができ
たのですが，実際にイメージすることは難しく出発前はぼんやりと
しか捉えていなかったと思います。しかし留学後の現在になって思
い出すととても大切な情報だったと振り返ることができます。そし
て聞くとやるとでは全く違うと感じた事も多々ありました。また金
沢大学内での授業である「異文化言語管理演習」や「英語圏文化論」で
得た知識や考え方というのは留学中に起こった問題を理解したり解
決したりすることに役立ちました。
＜留学中の学校生活＞
　ノルウェー科学技術大学とは部局間提携ということだったのです
が，該当部局以外でも自分の興味のある分野の授業を幅広く履修す
ることが可能でした。そういった中で私は実際に小学校や高校を訪
れるフィールドワークが含まれる授業であったりノルウェー社会に
関するレポートを留学生と共に書いたりする授業などを受講しまし
た。講義形式の授業であっても積極的に生徒と教師とのやりとりが
行われており，また日本の大学の授業との違いとして授業時間は同
じなのですが，授業の合間に休憩が₁₀分間取られその代わりに授
業中に居眠りするような人はおらずメリハリがしっかりしていると
感じました。
　また大学では学生団体によるイベントが毎週のように開かれた
り，チューター制度も学生団体によって運営されたりするなど学生
主体の活動が活発で，そういったおかげで特に留学生にとっての大き
な課題である現地学生との交流の機会には恵まれていたと思います。
＜ノルウェーでの生活＞
　ノルウェーの公用語は「ノルウェー語」なのですが，たとえスー
パーマーケットで出会うような人であっても流暢な英語を話すこ
とができ，更にこれはどんな食材ですか？と急に尋ねても答えてく
れる優しい性格を持ったノルウェー人に囲まれて過ごせる留学生に
とって最高の環境と言っても過言ではないと思います。ただこれは
どこの留学先でも言えることだとは思いますが，自分から英語を話
していかないと全くと言っていいほど英語の力は伸びないと感じま
した。特に主要言語が英語ではない国なので普通に暮らしていく中
では町中から英語が聞こえてくるという事は英語圏の国と比べると
少ないと思います。もちろん留学生同士の会話は英語なのですが，
多くの留学生が世界中から集まってきており各々自分の言語を持っ
ているのでこちらから歩み寄っていかないと英語での会話は生まれ
ません。実際，私自身は英語に対して自信がなく引っ込み思案だっ
たのですが，なるべく自分から話しかけるように心がけ，ある程度
の英語力の進歩は見えたと思います。
　住環境に関しては，治安に関しても夜中に町中を歩いてもほとん
ど怖さを感じないようなとても静かな町で過ごしやすかったです。
しかし大学のあったトロンハイムは北極圏には含まれないのです
が，それでも特に₁2月には₁₀時に日が昇り，2 時に日が沈むとい
う環境になり，鬱になる人が多いと言うことにも納得できます。逆
に ₆ 月には深夜 ₀ 時を過ぎても外でバレーボールができるほど明る
く，日本では絶対に体験できないような環境に身を置くことができ
貴重な体験ができました。
　また一年を通じて特に印象的だった出来事としてはクリスマスに
ノルウェー人の友人のお宅にお邪魔させていただいた事です。本来
クリスマスは家族のみで行う行事なのですが，一外国人である私を
暖かく迎え入れていただき，一般家庭のクリスマスを体験させても
らうことができました。
＜最後に＞
　この文章を見てノルウェーについて知ってもらえるだけでもあり
がたいです。そして興味を持ってもらえたら，なお幸いです。

人間社会学域国際学類　田中日香里
 　
　私は，2₀₁2年 ₈ 月 ₇ 日から2₀₁₃年 ₆ 月₁₀日までの約₁₀カ月間，
ノルウェーのトロンハイムにあるノルウェー科学技術大学に留学し
ました。金沢大学へ入学した当初から，留学したいと思っていたので，
この留学は入学当初の私の目標を実現させる第一歩となりました。
〈ノルウェー科学技術大学(NTNU)〉
　私が留学していた，ノルウェー科学技術大学という大学は，ノル
ウェーのトロンハイムという都市にあり，きれいな街並みと美しい
自然に囲まれた場所に位置していました。ノルウェーは世界的にも
治安の良い国ですが，特にトロンハイムは学生の街ということもあ
り，ノルウェーの中でも大変治安の良い場所でした。ノルウェー
にある ₈ つの大学(University)のうち，ノルウェー科学技術大学は
2 番目に大きい大学として知られています。大学の名前から分かる
ように，特に際立っている分野は，工学と技術(Engineering and 
Technology)，また，自然科学や物理化学(Natural and Physical 
Sciences)といった理系の分野ですが，もちろんその他にも様々な
専門分野の学部があり，文系の学部も充実しています。ノルウェー
の学生だけでなく，海外からの留学生や院生も大変多く，学内はと
ても国際的な雰囲気に包まれています。メインのキャンパスは二つ
に分けられ，Dragvoll（Humanities and Social Sciences）という
文系のキャンパスとGløshaugen（Engineering and Sciences）と
いう理系のキャンパスがあります。この二つの間では ₁ 時間に何本
もバスがあり，キャンパス間の行き来はバスで₁₀分程です。校内
は食堂やコンビニも充実しており，食べ物や文房具，教科書なども
揃えることができます。
〈寮での生活〉
　私は，Moholtというトロンハイムで一番大きいStudent Village
に住んでいました。₁₀₀以上もの学生寮が立ち並ぶ場所に，₁₀₀₀人
以上の世界各国からの留学生が住んでいました。もちろん留学生だ
けでなく，下宿しているノルウェー人も寮に入っていることもあり
ました。寮がある場所は，大学以上に国際的であり，世界中からの
留学生が暮らしていたので，異文化を体験したり，多くの友達を作っ
たりするには最適の場所であったと感じます。ワンフロアを 4 人で
シェアし，各自にベッドと机とクローゼットが設備された部屋が与
えられ，キッチン・リビングとシャワー・トイレは 4 人で共有します。
私のフラットメートは，ロシア人，インドネシア人，ウガンダ人の
女の子 ₃ 人でした。フラットメートとはご飯を一緒に作って食べる
という機会もよくありました。私の友達のフラットメートは，イン
ド人，チェコ人，パキスタン人，中国人。韓国人，ドイツ人，フラ
ンス人などで，ここからもとてもインターナショナルな雰囲気がう
かがえると思います。
〈授業〉
　授業に関してですが，ノルウェー科学技術大学では，英語で開講
されている授業が多くあり，Bachelorに対して開講されている英
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語の授業は自由に登録し，受講することが出来ます。日本の大学と
は違い，予習のリーディングは必須となります。授業はリーディン
グをしてきた前提で進められるため，授業で話される内容をあら
かじめ読んでおくことは，授業を理解するためにとても大切でし
た。一つの授業でだいたい 2 時間から ₃ 時間あり，普通は一つの科
目が週に二回あります。少人数のクラスもあれば，大きい講義室で
開かれるクラスもありました。私は，日本にいる時からNTNUの
Children's rightsという授業に興味があったので，前期はBachelor 
studentsのためのChildren's rights in a global perspectiveとい
う授業を受講しました。受講している生徒には留学生も多く，ノル
ウェー人，ブラジル人，オランダ人，スペイン人，シンガポール人，
ポーランド人といった，とても国際色豊かなクラスでした。また，
ノルウェーの大学のテストはテスト時間が 4 ～ ₆ 時間と，とても
長く，私がとったChildren's rights in a global perspectiveのテ
ストは ₆ 時間もありました。テストの多くは論文形式のテストです。
また，テストはないがレポート課題が課されるというクラスもあり
ます。テストは，日本のセンター試験と似ていて，大きな体育館や
教室に机を並べ，みんな一斉に解答を開始します。一つのクラスの
学生だけでなく，異なるクラスの学生も同じ部屋でテストを受けま
す。₆ 時間と長いので，昼ごはんやスナックを持参し，テスト中の
飲食は可能です。ノルウェーではテスト中だけでなく，授業中の飲
食も基本的には問題ありませんでした。テスト以外にも，中間プレ
ゼンテーションや中間レポートなどが課される場合が多いので，毎
日のリーディングに加えて，課された課題をこなすことは，慣れる
までは本当に大変でした。英語の文章を読む，英語で授業を受講す
るということにほとんど慣れていないため，初めの頃は授業につい
ていくということよりも，何よりもまず英語に慣れるということが
大切でした。リーディングやリスニングに慣れてくると，授業内容
がよい理解できるようになり，忙しさとともに授業に対する楽しさ
もありました。
〈日常生活，旅行など〉
　予習・復習や課題などで忙しかったですが，週末は友達とパー
ティーなどのイベントを企画したり，招待されたりして，勉強での
ストレスを発散できる機会も多くありました。ノルウェーではキャ
ビントリップが有名で，よく週末に友達グループと山の中のキャビ
ンに行き，楽しい夜を過ごしました。また，近くのアイスホッケー
のスタジアムで行われているアイスホッケーの試合やサッカースタ
ジアムでのサッカーの試合もよく見に行きました。スポーツ観戦の
ほか，大学にはジムがあり，運動することもできたし，ジムで開講
されているヨガやピラティス，ズンバなどのクラスにもよく参加
しリフレッシュすることもできました。イースターやクリスマス休
み，春休みなどを利用して旅行にもたくさん行くことができました。
ヨーロッパ国内は安い航空券を買って旅行することもでき，休みを
利用してチェコ，ドイツ，フランス，クロアチア，ボスニア，デンマー
ク，スウェーデンを旅行しました。このようにちょっとした休みを
使って国内だけでなく国外まで簡単に旅行できるのは，ヨーロッパ
に留学する醍醐味の一つでもあるなと感じました。様々な文化に触
れ，多くの人と交流しながらの旅は留学におけるとても良い思い出
の一つです。また，ノルウェーといえばオーロラです。私は留学し
た年は当たり年だったらしく，何回もオーロラを見られる日があり
ました。寮の窓から見られるという日もありました。テレビや写真
などでは何度も見たことがあったオーロラですが，実際に見ると言
葉にならないくらい美しかったです。マイナス2₀度や₃₀度といっ
た寒い夜でしたが，そんな寒い中でも夜空に浮かび，次々と形を変
えていくオーロラを見ていた時間も最高の思い出です。
〈まとめ〉
　約₁₀カ月間にわたる海外生活を通して学んだことは，単に英語
だけではなく，英語という言語を学びその言語を通して様々な人と
コミュニケーションをとり，相手の国の文化，相手の考え方や価値
観を感じ取れたと思います。慣れないことばかりで，戸惑うことが

本当にたくさんありましたが，そんな時に助けてくれたり，話を聞
いてくれたりしたのも，ノルウェーで出会った友達でした。文化の
違いや，考え方の違い，宗教の違いなどが原因で紛争や争いごとが
絶えない世の中において，そのように一人一人違うものを持ちなが
らも，それをお互いに尊重し合える環境で₁₀カ月もの間生活でき
たことは，私の人生においてかけがえのない経験になりました。留
学先において，人とのつながりの大切さというものを改めて考えさ
せられたように感じます。私がこのような大変貴重な体験をできた
機会を下さった金沢大学，そして出国前から留学するにあたって日
本で支えてくれた家族や友達にはとても感謝しています。

　

フィンランド
ユバスキュラ大学

人間社会学域国際学類　松田　悠花
 
　私は2₀₁2年の ₉ 月から約 ₁ 年，フィンランドのユバスキュラ大
学に留学していましたユバスキュラは人口₁2万人ほどの小さな町
で，森と湖に囲まれて景観はとてもきれいです。フィンランドは
国民の幸福度が高く，また報道の自由度，民主主義が世界的に評価
されていたことがあって私はそんな国の実態を体験したいと思い，
フィンランドを留学先として選びました。
留学する前に
　留学する前にできることは英語の勉強をすること，あと日本のこ
とを知っておくことだと思います。当時は中国の尖閣諸島のこと，
福島の原発のことをよく聞かれました。日本のことを知っておくこ
と，伝えられるようにすることは大切でした。
　私は留学に行ってことばにとても苦しめられました。今思うのは，
大切なことは机に向かって勉強するのではなく，人とコミュニケー
ションを取ろうとすることです。流暢な英語でなくても，みんな親
身になって必ず話を聞いてくれます。話すことをどうか楽しんでく
ださい。あと金沢大学にもたくさん留学生が来ているので，留学前
に彼らと交流するのもいいと思います。それは日本語でも英語でも，
どちらでもいいです。留学というものを考える時に，とても参考に
なります。
留学してから
　私はKortephjaという学生アパートの集合地に住んでいました。
2 人でトイレ，キッチン，バスルームをシェアして，それぞれに個
室がありました。私は秋学期のスペイン人とはどうしてもうまくい
きませんでしたが，春学期のチェコ人とはとてもいい友達になれま
した。シェアする相手はまったくバックグラウンドも違う留学生同
士なので，合う，合わないという問題は誰にでも起きていました。
引っ越しはとても自由なのでうまくいかなければ部屋を変えるの
も可能です。Kortephjaには大きめのスーパーが近くにあり，大学，
中心部も歩いて2₅分ほどなのでとても快適でした。
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　私はCommunication Departmentに所属していましたが，学部
に関係なく授業はほとんど自由に履修することができます。ユバス
キュラは英語で開講される授業もあるのですが，どうしてもフィン
ランド語の授業の方が多いので，履修したくてもできなかったと何
かと不完全燃焼に終わることもありました。これからユバスキュラ
に行くことを考えている人は受けたい授業を留学する前または学期
中にしっかり調べておくことをお勧めします。内容としては人数が
₆ 人から2₀人ほどの少人数で，グループディスカッションやプレゼ
ンテーションといった生徒の積極的な参加が求められました。授業
によって懸ける時間の総量は様々ですが私は ₃ 月ごろにエッセイと
プレゼンテーションが重なってその時は本当に忙しかったのはよく
覚えています。内容は大変でしたが，今の自分の大きな力になって
います。
　フィンランドは学生に限らず人がみんな，例えば外国人に対して
も寛容で温かく，またのんびりとしています。でも，人生や勉強や
将来や自分の考えなどかなり深いところまで考えている人が多かっ
たです。あと，フィンランドでの生活はほかの国からの留学生たち
との関わりが大きく，彼らの考え方も日本人とは本当に大きく違う
ので，自分，というものを考えるいい機会にもなり，人生観も大き
く変わりました。授業だけが留学ではありません。せっかく留学に
行くのならできるだけ多くのことに挑戦してフィンランド，また留
学を肌で感じてきてほしいです。
最後に
　誰も知らない，新しい環境で暮らすことは容易ではありません。
その暮らしに慣れて楽しい，充実していると思うようになるまで，
たくさん悩みました。でも，それも必要な時間だったと思います。
留学と聞くと華やかで楽しい印象を抱きがちですが，私にとってこ
れは大きな挑戦でした。今の私に言えるのは，辛くても挑戦し続け
ることを諦めないでほしいということです。そうすると不思議とう
まくいくようになり，本当に楽しくなる時が必ず来ます。失敗したっ
て誰もあなたを責めたりしません。フランス人の友達がよく‘Who 
cares?’といっていました。あなたが時満足しているかどうか決め
るのはあなた自身です。留学はあなた自身のものであることを忘れ
ないでください。
　私は ₁ 年という短い時間でかけがえのないものを手にすることが
できました。最後に留学をすることを許して，支えてくれた家族，
親身に話を聞いてくださった先生，ユバスキュラで私と一緒に過ご
してくれた友達に感謝します。

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　示野　美咲
 
　私は2₀₁2年 ₉ 月から2₀₁₃年の ₅ 月までダブリンシティ大学に留
学していました。ここではアイルランドの基礎知識・留学中の生活・
大学での学習等，述べていきたいと思います。
【アイルランドについて】
　島自体がイギリス領とアイルランド共和国に宗教上北部と南部に
二分されているため，治安の心配をされる方もいるかもしれません
が，ダブリン自体はアイルランドの南東部にあるため宗教上の争い
エリアからは離れており，また，留学生の中にも北部アイルランド

（イギリス領）に旅行に行く学生も多く，問題となるほどではありま
せん。
【留学中の生活】
　住居に関しては，大学の寮に住むか民間の寮やアパート，借家に
住むか自分で決めることができます。家賃はどれも同じくらいで，
設備等にもそれほど差はありません。
　買い物に関しては，大学の近くに大きなスーパーが 2 つあり，食

料品調達には困りません。また，2 つのうち ₁ つはショッピングモー
ルに入っているので，食料品だけでなく，生活雑貨・衣類等購入に
も不便はありません。基本的に大学周辺のみで不便のない生活がで
きます。
【授業について】
　交換留学生は一部の授業（物理・化学の実験等事前知識を要する
もの）を除く全ての授業を自由に履修することができます。授業の
履修状況は人によって様々で，英語の授業だけ履修している学生も
いれば，英語の授業を一切とらないで経済学の授業のみであったり
法学の授業のみの履修など，日本で実際に自分が専攻している学問
を留学先でも履修している学生も多くいました。
【旅行】
　金沢大学の交換留学協定校の中でダブリンシティ大学が優れてい
る点は，ヨーロッパ各国に手軽に旅行に行けるということです。ダ
ブリンシティ大学エリアは国際空港から市バス₁₅分圏内に入って
います。空港に行くまでにかかる運賃は2₀₀円程度です。他の国・
都市の場合は国際空港に行くまでに電車に乗って，バスに乗って数
時間なんてざらです。ダブリンシティ大学に留学していた日本人た
ちは週末になれば常に誰かがどこかの国に旅行に行っているという
状態でした。
【おわりに】
　英語圏に留学すると言ったら恐らく，アメリカかイギリス，あっ
てもオーストラリアかカナダ，ニュージーランドといったところか
もしれませんが，ヨーロッパに興味がある方でしたらアイルランド
も候補に入れてみてもいいと思います。日本人にとってなかなか馴
染みのない国（実際にガイドブックが出ているのは地球の歩き方 ₁
社のみ）ですが，だからこそ自分でいろいろ発見できるのもまた楽
しみです。長期間にわたる海外での滞在に不安を抱く方も多いと思
いますが，海外でも日本でしているような普通の水準の生活ができ
ますし，それほど心配することもないと思います。この文章を読ん
で ₁ 人でも多くの方に留学に興味を持って頂ければ幸いです。

イギリス
リバプール・ジョン・モアズ大学

人間社会学域学校教育学類　阪本　浩平
 
　約 ₉ ヶ月間をイギリスで過ごしました。この留学で学んだ事，感
じた事を中心に，参考になるように書きたいと思います。
＜留学の志望動機＞
　留学を決意したのは，「自分の知らない土地で，自分がどれだけ
の事ができるかを試したかったから」，ただそれだけの理由です。
私の中で，留学は「その後の人生を広げるきっかけ」という位置づけ
でした。留学先でやったことのない事に挑戦したことも，世界の名
所に弾丸旅行したことも，気分が悪くなるくらい勉強したことも，
全てが留学を終えた今の自分の芯になっていると思います。
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＜留学前の準備＞
　次に挙げる 2 項目は，留学に行く前にやっておくべきだと思いま
す。₁ つ目は，「留学の目標を明確にすること」，これは最も大事だ
と思います。私は，留学生活に少しでも悔いを残さないために，渡
英前に大なり小なり自分の達成目標をリストに書き出しました。ま
た，現地で生活する途中で，達成した目標はリストから削除し，一
方で，新たに気付いた目標を書き足していきました。最終的には，
₆₀前後の目標が立てられていたと思います。
　2 つ目は，「英語力を高めること」です。ひとくちに英語力とは言っ
ても，TOEFLやIELTSなどの試験の点数を基準点まで上げるという
のは当然ですが，むしろBBCニュースを聞くことや，英会話の表
現を豊富にするなどの，留学生活での実際の場面に直結する勉強を
すべきだと思います。特にリスニング力は，現地で講義を受け，ネ
イティブの友人の英語を聞き取るなどの，留学生活のスタート時点
で最も求められる力であるため，しっかり身につけておくと有利に
働くと思います。
＜生活面＞
　留学期間中は，寮暮らしをしていました。都心部までそれほど距
離もなく，大学までは徒歩₁₅分程度の距離でした。特に不便を感
じることもなく，バスや地下鉄なども利用がしやすいように感じま
した。また，物価も安い方なので，日常的な買い物に関しては問題
無いと思います。
＜安全面＞
　治安はあまり良いとは言えず，トラブルが起きたという話を何度
か耳にしました。その多くは，万引きや盗難などです。知り合いが
トラブルに巻き込まれたこともありました。ただ，夜間の外出を控
えるなど，安全に十分に気をつけていれば特に問題は無いと思いま
す。また，アジア人差別を経験することは何度かありましたが，気
になるほどの事ではありませんでした。
＜学習面＞
　授業は留学生を対象とした簡単な授業も設けられていました。そ
の一方で，現地生の授業を受講することや，ゲストとして聴講する
ことも認められていました。図書館は，24時間解放されており，自
由に利用できて，学習環境は整っていたと思います。
＜留学中にやるべきだと思うこと＞
　留学中に意識してやっていたことを以下に書きます。

①「語学力の向上。」授業の予習復習などはもちろんですが，英
字新聞を読むことや，現地のニュースを聞くなどの自学自習
を取り入れていました。移動中は，ほとんど英語のニュース
や音楽を聞くようにしていました。

②「読書習慣を確立すること。」これほど多くの英語文献が読め
る環境に身を置くことは，日本ではあまりできないと思います。
週に ₁ 回は図書館で新しい本を借りて，読むようにしていまし
た。

③「日本でやっていなかった趣味やイベントを開拓すること。」
楽器を弾いてみることや，サッカーの観戦に行くことも自分
の視野を広げる経験になりました。

④「旅行をできる限りすること。」イギリスからヨーロッパ諸国
へは，気軽に安値で旅行が可能です。様々な文化に触れたい，
観光名所を訪れたい，という意欲から，数カ国を旅行しまし
た。特に一人旅をして，知らない人と共同部屋に宿泊したり，
一日中無計画で歩き回ったりした経験は，自然と自信につな
がりました。

　次に，やっていれば良かったと思うことを挙げます。
⑤「部活に所属すること。」バスケットボールが元々好きなので，

早めに部活に入っていれば良かったと思いました。留学生で
も加入できると知った頃には，留学が残り数ヶ月になってし
まっていたため，諦めざるを得ませんでした。部活に所属し
ていたなら，新たな仲間がたくさんできていたと思います。

⑥「卒業論文の研究をすること。」学部の 4 年生で留学をしたた

め，卒論の作成が始まっていたにも関わらず，なかなか手を
つけることができませんでした。留学に来る前に，卒業論文
をどのように進めていくか，という計画をしっかり立ててお
くべきだったと思います。

＜最後に＞
　留学は，最初から最後まで楽しいものでは無いと思います。むし
ろ，留学は辛い事も多いと思います。現地で生活するにあたって，
言葉の壁や価値観の違いが当然あり，中には受け入れがたいことも
たくさん生じてきます。
　例えば，「留学生活が楽しくない」と感じてしまった時に，どのよ
うにして立ち直るのか。また，「人間関係が上手くいかない」と思っ
た時に，どのように修正していくのか。このような問題に上手に対
処していくことは，必然的に求められます。このような不安を感じ
ても，自分が留学を通して学びたかったこと，身につけたかったこ
とを見失わないように，しっかりとした信念を持って留学するべき
だと思います。
　また，「留学を通して何を得るか。」ではなく，「留学を通して何を
学び，それを日本に持ち帰って，何をどのように実践していきたい
か。」ということまで考えて，留学すると良いと思います。みなさん
が明確な目標を持って留学し，最後にはそれに誇りが持てるように
願っています。

人間社会学域国際学類　大城　　慧
 　
　僕は2₀₁2年 ₉ 月から年末までリバプール・ジョン・モアズ大学(以
下L JMU)に留学していました。同じ年に金沢大学から派遣された
留学生 ₃ 人の中で，半期間の留学は僕だけでした。半期留学生なら
ではの経験も混ぜつつ自分が経験したことを出来る限り書いていき
ます。
[留学前]
　高校時代にUKロックに出会ったことがイギリス留学を志すよう
になったきっかけです。何となく毎日を過ごしていた僕でしたが，
UKロックを聴くようになって以来，自分が将来社会に出て何をし
たいのかが見えてきました。嘘みたいですが本当の話です。とにか
くイギリス留学が「人生における最優先事項」になりましたし，その
中でも「ビートルズの故郷」リバプールを選んだのは至極当然の決断
でした。しかし，留学するというのはそう簡単な事ではありません。
就活は？生活費は？本当に英語力は伸びるのか？ただの旅行で終
わったりしないか？いくつもの(そして無視できない)問題点が浮
かび上がって来ました。親や先生と何度も相談し，大いに悩んで出
した結果が半期留学でした。
[留学中]
　L JMUの寮には半期生は入れないため，自分で住む家を探さな
ければいけませんでした。幸い僕は先輩方のつてで物件と友達を紹
介してもらえたのでそれほど苦労はしませんでした。是非留学前に
友達を作る事をお勧めします。字数の都合上詳しくは書けませんが，
友達がいなければ僕は到着早々ホームレスになるところでした…
　僕の家はシェアハウスという形態(キッチン・トイレ・風呂が共
用の戸建て住居)で，日本人 ₃ 人にスペイン人 2 人とイギリス人の
₆ 人(外国人は皆女性)で住んでいました。学校や街の中心迄は歩い
て₃₀分と少々遠かったのですが，バスもありましたし，家賃は寮
と比べてかなり安め，近くに大きなショッピングセンターもあった
ので，特に不自由は感じませんでした。選択の余地が無かった結果
ではありますが，僕自身はシェアハウスでよかったと思っています。
何故なら「大学生」という枠よりも広い範囲での異文化交流が出来た
からです。例えばスペイン人の 2 人は大学を卒業したにもかかわら
ず，自国では仕事が無いため「来ざるをえなかった」と言っていまし
た。遠い国のニュースでしかなかった「EUの経済危機」が身近に感
じられましたし，外国人全員が海外に来たくて来ているわけではな
いという，当たり前ではあるけれど意識の外に有った事実を突き付
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けられ，はっとしました。
　外国人との交流について書きます。先ほど「友達」と書きました
が，彼らはL JMUで日本語を学んでいる/日本に興味がある学生
によるJ-Socというサークルのメンバーです。僕たちもJ-Socのメ
ンバーとして，彼らが企画するイベントに参加したり，個人的に遊
んだりしました。個人的には彼らとUKロックの話が出来る事が何
よりも嬉しかったです。日本では全然話が合わないのですが，彼ら
に「このバンドが好きなんだ」と言うと「いいね。俺は○○って曲が
好きだな」と当たり前に返事が返ってくることが嬉しくて，留学当
初は他の日本人をよそに語り倒すこともしばしばありました。音楽
を通じて彼らと仲良くなれたと思いますし，お互いの国の文化を
知っているということでより親密な交流が出来ると改めて実感し
ました。
　海外の派遣留学生とも頻繁に交流しました。僕たちの代はスペイ
ン，中国，日本の ₃ カ国から来ており，その中で，僕は特にスペイ
ン人と仲良くなり，彼らとは自分の国の言葉を教え合うなどして仲
良くなりました。初めは会話が大変でしたが(単調で早口のスペイ
ン英語が最初は全く分からず僕は電子辞書を使っていました)辛抱
強く話すことで徐々に慣れていくことができました。彼らの影響で
僕は今スペイン語を勉強しています。　
　L JMUとの提携は残念ながら僕たちが最後だそうなので，授業
についてはさらっと流します。留学生は政経学部の留学生専用コー
スの様なところに属したのですが，先生と交渉すれば他学部の授業
も履修可能で，実際に僕は卒論に関係するグローバリズムの授業
を履修しました(通年の授業だったので落としてしまったのですが
…)。授業はLectureとSeminarの 2 部構成と，学生の主体性を重ん
じるもので，英語が分からないと非常に大変でした。「英語」という
観点で言うと，先生の英語は留学生向けということもあり分かりや
すかったのですが，現地の学生の言葉は(J-Socは除く)，Scouse
という訛りもあり，最後までほとんど分かりませんでした。
　留学生活で一番重要な問題になってくるのはやはり言葉です。当
たり前の事ですが，言葉は使えば使うほど上達します。そして，上
達を実感した時の喜びは非常に大きいものです。僕自身，半期とい
うことにプレッシャーを感じていたので，拙いながらも積極的に英
語を使うように心がけました。その結果₁₁月ごろに，最初はほと
んど分からなかった留学生担当の先生の話に自然についていけた時
は感動しましたし，翌月末には帰国する事を思うと「₁ 年いれたら
もっと伸びたのに」と悲しい気持ちにもなりました。僕たちは「使う
事」の大切さを頭では分かってはいても，失敗することの怖さから
どうしても一歩引いてしまいます。ただ，留学の目的の中に一回で
も「語学力向上」という単語が出てくるなら，貴重な時間を無駄にす
るべきではないと思いますし，上達すれば留学生活は何倍も楽しく
なるはずです。
　その他の事ではやはり音楽関連が印象に残りました。イギリスは
そもそも物価が日本と比べて安いのですが，特にCDやライブは日
本の半額以下と段違いでした。That's Entertainmentという中古CD
屋チェーンがあるのですが，最近の作品でも ₁ 枚₁₀₀円～ 2₀₀円し
かしなかったため，僕はThat's Entertainment リバプール店をサン
クチュアリと呼んでいました。そもそもリバプールはビートルズの
出身地と言うこともあり，街の中心地に行くと至る所で音楽が流れ
ています。路上ミュージシャンが様々な音楽を奏で，夜になるとパ
ブやクラブからは演奏が聞こえ，それが街の雰囲気の一部として自
然に響く…日本ではあまり考えられない光景ではないでしょうか。
更に忘れられない経験としては，イギリス人に楽器を借りて日本人
バンドを結成し，友達を呼んでライブをしたことです。ビートルズ
の出身地で彼らのHelp!を演奏したことは感慨深いものがありました。
[帰国後]
　帰国してもう ₁ 年近くが経ちます。就活という大きな(そして僕
の ₁ 年留学を阻んだ)イベントを何とか乗り越え，今は卒論に追わ
れる毎日です。留学生活は僕にとって人生最高の日々でした。リバ

プールでの事を思い出さない日はありませんし，辛かった事や失敗
したことさえも懐かしく思い出されます。やり残した事や後悔して
いる事もたくさんありますが，本当に素敵な毎日を送れましたし，
短いながら留学をやり遂げた事は大きな自信にもなりました。これ
から留学する後輩の皆さんにとっても留学生活が素晴らしいものに
なりますように。

人間社会学域国際学類　高橋　彩佳
 　

「₁₀か月本当に毎日楽しかった!!辛いこともあったけど，イギリス
に留学して本当に良かった!!後悔はありません!!」
　私は，約₁₀ ヵ月間イギリスのリバプール・ジョン・モアズ大学
へ留学しました。この派遣留学報告書が，これから留学へ行こうと
志している皆さん，また，少しでも留学に興味のある皆さんの役に
立てれば幸いです。リバプール・ジョン・モアズ大学は私たちで最
後の交換留学生のため，大学での授業やリバプールでの生活は敢え
てここでは述べません。
＊留学前＊
　私は，大学 ₃ 年生の時に留学へ行くことを決意しました。しかし，
留学を決めるまでにはとても悩み，たくさん涙を流し，家族や友人，
先輩，先生に何度も相談しました。私は，₁ 年生の頃からソフトテ
ニス部に所属しており，週に ₅ 日，夏休みは一日練習，春には合宿
と大学生活のほとんどを部活動に捧げました。しかし，留学を決意
したときに，部活動と勉強（イギリスでは留学ビザを取得するため
にIELTS₅.₅ 以上が必要），アルバイト（留学中の費用を自分で稼ぎ
たかったので）の両立が難しく，私は留学と真剣に向き合いたかっ
たので，悩みに悩んだ末，部活動を引退し，留学へむけて一直線に
突き進むことを決意しました。その結果，英語が本当に苦手だった
私が，スコアを上げ，無事に留学ビザを取得することができ，貯金
も貯まりました。
　大学 4 年生の時に留学へ行くということは，卒業が ₁ 年延び，帰
国時を考えると就職活動も遅れることになるのでとても不安でし
た。しかし，留学は自分の将来に役立つ知識や経験ができると思い
ます。実際に私も留学へ行ったことにより，自分の描く将来像も変
わり，やりたいと思うことも変わりました。帰国してから就職活動
を始めても決して遅いということはありません。私も ₇ 月の末から
就職活動を始めましたが，無事に希望の職種から内定を頂くことが
できました。もし，4 年時での留学を就職活動が不安だからという
理由で悩んでいる人がいたら，是非行ってほしいです。留学は今し
かできません!しかし，だからといって就職活動のことを何も考え
ずに留学に行ってほしくはありません。私は帰国時に自分にリスク
があることを真剣に考えていたので，日本にいるうちにできること，
具体的には，合同説明会や企業説明会にたくさん参加しました。自
己分析や，企業研究なども行ない，自分がどのような業界で働きた
いと思っているのか，どのような職種に向いているのかを考え，業
界や企業を絞ってから留学へ行きました。
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＊留学中＊
　リバプールでの生活は，勉強，遊び，旅行とどれもとても充実し
たものでした。みなさんの多くが留学へ行く目的は「言語の習得」だ
と思います。もちろん大切です!しかし，私は留学の醍醐味はそれ
だけではないと思います。
　イギリス留学へ行って良かったなと思う理由のひとつに「ヨー
ロッパへのアクセスがとても良い」ということが挙げられます。私
は留学中にイギリスを始めとして，₁₁カ国2₈地域に旅行へ行きま
した。留学に来なければこんなにたくさんの国・地域へ行くことも
なかったと思います。実際にその土地に訪れることで，写真やデー
タでは知ることのできないその国の文化をより深く知ることがで
き，建造物の素晴らしさを体感することができました。行かなけれ
ばわからないこともたくさんあると思います。「世界にはこんなに
素敵な場所，文化があったんだ」と実感できること間違いなしです。
また，旅行へ行った際は，現地の人に積極的に英語で話しかける努
力をしました。
　私は，日本語を学んでいる現地学生からなるJapanese Society
とテニスサークルに所属しました。Japanese Societyでは，友人ひ
とりひとりに対して誕生日会を開いたり，ホームパーティーをした
り，BBQをしたり，カラオケ，ボーリングへ行ったり，毎週パブ
に飲みに行ったり，動物園や水族館へ行ったりと皆でわいわい交流
しました。イギリスの郷土料理を作ってもらったり，日本食を作っ
てあげたり，実家に遊びに行ったりもしてたくさんの思い出ができ
ました。また，寮が ₆ 月いっぱいの契約だったため，₇ 月は仲の良
いメンバーでシェアハウスをしている家にお世話になりました。毎
日いっしょに生活して，料理を作って，英語に触れて，なんでもな
い日常がとても居心地がよく楽しかったです。
　テニスサークルは週に ₁ 度参加しましたが，私は軟式テニスの経
験しかなく，硬式テニスは初めての経験でした。ルールも何も分か
りませんでしたが，チームの皆がとても親切にしてくれ，身体を動
かすことでリフレッシュもできました。試合にも出させてもらい，
また，コーチがウィンブルドンのチケットをくれたため，テニスの
聖地で実際に試合を見に行くこともできました!
＊おわりに＊
　留学を通して感じたことは，「何事にも挑戦する」「なんとかなる」
ということです。私は人との小さなきっかけや出会いも失いたくな
かったので，時間の許す限りイベントやパーティー，友人の誘いに
は全て参加しました。少しでも英語を話すきっかけを自分で作り行
動することをモットーにしていました。自分で何も行動せずに待っ
ているだけでは英語を話すきっかけも出会いも降ってきません。な
ので，家に閉じこもっていた日はないといっても過言ではありませ
ん（笑）ひとつの出会いから友人もどんどん広がり，それぞれ皆考え
ていることも価値観も違うので自分の世界も広がると思います。こ
れから留学を目指す皆さんには，「このイベントはおもしろくなさ
そうだから行かない」とか，「この人とは関わりたくないな」と自分
でストップをかけるのではなく，積極的にどんどん参加して交友関

係を広げ，視野を広げ，より充実した留学生活を送ってほしいです。
　また，私は留学中にたくさんのアクシデントに遭いました。旅行
中に船が欠航したり，携帯を盗まれたり，飛行機に乗れなかったり…。
数え切れないほどたくさんありました。しかし，どんな困難にぶち
当たってもなんとかなります!右も左もわからない初めての土地で
も，英語が全く通じない土地でもなんとかなります。困難に遭った
時にどう行動するかです。留学から帰ってきた今，私はどんなこと
でもできる気がします。決して自信があるのではなく，どんなに辛
いことや困難があってもなんとかなるということを学んだからで
す。また，そのような時にこそ，人々の温かさや優しさというもの
に触れることができます。見ず知らずの人にも親身になって助けて
くれる人がいます。
　₁₀カ月という長いようであっという間の留学でしたが，本当に
たくさんのことを学ぶことができ，貴重な経験ができました。この
ような素敵な機会を与えてくれた大学，そして何よりも，私が留学
でたくさん悩んだときに支え，助けてくださった家族，友人，先生
方，留学で出会った仲間には本当に心から感謝の気持ちでいっぱい
です。最高の時間をありがとうございました。留学は私にとって人
生の大きなターニングポイントでした。自分ひとりの力では決して
乗り越えることができなかったと思います。周りに自分のことを親
身になって考えてくれる，支えてくれる人がたくさんいることを忘
れないでください。留学前でも留学中でも留学後でも悩みがあるの
ならば，一人で抱え込まず，たくさんの人に相談してください。私
もとても口下手ですが，いつでも相談にのります＾＾留学で得たこ
とをこれからの長い人生の糧にして，「何事にも挑戦する」「なんと
かなる」という心を忘れずに頑張りたいと思います!

　

イギリス
シェフィールド大学

人間社会学域学校教育学類　森本　麻友
 
　こんにちは。イギリスのシェフィールド大学に交換留学していた
学校教育学類の森本麻友です。私は小学校の頃から教師を目指して
おり，春から高校教師として働くことになるのですが，英語を教え
る立場としての責任と自分の英語力に自信を持って教壇に立ちたい
という思いから留学を決意し，大学 4 年生の ₈ 月から ₁ 年間の留学
をしました。留学を通して経験した事や得られたものはここでは本
当に書ききれないのですが，今後留学を目指す方々の参考になれば
と思います。
＜シェフィールド大学について＞
　シェフィールドは，ロンドンから北に電車で 2 時間程の所に位置
する市です。教育に力を入れているシェフィールドは，大学のキャ
ンパスと街が一体化したような学生の街で非常に過ごしやすく，イ
ギリスで一番治安の良い街とも言われます。様々な分野の研究が行
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われており，学部数も生徒数もかなり多いです。さらに昨年，The 
University of the Yearに選ばれたこともあり世界中からさらに多く
の学生が学びに来ています。シェフィールドは授業のレベルも学生
たちの意欲も高く，24時間オープンの図書館や学習支援システムな
ど，充実した設備とサポートの中で学習することができます。日頃
から学生はこの図書館で夜遅くまで勉強しており，試験前には徹夜
する学生も多いです。また，シェフィールドのユニオンはヨーロッ
パNo.₁ の評価があり，学習や生活のサポートだけでなく毎日多く
のイベントを開催しています。このような環境で私は本当に充実し
た留学生活を送ることができました。
＜授業について＞
　みなさんが留学を目指す上でおそらく一番不安に思っているの
が，現地での授業だと思います。留学先では，現地のイギリス人学
生に混ざって同じ授業を受けることになります。私は専門の教育と
言語学を中心に，秋学期はSyntax(統語論)，TESOL(英語を母語と
しない生徒への英語教育について)，Postwar Japanese Politics
という科目を履修し，そしてPhonics(英語音声学)を聴講してい
ました。基本的には ₃ 科目が履修できる上限で，各科目は週にレク
チャーとセミナーが ₁ 時間ずつで構成されています。レクチャーは
講義形式で主に教授の先生が話すのですが，セミナーは学生が中心
となるディスカッションです。私の場合，先生の話すことは分かる
のですが，他の学生の英語がなかなか聞き取れなかったり，発言の
ポイントが何なのかを把握するのが難しかったりして苦労しまし
た。ディスカッションで発言するのは勇気がいりますが，テーマに
対して自分の考えをしっかり持つことが大切です。授業でも試験で
も，イギリス人の学生と同等に扱われるため日本にいる時よりもか
なり勉強しました。授業で用いられたパワーポイントのスライド等
は全て大学の学習支援システムのポータルに上げられるので，しっ
かり復習することが出来ます。正直，日本語で受けていたとしても
難しい内容だろうなと感じる事が多々あったのですが，無事単位取
得できました。春学期は履修したい授業がすでに現地の学生で埋
まってしまい取れなかったこともあり，教授の先生にお願いして
TESOLの大学院生向けの授業を聴講していました。もちろん学部
の授業よりレベルが高かったのですが，自分の勉強したい教育の分
野であったため，意欲的に授業を受けることが出来ました。私も留
学前は本当に授業が不安だったのですが，予習復習をしっかりすれ
ば大丈夫です。
＜生活について＞
　シェフィールドでは，大学の寮で様々な国籍の学生とフラット
シェアをしていました。私の寮は大学から徒歩 ₅ 分と好立地でした
し，学生はみな近くに住んでいるため友達の家にもすぐ行くことが
出来ました。セキュリティもしっかりしており，安心して過ごすこ
とができました。フラットメイトはフランスとドイツから来た留
学生 4 人で，一緒に食事を作ったり，国の代表的な料理を作ってあ
げたりしながらその日の出来事などを話していました。お互いの友
達を呼んでパーティをしたりして，友達もたくさん作ることが出来

ました。大学紹介の所でも述べましたが，シェフィールドのユニオ
ンは毎日多くのイベントを主催していて，そのイベントを通じて
も多くの出会いがありました。ダンスのクラスから週末の小旅行，
Language ExchangeやChocolate Tastingまで様々です。ボラ
ンティアに関心がある学生は，障害のある方との交流や清掃活動を
始め色々なボランティアに参加できます。私は地元の小学校を訪問
し日本文化を紹介するボランティアに参加しました。スポーツ系と
それ以外に分かれてイベントの冊子が発行されており，興味関心に
合わせて楽しめます。
＜Society,	Clubについて＞
　Societyというサークルのようなものが多くあり，Education 
SocietyやCooking SocietyからPokemon Societyまで本当に
様々でした。私はJapan Societyに所属しており，毎週集まり
とMovie Nightがありました。イベントもハロウィンパーティや
小旅行，バレンタインの仮面パーティやひな祭りのピンクドレス
パーティなど楽しいイベントをたくさん企画してくれました。シェ
フィールドのJapan Societyは，多くのSocietyの中でも₁₀₀人以
上所属しており人数が多く，活発に活動しているので本当に楽しめ
ると思います。半分以上がイギリス人なのでJapan Societyを通じ
てイギリス人の友達がたくさん出来ましたし，このSocietyなしの
留学生活は考えられません。私はこの他にもソーラン節Societyに
入っており，イギリス人の友達と地域のイベントでよさこいを踊っ
ていました。また，部活動も充実しており，ほとんど全ての競技の
クラブがありました。勉強との両立や英語力が心配だったのですが，
後悔したくなかったので私はバスケットボール部に入ることに決め
ました。プレー中の英語は普段の会話とは違ったもので，コーチの
指示やコート上でのコミュニケーションには苦労しましたが，ス
ポーツを通じて大切な仲間が出来ました。遠征に行ったり，自分よ
りも一回り以上大きい相手とマッチアップしたりしたことは思い出
です。₃ 月にはシェフィールドにあるもう一つの大学と，全部活動
対抗のイベントがあり，とても盛り上がりました。このようにシェ
フィールドには様々なSocietyやClubがあるので，自分の興味や
特技を生かして楽しめると思います。
＜最後に＞
　みなさん，海外に留学すれば自然と英語が話せるようになると
思っていませんか？実際に留学すれば実感すると思いますが，自分
から積極的にコミュニテイの中に入り英語が上達する努力をしなけ
れば，当たり前ですが英語は上手くなりません。なんとなく過ごし
たらあっと言う間に時間は過ぎていってしまいます。自分はどうな
りたいのか，目標をしっかり持ち，日々向上心を忘れないことが大
切です。留学生活は，人生の中で本当に大事な時間になるので，ぜ
ひ頑張って欲しいです。シェフィールド大学は胸を張ってオススメ
できる素敵な大学です。ここに書いた事はほんの一部なので，みな
さんいつでも話を聞きに来てくださいね。留学の事や勉強の事など，
なんでも相談して下さい。
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人間社会学域国際学類　徳橋　咲良
 　
　こんにちは！2₀₁2 ～ ₁₃年に約 ₉ カ月間シェフィールド大学に派
遣留学していました，徳橋咲良と申します。留学を志す皆さんのご
参考になれば幸いです。
１.なぜシェフィールド？
　シェフィールドに決めた理由は主に 4 つあります。まず，当大学
の政治学部と歴史学部は高く評価されており（その 2 学部だけでは
ありませんが），国際関係学，国際政治，近現代史を学ぶのに最適
だと思われたこと。2 つ目に，国際性に秀でた大学であり（留学生
比率約₁₅ ～ 2₀％？），留学生のためのシステムや制度が整っている
こと。₃ つ目は英語圏であること。そして最後に，世界遺産登録数
最多のヨーロッパへのアクセス。高校生の頃からずっと憧れていた
留学を実現させるには最適の場所だと考え，シェフィールドを志望
しました。
２.準備
＜計画書＞　計画書作成にあたっては，国際学類の先生方や派遣留
学経験のある先輩方からたくさんのアドバイスを頂きました。それ
によると留意すべきポイントは ₃ つ。①「なぜ留学したいのか」「ど
の科目をどうして勉強したいのか」「留学経験を自分の将来とどう
つなげたいか」を明確にすること。②なぜ自分を派遣することが金
沢大学にとって有益かを説明すること。③以上のことをできるだけ
論理的に，具体的に，熱意と説得力をもって説明すること。（結構
受け売りです(笑)）
　漠然とした留学イメージの明確化・具体化が大切です。先生方や
留学経験のある人や留学生に話を聞き，ネットで調べ，自分と対話
しながら書きます。
＜英語＞　いわゆる文系の学部授業を取るためのIELTSの要求スコ
アは大体 ₆.₀ ～ ₇.₀ です。派遣留学に志願した時点のスコアが低く，
本音を言えばなんで通ったのか不思議なくらいだった私は，IELTS
勉強会やBSワールドニュースやPodcastなどを利用して地道に英
語対策をし，渡航直前の 4 回目の試験でようやく要求スコアを満た
すことができました。シェフィールドにはELTCの英語サマーコー
スがあります。学期が始まる前に参加し，そこでIELTSに似たシェ
フィールド独自のテストを受け，TOEFLやIELTSと同等の英語試験
としてスコアを提出することができます。
＜おすすめ準備物＞　もう既に留学することが決定している皆さ
んのために，日本から持っていって良かったなと思うものをリス
トアップします。耳かき（綿棒派じゃない人はマスト），海外電圧対
応のコンパクトかつ軽量なたこ足配線器（旅行で重宝します），日本
にいる家族や友達のアルバム・手紙など（心強い），自分に合う耳栓

（酔った学生が夜中に外で叫んでいて眠れないことがある），浴衣（最
初のオリエンテーションウィークのウェルカムパーティやJ-Socの
イベントで着ることがあった）といったところです。
３.留学生活
＜学習面＞　派遣留学生には，学部の枠にとらわれずに自由に授
業を履修することができるという特権があります。ELTC（英語セン
ター）の授業以外，基本的に留学生も正規生と同じ授業を履修し，
同じ基準で採点されます。
　私は年間を通して ₆ つの授業を履修しました。東アジア学部，歴
史学部，政治学部からそれぞれ 2 つずつ，前期と後期にそれぞれ ₃
つずつです。東アジア学部では，東アジア史と環境の授業を ₁ つず
つ。政治学部からは国際関係学関連の授業を 2 つ。歴史学部からは，
イギリス近現代史と2₀世紀の世界史の授業を選びました。学部に
よる差異（例えば論文の書き方や授業進行の方法や雰囲気）を体験で
きたのが良かったかなと思っています。
　留学前の段階では教職関連科目（TESOLや英文学）などの授業も
とるつもりだったのですが，選択できる授業数が少ないことと，あ
まり範囲を広げてしまうと虻蜂取らずになるではないかという思い
から，やめてしまいました。教育関連に興味がある方は，ぜひ森本

さんにお話を伺ってください。
　授業では，渡航前の対策空しく，自分の英語力の低さを存分に思
い知らされました。ネイティブ学生の方言にも，他国からの留学生
の方言にも戸惑うことばかりでした。教授やセミナーチューターの
英語は理解できても，議論の相手である学生の英語が理解できず，
ただでさえ低い発言力が更に弱まりました。英語だけでなく，学習
内容の理解度や知識，問題意識の面でも力不足を痛感しました。
　一週間に大体 ₃ ～ ₅ つの論文を読んでいました。₁₀ページほど
の短いものから分厚い本の 2，₃ 章分まで色々でした。勉強するの
は，集中したい時には図書館や部屋，もう少しリラックスしてやり
たい時にはStudent Union ₃Fのオープンスペース，という風に分
けました。このオープンスペースにはJapan Societyの学生がよく
集まっていて，わいわい話していたり日本語の勉強をしていたりし
ます。たまに下階のイベントスペースから楽器の演奏が聞こえてき
て，面白いです!
＜生活面＞　学期中は，勉強の合間に（主にJapan Societyの）イベ
ントやパーティに行ったり，友達と食事したり，飲みに行ったり，
パブやバーでサッカーを観たり，ショッピングをしたり，公園での
んびりしたりしていました。残念ながらシェフィールドは（という
かイギリスは）快晴の日がとても少ないので，珍しく晴れた日には

「今だ!」と外に出かけていました（でも途中で雨が降ってくるのがお
決まり）。週末，余裕があれば近場（ピークディストリクト，マンチェ
スター，ヨーク）に小旅行しました。
＜新しいUnion＞　英国第一と言われるStudent Unionは，残念な
ことに私がいる間ずっと大規模改装工事中で，本来の半分のスペー
スしか利用できませんでした。ちょうど2₀₁₃年秋に工事が終わっ
たようですが，2 千万ポンド（₃₀億円）かかったこれからシェフィー
ルドに派遣留学する人は素晴らしいUnionを利用することができま
す。うらやましい!
４.最後に
＜日記の重要性＞　帰国した今，私のシェフィールドでの記憶は既
にぼんやりしてきています。留学当初は「これから毎日日記をつけ
るぞ!」と意気込み，日記帳も買ったけれど，結局日々の忙しさを言
い訳にして書けませんでした。賢い友達はスマホのアプリで書いて
いました。
＜書ききれない!＞　紙面に書き切れるのは本当に一部のことだと
しみじみ思います。経験者の皆さんは口をそろえて「充実していた，
濃厚だった，忙しかった，成長した」と言いますが，それぞれ異な
る貴重な体験をしていらっしゃる方々ばかりです。留学を考えてい
る方はぜひ，（派遣に限らず）留学経験者の生の声を，あれこれ掘り
下げて聞いてみてください。
　最後に，このような素晴らしい形で留学を実現できたのは，国際
学類の先生方をはじめ，留学生係の方，留学生センターの先生方，
助言を下さった先輩方，IELTS勉強会の方々，精神的に支えてくれ
た友人や家族，また渡航先で出会った人々のおかげです。派遣留学
は，決して ₁ 人では成り立たないものです。有益なアドバイスを授
けてくれ，叱ってくれ，心強く後押ししてくれた全ての方々に，紙
面上ではありますが心から感謝しつつ，私の留学報告書の締めと致
します。

アメリカ
イリノイカレッジ

人間社会学域国際学類　長田　静穂
 
　こんにちは，国際学類米英コース 4 年の長田静穂です。私はアメ
リカのイリノイカレッジ(以下ICと表記します)という大学へ派遣
留学してきました。この大学は他の大きな大学と違って，在籍学生
数が約₁₀₀₀人と規模が小さいため，少人数での授業が基本となり
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ます。こぢんまりとしたキャンパスで，知らない人とすれ違っても
Hi!と挨拶が交わせるようなフレンドリーな環境の中で約₁₀カ月間
過ごしてきました。以下では，留学前・留学中・留学後の ₃ つに分
けて具体的にお話させていただきます。
【留学前】
　留学準備として大変だったのは，TOEFLのスコア向上と情報収
集でした。実際に留学を終えた今になって，苦手だったリスニング
とスピーキングをもっと早くからしっかり対策しておけばよかった
と反省しています。私はICとの交換留学一期生だったので，先輩か
ら生の情報を聞くということはできませんでしたが，別の大学へ留
学されていた先輩，実際に現地へ行かれた先生方，金沢大学に来て
いたICの学生に大学について詳しく話を聞くことができました。事
前に聞いておいてよかったことは，渡米・留学先での生活に関する
具体的なこと(航空券・ビザの取り方や，ある程度の服は現地調達
すればよい，話のネタになる日本の食べ物やお土産を持って行くと
役に立つ等の情報)です。またどの先生がわかりやすい，などの詳
しい事情を現地の学生に聞けたことは大きかったと思います。
【留学中】
　渡米した直後の秋学期は，正直に言うと英語での授業・課題につ
いていけませんでした。授業中のディスカッションでは学生の言っ
ていることがわからず，リーディングの課題は毎日夜 2 時 ₃ 時まで
しても終わらず悔しい思いの毎日でした。わからないところを教授
に何度も聞きに行きましたが，いつでも親切丁寧に教えてくださり
相談にものってくださいました。留学生に理解のある方が多かった
印象があります。半年も過ぎた頃には，学生の速い英語も少しずつ
理解できるようになりました。生活面では，アメリカ人の学生とルー
ムシェアをして寮に住んでいました。彼女は日本の文化に詳しく，
日本人である私を家に泊まらせてくれたり，色んなところに連れて
いってくれたりと，とても親切にしてくれました。共同生活で喧嘩
することはありませんでしたが，もう少し本音を言い合って喧嘩も
できるような仲になれていたらまた少し違ったかな，とも思います。
ルームメイトの他には，日本語を勉強する学生，同じクラブ活動・
授業で知り合った学生との交友関係を広めることができました。全
体的に親切な学生・教授が多いのでコミュニケーションがとりやす
く，充実した楽しい₁₀カ月間を過ごすことができました。
【留学後】
　春期の授業が終わると，カナダやロサンゼルス周辺を旅行しまし
た。学期休み中も何度か旅行してトラブルがあったりもしましたが，
そのおかげで貴重な経験ができました。留学中の反省としては，勇
気を出してもっと人の輪の中に入っていけばよかったということが
あります。共通の話題があれば話もしやすいので，話のネタとなる
ように洋画や洋楽，アニメなどに普段から親しんでおくことも役に
立つかもしれません。留学先で様々な文化背景をもつ人々と交流が
でき，自分の中にどっしりとあった価値観が絶対的なものではなく
なっていくのがとても心地良かったです。留学の成果として英語力
の向上があげられるのはもちろんですが，私にとって自分の内面で

の変化が感じられたことは今までの人生の中で大きなターニングポ
イントとなりました。この留学の実現を支えてくださった方々に感
謝しています。

アメリカ
タフツ大学

人間社会学域国際学類　ホールデン理沙
 
　私は2₀₁2年 ₈ 月2₀日から，2₀₁₃年 ₆ 月2₀日までのちょうど
₁₀ ヶ月間，アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市内にあ
るタフツ大学へ留学していました。アメリカ人の父を持つ私はバイ
リンガルとして育てられたため，いつか自分にとってもう一つの母
国であるアメリカに留学してみたいと幼い頃から漠然と思っていま
した。金沢大学に進学した背景にも，充実した派遣留学プログラム
の存在が大きかったです。
＜タフツ大学＞
　私が留学したタフツ大学はボストンという大都市にあり，メル
ティングポットの現状を，身をもって体験できる素晴らしい環境に
立地している。ボストンは学生の街なので，治安も良い。ボストン
でもよく親しまれている長い歴史のある大学でもあり，アイビー
リーグ校にも負けない優秀な教職員，生徒で生き生きとしていま
す。とてもリベラルで国際色豊かな校風であり，多くの知的で刺激
的な出会いを経験しました。私自身が興味をもっていた国際関係，
ジェンダー，フェミニズム，そしてアート（School of Museum of 
Fine Artsというタフツからバスで4₅分ほどの所にあるアートス
クールの授業の受講も可能）のフィールドが大変充実していたため，
関心が赴くままに貪欲に学び続けることができました。
＜寮での生活，学食，医療機関＞
　私はJapanese House（通称J-house）という日本語もくしは日本
文化に興味のある生徒が集まる寮に住みました。シングルルームに
キッチン・リビングとしてのコモンルーム，そして共同のシャワー・
トイレ・洗面台がありました。私の年はHillsides Apartmentsと
いうドームの一角のスイートでの生活でしたが，来年からは実際
に一軒家を設けたようなので期待できると思います。ダイニング
ホールは二つあり，（Carmichael & Dewick）持ち帰りのできる売
店(Hudgdon)で食事を済ませることが殆どでした。ミールプラン
は自分に合った食事数別に選べるのですが，高いので必ずしも購入
する必要はないのですが，前期は慣れない生活で自炊などは大変だ
と思うのでおすすめします。ダイニングホールはビュッフェ式です。
学食だけだと飽きるので，友達と外食をしたり，テイクアウトをし
たり，自炊などもたまにしていました。病院で診てもらいたい時に
は，キャンパス内にあるHealth Servicesという機関を利用してく
ださい。留学する際にタフツのヘルスケアに加入しなければならな
いので，ここで受ける施術費や医療費はかかりませんし，丁寧にみ
てくれるので気軽に使えます。
＜授業＞
　授業に関してですが，アカデミックレベルが非常に高かったため，
コミュニケーションではさほど困らなかった私でも，毎晩授業の予
習復習に追われる日々が続きました。毎週のようにレポートやリー
ディングリスト，ディスカッションがあり，はじめは追いつくこと
に必死でした。人権関係や法律学の授業もとっていた私は慣れない
かしこまった文献を何冊も読まなければならない夜が続き，途方に
暮れたこともあります。アートの授業も受講していた私は，作品を
なんとか納得したモノに仕上げるためにスタジオに籠り続けた日も
ありました。しかし，恥やためらいを捨て，全ては自分が成長する
ために頑張っているのだから，まずはできない自分を認めようと開
きなおりました。反省することにより，教授やクラスメートに分か
らない点は素直に質問する癖が自然と身につき，自信を持って自分
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を表現できるようになりました。
＜日常生活，旅行，移動手段など＞
　勉強で忙しかったものの，時間を見つけてはパーティーに行った
り，大学内で催される講演会に足を運んだり，サークル活動に励ん
だり，ジムに通ったり，ヨガを始めてみたり，春休みは友達と旅行
をしたり，友達とみんなで鍋をしたり，美術館やアートギャラリー
を訪れるなどして常に楽しんでいました。学校から最寄りの地下
鉄駅までのJoeyという無料送迎バスを利用し，よくボストン市内
にも足を運びました。また，親戚が住んでいるということもあり，
ニューヨークまで高速バスにて四時間ほどで行けてしまうのでよく
遊びにいきました。春休みはスペイン人とチリ人の友達とシカゴと
ニューオーリンズを旅行したこともとても良い思い出です。その他
には，家族が住んでいるノースカロライナやワシントンも訪れまし
た。
＜JCC*>
　さて，サークル活動に関してですが，金沢大学と同じように
多種多様なサークルがございます。私が入っていたサークルは
Japanese Culture Club（以下JCC）です。名前の通り，日本に興味
のある生徒が集まってお祭りなどのイベントを手がけるクラブで
す。JCCには帰国子女の生徒，日系三世の生徒，そして自分と同じ
ように日本のハーフである生徒，そしてただ単に日本に興味のある
生徒がいました。皆とてもフレンドリーで優しく，留学先の家族の
様な存在でした。祭りを初めとする多くのイベントを手がけ，協力
して一つのものを作り上げる達成感を何度も味わうことが出来まし
た。サークルはいくつ入っても良いので，とりあえずはJCCに入る
ことをおすすめします。
＜振り返り＞
　約₁₀ ヶ月にわたる貴重な留学生活を通し，自分のアイデンティ
ティや価値観を見つめ直し，自分自身の可能性を広げることができ
たと思います。毎日が発見や挑戦の連続であり，その刺激的な毎日
のおかげで貪欲に学ぶ姿勢を養うことができたと思います。毎日新
しいことに挑戦し，たとえ失敗したとしてもいい経験ができたとい
う心構えが出来るまでに成長したことによって，リラックスしなが
ら，そして何よりも日々の生活を楽しみながら自分自身の新たな一
面を知ることができたと思います。私にとっては留学先の寮での生
活が初めての一人暮らしの体験となりました。家から遠く離れた土
地で，一人で新しい生活を築いていくことは想像していた以上に厳
しいものでした。初めは孤独や不安に襲われました。しかし，応援
してくれている家族や友達のことを思い，自分に限られた₁₀ ヶ月
を出来る限り充実させると自分に約束しました。この機会を生かせ
るかどうかは全て自分自身の心の持ちようとあることに気づいたこ
とによって成長し，精神的に強くなれたと感じています。
　違う言語を話す友達，ムスリム教徒である友達，同性愛者である
友達，アーティストである友達，医師を目指して必死に努力してい
る友達，そしてこんな私を信頼し辛い告白をしてくれた友達。いつ
も私を支えてくれた人たち。彼らに出会ったからこそ今の私があり
ます。留学中に出会った友達とは今でも毎日のように連絡を取り
合っています。彼らと出会い，共に成長し，たくさんの思い出をつ
くれたことが私にとって留学における一番の収穫です。こうして留
学中に得た友達は，金沢に帰ってきた今でも私の生活を影響し刺激
し続けてくれています。私にこの様な貴重な経験をさせてくださっ
た金沢大学と，私の背中を押してくれた家族を初めとする方々に深
く感謝しています。

人間社会学域国際学類　静岡　佑紀
 　
○留学動機
　私は2₀₁2年 ₈ 月末から2₀₁₃年 ₅ 月末の約 ₉ カ月間，アメリカの
タフツ大学へ留学に行きました。入学前から漠然と留学してみたい
なとは思っていましたが，長期なんてできるのか，という不安もあ

りました。₁ 年生の夏に参加したJapan Tent学生ボランティアで
多くの留学生と出会う中，海外で勉強していろんな人々に出会う素
晴らしさを知ったのをきっかけに派遣留学に対する意志を固めまし
た。金沢大学での留学生との交流を始めたのもこの頃からです。
　そして，小学生の頃からアメリカの映画(特に裏方)に興味があ
り，本場のアメリカに行けば何か英語力以外にも得られるものがあ
るのでは，ということでアメリカを選択しました。
○派遣留学・タフツ大学の魅力
　みなさんもご存じかとは思いますが，タフツ大学はTOEFL要求
スコアがとても高いです…。私自身最初に派遣留学の案内を見た時
は，「絶対タフツ大学なんか行けっこない」と思っていました。しか
し，タフツ大学へ行ってきた先輩方やタフツ大学から来ていた留学
生，そしてホームページからいろいろ情報を得るうちに，「スコア
がいくら高くっても行ってみたい，挑戦してみたい」という気持ち
が強くなりました。
　そんな派遣留学先のタフツ大学にはいくつか魅力的な点があり
ます。
・タフツ大学年間学費およそ₃₀₀万円を金沢大学の学費およそ₅₀万

円で留学できる!
・タフツ大学と提携を結んでいる日本の大学は金沢大学のみ!
・派遣留学生が正規学生よりも優先的に授業登録ができる!
・派遣留学生も正規学生と同じ授業を取ることができる!
　他の大学へ留学に行った方の話を聞いていると，正規学生と同じ
授業を取らせてもらえなかった，まわりに同じような日本人交換留
学生が多かった，授業登録が最後の方で自分の取りたい授業を登録
できなかった，ということがあるようです。タフツ大学ではそれら
の点を気にする必要がないでしょう。確かに正規学生として留学
している日本人はいましたが，私の知る限り彼らは帰国子女かハー
フといった感じで日本語よりも英語が堪能でした。（これをプレッ
シャーと感じるか，チャンスと感じるかはその人次第です。）
　自分を試したい，挑戦したい，と思う人にはタフツ大学がお勧め
です。
○留学前
　親の反対，お金の問題，TOEFLスコアの問題。壁がいくつもあ
りましたが，留学制度を親にパワーポイントを使って説明したり，
奨学金をもらえるよう学業に励んだり，TOEFLの許容スコアにた
どり着くまで何回も準備して受けたり…。行く前からつらいこと
もありましたが，やはり「留学に行きたい」という気持ちの方が勝り
ました。「あきらめたらそこで試合終了」の意味を実感した準備期間
だったと思います。
○留学中
～学業～
　正規学生と同じ授業を取るということもあり，授業の進度や課題
についていくのが大変でした。しかしながら，教授やTA，そして
同じ授業を取っている他の学生の手助けもあり，乗り越えることが
できました。課題の内容や進め方等，わからなかったことは教授や
TAのオフィスアワーに尋ねに行ったりもしました。
　授業時間は，金沢大学だとどれも₉₀分ですが，タフツでは授業に
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よって4₅分だったり₇₅分だったり₁₅₀分だったりといろいろあり
ました。また，週に 2 ～ ₃ 回同じ授業があることがほとんどでした。

（月曜に出た課題を水曜までに終わらせなければならない場合もあ
りました）
　チューター制度では，ライティングチューターが充実しており，
レポートの添削やスペルチェック等をしてもらって課題を仕上げて
いました。残念ながら，生活面・勉強面両方の面倒を見てくれる金
沢大学にいるようなチューター制度はありませんでした。その分，

「チューター」としてではなく「友人」として私の手助けをしてくれる
現地学生がいてくれたのは嬉しかったです。
～生活～
　寮はJ-Houseという日本語を学んでいる学生や日本文化に興味の
ある学生と一緒に住むところでした。日本語の課題について質問を
受けたりする代わりに，私もよく英語のレポートやスピーチの添削
を手伝ってもらっていました。寮の中で日常的に使う言語は英語で，

「日本語でこれはなんて言うの？」というような話題の時は英語と日
本語を混ぜて話していました。日本文化(特に和食)に興味のある
学生がいたので，よく鍋パーティーをしながら交流を深めていまし
た。
　一方で，掃除や騒音に対する捉え方の違いから，寮の子と意見が
合わないことがありました。最終的にはお互いの意見を面と向かっ
て伝えることでなんとか一件落着。文化の違いというよりは，人と
して価値観の押し付け合いはもめ事を引き起こすだけだと改めて実
感しました。
～サークル活動～
　留学中にお勧めしたいことの一つは，何かサークルに所属するこ
とです。勉強や日々の生活とはまた違った「仲間」と出会うことがで
きます。私はJCC*(日本文化クラブ)と ₃Ps(演劇サークル)に所属
しました。JCC*では，タフツ大学のみんなに日本文化を知っても
らおうというイベントを企画・運営し，₃Psでは音響スタッフとし
て演劇製作に携わらせてもらいました。サークル内での私の立ち位
置が何か，時々戸惑うこともありましたが，母語ではない言語を使
いながら仲間と共に協力して何かを作り上げていくことの充実感・
達成感を味わうとてもよい経験になりました。サークルの仲間たち
とキャンパス内ですれ違うたびに”Hi! How's going?”と声をかけ
てもらえた時は，やはり嬉しかったです。
○最後に
　私にとって留学は，「つらいことも楽しいことも両方味わいなが
ら自分を見つめ直したり成長したりする場」だと思います。留学に
何を求めるのかは人それぞれです。どこへ行っても「自分がどう
行動するか」が大切です。自分次第でつらくも楽しくもなります。
ちょっと説教くさくなってしまいましたが，一番言いたいことは「留
学を少しでも考えているのなら行ってしまおう!」何事もやってみな
いとわからないことだらけです。「考えるよりまず行動」とよく友人
や先輩から言われます。私もいろいろなことにこれからも挑戦して

いくので，留学志望者のみなさんもどんどん挑戦してください!
　そして，タフツ大学へ行く人が増えることを祈っています!

アメリカ
ニューヨーク州立大学ニューポルツ校

人間社会学域国際学類　山口あか里
 
　アメリカ合衆国，ニューヨーク州の小さな村にある，ニューヨー
ク州立大学ニューポルツ校。私はその学校に平成24年 ₈ 月から平
成2₅年 ₅ 月まで留学していました。帰国して半年たった今でも「ま
たニューポルツに戻りたい」と，恋しくなりますし，「もっと充実し
た留学にできたのではないか」と，後悔することもあります。しかし，
ニューポルツで過ごした日々は，私にとってかけがえのないもので
す。この報告書が，これから留学を目指す皆様の参考になれば幸い
です。
　ニューポルツについての情報は，過去の報告書に詳しく書かれて
いるのでそちらを参考にしてください（笑）この報告書では主に私の
体験談を中心に書かせていただきます。まずは留学時期について少
し触れておきます。というのも，私が留学したのは 4 年の後期から
です。同期の友人たちが ₁ 年間の留学を終え，帰国した頃に私は旅
立ちました。なぜこの時期の留学を選んだかという話をすると長く
なってしまうので，ここでは省略させていただきます。
　留学は 4 年になってからでは遅いのでしょうか？私はそうは思い
ません。日本でしっかり自分の専攻分野を学んでから留学すること
はとても意義のあることですし，留学先での勉強にも役立ちます。
帰国後の就職活動を不安に感じる方もいるでしょう。私もそうでし
た。私が本格的に就職活動を始めたのは帰国後，₆ 月初旬からでし
たが，留学中も，現地で開催された日本人学生向けのジョブフェア
に参加するなどして，「就活」というものに触れてきました。帰国後
も，周囲より一足遅れて就活をスタートさせましたが，₉ 月に内定
を頂き，自分の納得する形で就活を終えることができました。と，
こんな話をしてもやはり不安だ，という人はいるでしょう。しかし，
将来の不安のために今自分がやりたいことを我慢するのはとても
もったいないと私は思うのです。
　前置きが長くなりましたが，それではここからは実際の私の留学
経験についてお話します。
　まず派遣留学の応募段階ですが，やはりTOEFLなどのスコアは
上げておくことに越したことはありません。しかしそれ以上に重要
なのは，「留学の目的や目標をはっきりさせておくこと」です。これ
は計画書を書く上でも，面接に臨む上でも必要となってきますし，
もちろん留学中でも，心に留めておくと初心にかえることができま
す。スコアだけが高くても，派遣留学候補生に選ばれることはでき
ません。
　では，学内の選考が通り，候補生に選ばれた後はどう過ごせばい
いのか。ここでも語学試験のスコアは重要です。学内選考をクリア
しても，留学先の大学が要求するスコアに満たなければ，受け入れ
を拒否されます。無事，留学先から受け入れ許可がおりたとしても，
スコアが低いと履修できる授業が限られてきます。もちろんスコ
アを上げるだけでなく，実践的なスキル（会話，ディスカッション，
スピーチなど）も磨いておいてください。
　ここでひとつニューポルツについてお話しますと，私が派遣留学
に応募した当時（現在でもそうかもしれませんが），ニューポルツか
らはスコアの提出は求められたものの，具体的な点数は定められて
いませんでした。ニューポルツから受け入れ許可が出た後，私は
TOEFLのために高額な受験料を払うのが億劫で，英語の勉強はし
ていましたが，TOEFLは受験せずにいました。そして渡航後，私
は留学生用の英語の授業（ここではESLといいます）を受ける前提で
クラス分けのテストを受けさせられました。ここでは一定のスコア
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をこえられなかった者は，ESLを受けなければなりません。私はこ
のテストのことを何も知らされておらず，以前ニューポルツに留学
していた友人や先輩からもこの話は聞いていませんでした。（以前
はむしろアカデミックの授業を受けることが前提だったそうです。）
事態が把握できず混乱したまま，テストを受け，結果スコアは満た
せず，私はESLを受けることとなりました。
　基本的にESLの授業はレベルごとにプログラム（時間割）が決まっ
ており，多くの授業を取らなければならないので他のアカデミック
の授業がとれなくなってしまいます。私は一番上のレベルだったの
で，運よくいくつかのESLの授業を免除してもらい，アカデミック
の授業も同時にとることができましたが，これも例外だそうです。
　ESLの授業はアカデミックの授業を受ける上でとても良い練習と
なりますし，他の国からの留学生とも仲良くなれます。授業の内容
も楽しいです。しかし私たち交換留学生には ₁ 年間という短い時間
しかありません。当時私は取りたかった授業，しかもそれを渡航前
に仮登録していたにも関わらず，諦めなければなりませんでした。
　このように，いくら事前に留学経験者から話を聞いていても，い
くら自分が準備をしたつもりでも，実際に現地に行くと聞いていた
ことと違う場合があります。これはニューポルツに限ったことでは
ないと思います。良いスタートダッシュを切るためにも，語学試験
のスコアを伸ばすことと，情報収集は念入りにしておいたほうがよ
いでしょう。
　授業の話に関連して，次はアカデミックの授業についてお話し
ます。これは私がニューポルツを選んだ理由とも重なるのですが，
ニューポルツは国際関係・国際政治に関する授業が豊富で，国際関
係の学部は学内でもトップレベルと言われています。なかでもアジ
ア研究に関心のある教授が多く，アメリカにいながらにしてアジア
のことも学ぶことができます。また，ニューポルツは総合大学なの
で，ビジネスやコミュニケーション，メディア，アート，音楽な
どの授業もあり，自分の専攻に合った授業をとれるのも魅力の一
つです。
　最後に，留学中の交友関係についてアドバイスしたいと思います。
どんな人とどう付き合っていくかは人それぞれだと思います。留学
生の友達，ネイティブの友達，ルームメイト，サークルの友達，ク
ラスメイト，etc…出会ったすべての人と仲良くなるのは難しいか
もしれません。しかし，人との付き合い方は自分次第でいくらでも
変えられます。机に向かって勉強することも大切ですが，交友関係
を広げ深めることも，同じくらい大切にしてほしいです。
　書きたいことお伝えしたいことはまだまだ山ほどあるのですが，
キリがないので，以上とさせていただきます。留学に少しでも行き

たいと思ったそこのあなた，そのまま突き進んでください。心配や
不安なんて，後でどうにでもなりますが，後悔だけはどうすること
もできないのですから。

人間社会学域国際学類　亀山　千里
 　
　派遣留学をして何が変わったか。人間として大きく成長できたか
と聞かれても，なんだかよくわかりません。しかし，確実に留学以
前とは違う事実があります。テレビや音楽から聞こえてくる英語が
聞き取れるようになったということ。留学を通してできたアメリカ
人の友達と，毎日のようにSNSで連絡を取り合っているというこ
と。今思いつくこの 2 つの事実だけでも，留学後の私の生活を変え
ることになりました。時々，アメリカにいたことが夢だったように
感じることもあります。それでも証拠のように，リスニング力と友
達の数を日々の中で実感し，そのたびに幸せを感じ，留学が現実の
ものだったのだと安心することができています。
　日本を出国し，アメリカに降り立つ。入国審査でのアメリカ人の
素っ気なく少し恐い対応を受け，あぁ，これからアメリカでの生活
が始まるんだと実感しました。そして大学に到着。時差ボケでなか
なか寝られず，ベッドで何度も何時間も寝返りを打っていると，そ
れまで何とか紛らわしてきた留学への不安な気持ちが一気に込み上
げてきて泣きそうになりました。あの日眺めていた暗い部屋の天井
は忘れません。翌朝目覚めて時計を見ると，₁₁時。なんとオリエン
テーションが終わる時間。頭が一瞬真っ白になり，この時強く思い
ました，日本に帰りたい，と。これが私の留学期間での最大の失敗
でした。
　私がニューポルツを志望した理由の一つ，ニューヨークに近いと
いうこと。多文化多人種が共存し社会が機能する姿を，この目で見
て感じたいという思いがありました。その思いの通り，ニューヨー
クはとても刺激的な都市でした。様々な人種がいて，無数の観光客
もいて，その中に自分がいる。自分の存在がちっぽけに思えたり，
時には誇りに思えたり。ある時はちょっとした差別を感じたり，あ
る時は日本人であるから歓迎されたり。その全ての経験が，自分を
客観的に見つめ直すきっかけになりました。アメリカではワシント
ンDCやボストン，フロリダ，さらにサンフランシスコやロサンゼ
ルスにも旅行しました。それぞれの土地でその土地の人々に触れ，
こんなにも風土や人の気質が違うものかと驚かされました。｢アメ
リカ」と一言で言っても，その中身は一様ではありません。これが
アメリカの面白さです。
　一つの大きな経験としては，キャンパスでの寮生活があります。
寮での生活，ましてや外国人と隣り合わせの生活です。廊下を歩け
ば外国人とすれ違う，寮全体のミーティングがあると自分の居場所
が分からなくなる。どうすべきかわからず，ドキドキすることばか
りでした。生活していくうちに，サポートしてくれたり仲良くして
くれる学生も増え，挨拶ができる人も増えてくる。それが自信につ
ながり，寮の中でも堂々と生き生きと生活できるようになりました。
向こうの学生は，私が｢留学生｣だからといって特別扱いはしません。
特別に優しく丁寧な対応を受けることはありません。しかし，私を
｢一人の学生」として扱ってくれます。だから，じろじろ見られるこ
ともなく，誰でも何気なく普段の英語で話しかけてくれますし，い
つでも歓迎してくれます。これはもちろん大学に限ったことではな
く，アメリカで生活していて感じたことです。また，キャンパスの
施設は十分に活用しましょう。色々なところに足を踏み入れること
によって，様々な人と交流することができます。図書館，ジム，ブッ
クストア，レストラン，ポストオフィス，ヘルスセンター。それぞ
れにいつもおなじみの顔のスタッフがいて，作業をしながらも挨拶
や会話を交わしてくれる人がいます。そうして自分も一人の学生と
してキャンパスで生活をしているのだと実感することができていま
した。ニューポルツのキャンパスには，美術館や劇場もあります。
美術専攻の学生による作品展，演劇専攻の学生によるミュージカル，
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そして時には演奏会。キャンパスで開かれるイベントにも積極的に
参加することで，また新たな場面に遭遇でき，刺激を受け，幸せや
楽しさを感じることができます。キャンパス内をスケートボードで
移動する学生，天気のいい日に芝生でヨガやフラフープをする学生
の姿も，日本ではなかなか見られない光景です。
　留学を終えて日本に帰国。飛行機から出た瞬間に日本の湿度の高
さに驚き，入国ゲートでの日本人の方の笑顔と優しい対応に心を打
たれ，あぁ，日本だ，と。最後なりましたが，派遣留学に際して携わっ
ていただいた方々，大学，先生方，サポートしてくれた友人，家族
に感謝を申し上げ，また今後海外へ飛び立つ皆さんにエールを送り
たいと思います。毎週金曜日が待ち遠しくなる，忙しくも充実した
生活を送ってください。

‘TGIF!’

アメリカ
ウィリアム・アンド・メアリー大学

人間社会学域国際学類　遊佐　　藍
 
　ウィリアム・アンド・メアリー大学は長い歴史を持ち，ハーバー
ド大学に次いでアメリカで 2 番目に古い大学です。大学は閑静な街
中にたたずんでおり，重厚なレンガ造りの建物が並ぶ大学構内は，
芝生の緑とのコントラストがとても美しく，季節の移り変わりを
しっかり感じることのできるキャンパスです。また学生に対する教
員の比率は学生₁2人あたり教員が ₁ 人と，少人数教育に力を入れ
ている大学です。こうした環境は ₉ ヶ月間じっくりと学習に取り組
む上で最適であると判断し，留学先としてウィリアム・アンド・メ
アリー大学を選びました。そしてこの選択は間違っていなかったと
いう思いを日々強くし，今日に至っています。
　2₀₁2年 ₈ 月，留学生活が始まり慌しく授業が開始して早々に，私
は衝撃を受けました。毎回の課題をこなしながら授業についていく
ということが自分にとってこんなにも大変なことであるのか，と衝
撃を受けたのです。ウィリアム・アンド・メアリー大学では留学生
向けの授業はほとんど無く，現地学生と一緒に授業を受けることに
なります。毎週2₀₀ページ程度のリーディング課題に加え，レポー
ト・小テストやプレゼンテーションなどもこなさなければなりませ
んでした。こうした学習スタイルは留学生である私にとって最初は
過酷としか言いようが無い状況でしたが，しばらく現地の学生た
ちが勉強する姿を見るうちに，これは彼らにとってもハードなもの
であるということが伝わってきました。図書館は夜の 2 時まで空い
ており，各寮には24時間使用できる勉強用のラウンジがあります。
これらを利用して平日の間は課題をこなすことで精一杯の毎日でし
た。その一方で週末にはパーティやコンサートなど様々なイベント
が毎週開かれ，思いっきり遊んでリフレッシュすることができます。
こうしたメリハリのある学習スタイルを獲得することが，私の留学
生活における第一関門だったといえます。

　₁ 学期目は英語を扱う基礎固めとなる授業を中心に履修し，2 学
期目は自分の専門分野や高学年向けの授業を履修しました。₁ 学期
目はWriting and Research American Styleというアメリカで学
ぼうとする際に身に着けなければならない基礎的な知識(エッセイ
の書き方や図書館・オンラインでの文献の集め方など)を扱う授業
や，Public Speakingという「人前で話す」ということに焦点を置い
た授業を取りました。これらはアメリカの大学生として授業に参加
し，学ぶ姿勢を獲得する上で非常に有効であったと感じています。
アメリカの学習スタイルにもなじんできた 2 学期目には文学や翻
訳，英語教授法など自分の興味のある分野を中心に授業を受けまし
た。大量の課題と文字通り日 「々格闘」していた私でしたが，まずな
によりも大切だと感じたのは，とにかくこなそうとすることです。
限られた時間の中でこなそうとしていく内に自分のペースをつかむ
ことは効率的に学習する上で非常に大切です。自分の読み書きのス
ピードを知ることで，それぞれの課題に優先順位をつけてじっくり
と取り組むことができます。そうして書き上げたレポートは友達や
学生ボランティアの方に読んでもらいアドバイスをもらいました。
また授業の先生方のオフィスアワーも積極的に利用しました。先生
の研究室のドアを叩き，自信の無い英語力で質問することはとても
緊張しましたが，どの先生も親身になって私の理解力をはかり，レ
ポートのポイントや試験への心構えを指導してくださいました。
　また英語でのコミュニケーションについても，自分から一歩踏み
出す姿勢の大切さを学んだ日々でした。私は臆病で，自分の話す英
語にコンプレックスを持っていました。その苦手意識からコミュニ
ケーションに対してもどこか消極的になり，自分から踏み出せない
時期を送ったこともありました。けれども，留学生向けの会話パー
トナーとの会話練習や，日本語を学習する学生が住む日本語ハウス
でのイベントへの参加を重ねるうちに友達も少しずつ増えてゆき，
ウィリアム・アンド・メアリー大学の一員であるという自覚と「もっ
と話したい!」という気持ちが強くなっていきました。それが原動力
となり，次第に英語で会話することを楽しむことができるように
なったと感じています。
　各学期中には数回の休暇がありました。₁₁月後半にはアメリカで
最も盛大な祝日のひとつであるThanksgiving Dayにあわせて ₅ 日
間の休暇が設けられています。私は友人の家に滞在させてもらいま
した。彼女の家のThanksgivingには₃₀人以上の親戚がアメリカ中
から集まり，とてもにぎやかでした。家族みんなで食卓を囲み，伝
統的な食事を取り，お互いに感謝の気持ちを伝え合います。日本の
お正月とは一味異なるアメリカ流の家族団らんを経験しました。温
かく迎えてくださった彼女の両親や兄弟たちと過ごしているうち
に，ふいに遠く離れた日本にいる自分の家族を思い出してその大切
さを実感し，胸が熱くなったことは今でも忘れません。その土地の
文化を知ることはもちろん，日本の文化の素晴らしさや家族や友達
の大切さを改めてこんなにも感じることは留学することがなかった
ら経験することはなかったでしょう。
　この冊子をお読みの方々の中にはこれからアメリカへの留学を志
す方がたくさんいることと思います。そんな方々に私が伝えたいア
ドバイスは 2 点あります。まず，英語の勉強を着実にしておくこと
です。前にも書きましたが，私は留学開始当初自分の英語に自信が
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※派遣留学生からのレポートは原文のまま掲載しました。

無く，間違うことを恐れて臆病になっていました。書くにも話すに
も英語力が無ければ自信が持てません。着実に築いた基盤さえあれ
ば，いくらでも効率よく現地で英語力をつけていくことができます。
留学開始前は準備に忙しく勉強時間を確保することが難しいかもし
れませんが，なんとか時間を見つけて耳を慣らし，話すことへのた
めらいを少しでも減らすことが近道です。そしてもう ₁ 点は，時に
は「ちょっと難しいかも？」と思うことにでも挑戦していく姿勢を持
つことです。留学先のTOEFLの要求スコア，授業選択やクラブ活
動など自分で挑戦していかなければならないことはたくさんありま
す。自分で乗り越えたという経験はきっと留学中に得るかけがえの
無い財産の一つとなるでしょう。私自身も 2 学期目に「モダンバレ
エ」という授業に挑戦してみました。今までしたことの無いものに
対する不安はありましたが，実際に身体を動かしながら授業を受け
ることは新鮮でしたし，クラスメイトと一緒に作品を作り上げて発
表することもとても楽しかったです。こうして新たな授業に挑戦し
たことは，よい気分転換になり結果として留学中の学習にメリハリ
がついたと感じています。みなさんも留学中だからこそできる様々
なことに積極的に挑戦してみてください。
　留学生活では想像をはるかに超える経験と刺激的な日々が待って
います。この冊子を手にし，留学を決意した皆さんがその土地で ₁
人 ₁ 人にとって特別な価値のある経験をされることを願ってやみま
せん。先生方や留学生センターの方々，そして家族や友達をはじめ
とする私の留学を支えてくれたすべての方々への感謝の気持ちを込
めて，留学報告とさせていただきます。

アメリカ
ネヴァダ大学リノ校

人間社会環境研究科国際学専攻　清水　美貴
 
　わたしは2₀₁2年 ₈ 月から2₀₁₃年 ₆ 月まで，ネヴァダ大学リノ校
に派遣留学をしました。ネヴァダ大学リノ校はアメリカ合衆国の金
沢大学派遣留学協定校の中で唯一西部に位置する，アメリカを象徴
するような大自然に囲まれた大学であり，心理学やジャーナリズム，
そして環境文学などの分野にとりわけ力を入れている大学です。リ
ノ校での留学体験を留学目的や授業，生活の点から振り返ってみた
いと思います。
＊目的
　ネヴァダ大学リノ校は，環境文学の大学院プログラムを世界で最
初に設立した大学であります。わたしは大学 4 年時，環境文学に関
心を持ち大学院に進学をしてさらに研究をしたいと考えていまし
た。そのため，大学院生としてネヴァダ大学で勉強をするというこ
とは非常に貴重で有意義な経験になると考え，派遣留学に応募しま
した。環境文学の，とりわけ修士論文の研究テーマに関連する授業
を取り，知識や考察を深めることを第一の目標としました。留学は
どこに行くにせよ，どのような動機にせよ，異文化に触れ，戸惑い

や喜びを感じる中で多くのことを学ぶことができる素晴らしい機会
になると思います。しかし，本当に辛いときに，明確な目的は心の
支えになります。自分がやるべきことだけではなく，無理をしてや
らなくていいことも理解できるからです。派遣留学は約₁₀か月で
す。何かを満足に習得するには短いと感じますが，詰め込み過ぎて
は体も心も持たない長さです。もちろん新しいことに挑戦したり，
興味があることにはためらわず飛び込めばいいと思いますが，自分
が最低限これは達成しようと決めることで，心にゆとりができます。
＊授業について
　大学院生として留学したからには，大学院レベルの授業を受けな
くてはならないと考えていました。文学の授業は予習で課される読
書の量が他分野に比べ非常に多いため不安はありましたし，学部の
授業を履修することは不可能ではありませんでした。しかし，学部
生だったら受けられない授業を受講する権利があったわけですか
ら，その機会を逃してはいけない，と思い大学院レベルの授業の受
講を決断しました。とはいえ，自信がない。そういう時に覚えてお
いていただきたいのは，しっかり先生に話をすることです。私の場
合，最初の学期は講義の内容を授業中に ₁ 度で把握し理解すること
ができるか自信がなかったので，本来授業の録音は禁止されていま
すが，復習にのみ使うという条件で録音させていただけないかとお
願いをし，許可を頂きました。またエッセイ課題の提出期限を他の
現地学生よりも長くして頂くことでなんとか単位を取ることができ
ました。アメリカの大学では，先生の意向が事務的な決定よりも大
きな意味を持ち，フレキシブルに対応してもらえます。自分がどう
してその授業を取りたいのか，何が不安で自分にはどういった助け
が必要なのか，しっかり伝えることで，可能になることが多いでしょ
う。2 学期しかない留学なので，あきらめずにできる限り手を尽く
すことが大切です。授業の履修条件の中に，別の授業を履修してい
ること，とあったとしてもあきらめてはいけません。必要であれば，
留学前に先生とコンタクトを取り，授業履修に備えた勉強を始める
ことも可能でしょう。
＊生活・住まいについて
　わたしはキャンパスから目と鼻の先にあるシェアハウスで，イラ
ンや台湾，中国，アメリカ，チリ，日本などさまざまな国から来た
学生と生活を共にしました。文化や価値観，宗教の違いを痛感する
とともに，そういった違いを許容することの難しさと大切さを学び
ました。一つ屋根の下で過ごすことは本当に苦労もストレスもお互
いにあるもの。しかしそれを乗り越え，心を許せる友人同士になれ
たことはわたしの派遣留学の大きな収穫の一つだと思います。ま
た，シェアハウスの良いところは（リノの場合はおおむね）寮費より
も家賃が安いこと，キッチンがあることです。寮の多くはキッチン
がついておらず，唯一キッチンがあるカナダホールという寮のキッ
チンも非常に簡素な作りになっています。ですから寮に住めばキャ
ンパス内のカフェやファーストフード店を利用することが主になる
でしょう。わたし自身としては，スーパーに通い，品ぞろえの豊富
さや，価格や産地，人々がどういうものをどれくらい買うのかが興
味深く，アメリカという国を知ることの一つの糸口にもなったと思
います。キャンパスの外の生活の場でも多くのことが学べます。
＊おわりに
　留学中は，いかに自分一人では何もできないかを実感しました。
言葉も不自由で，文化も社会の仕組みも違いますし，特に留学の最
初は面倒な手続きばかりです。そういう時，自分から助けを求めた
り，わからないとはっきり言わなければならず，無力感に襲われま
す。でも，そこは堂々と助けてもらえばいいのです。堂々と助けを
求めて，自分も助けられるときに助ければいいのです。そうやって
いくうちにわたし自身，人間関係も英語も上達したと思います。留
学は不安も多いものですが，あまり斜に構えずに挑戦してほしいと
思います。
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