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中　　国

北京師範大学
人間社会学域国際学類　佐々木麻衣

私は2015年9月から2016年6月まで北京にある北京師範
大学に留学してきました。この大学を選んだ理由は3つあり、
①北京＝首都＝安心（家族を安心させるため）②各地へ旅行に行
きやすい（首都だから、交通機関が発達している）③他の地方の
方言に比べると北京語は普通語に近いから勉強しやすいと考え
たからです。中国語を伸ばしたいならこの大学はものすごくお
すすめです。しかし、中国語を使って違う学問を勉強したいと
いう方にはあまりおすすめしません。そういうことをしたい留
学生の数が少ないので、時間割的な配慮がなく、授業が組みに
くくなっています。

留学前の準備
派遣留学に応募するまでが一番時間がかかりました。まずど

この大学・地域にするのかに悩み、期間は半年にするか1年に
するかに悩み、そのあと留学の志望動機を書き、それを中国語
へ翻訳する必要もあり（先生と友人には大変お世話になりまし
た）、学期中だったので目まぐるしかったと覚えています。その
あとは海外保険、VISAの取得に関連して健康診断などあり、大
変そうと思うかもしれませんが、きちんと金大の留学企画係か
らくるメールやお知らせに沿い、友達と相談しながら準備すれ
ば大丈夫です。留学中のお金の管理についてですが、新生銀行
という銀行では、日本で日本円を口座に入れておくだけで、中
国のATMで中国元を直接引き出せるというサービスを行って
います。（PlusというマークのあるATMから下せます。師範大
の近くにもたくさんあります。）半年間の留学の方は、現金をそ
のまま持っていくのもアリだと思いますが、1年間の留学であ
れば、このサービスの利用をおすすめしたいです。（大金を持ち
歩くのは不安なので）

北京師範大学・授業について
北京にはたくさんの語学学校や大学で中国語を勉強する環境

があります。中でもこの大学には優秀な先生もいるし、学生も
真面目だということで、北京市内の他大学から師範大に中国語
を学びに移ってくる留学生もいるくらい中国語教育の権威とし
て知られています。学校内にはプールや図書館、運動場、スー
パー、食堂などがあり、大学内ですべてを完結できます。交通
の便もバス停がとても近いので、市中心部にも出やすいと思い
ます。授業は様々な国から来た留学生と共に中国語を勉強しま
す。最初はちんぷんかんぷんかもしれませんが、3か月くらい

たてばなんとか授業についていけるようになりました。授業は
リスニング、スピーキング、文法、新聞（ニュースを読んで討
論）の4つがあり、特に新聞の授業は語学力向上にとても役立
ちましたし、他の留学生の意見を聞ける貴重な場でした。

授業以外の活動
大学で授業に出ているだけだと、「先生以外中国人の知り合

いがいない！」なんていうことに陥ってしまうので、地元のボ
ランティア団体に参加して、地下鉄で道案内をしたり、テレビ
局で観覧客をしたりしました。これらは全てインターネットで
探して参加しました。また、他大学に週に一度通い、北京の手
話を勉強していました。最初は、中国語も手話も何もわからな
い状態でしたが、半期続けた頃にはなんとなくできるようにな
り、そのような活動を通じて友人も多くできました。あと、師
範大にはチューター制度がないので、中国人の日本語学習者と
の交流会には積極的に参加し、一緒に勉強する仲間を作りまし
た。師範大には多種多様なサークルがあるので、そこに参加し
て友達を作るのも面白いと思います。留学生も参加OKのよう
です。

果たして語学力はどのくらい上達するのか？
私が留学前に1番気になっていたことはこれです。「語学だ

けが目的じゃいけない」と言いつつも、正直自分は最終的にど
れくらい話せるようになっているか、とても心配でした。私を
例に挙げると、留学前はニーハオ、シェーシェーが言えるレベ
ル。帰国後、日常会話は大丈夫なくらいまで成長しました。私
が思うに、会話の上達で大きく差が出るのが、「間違いを指摘し
てくれる人がいるかどうか」です。師範大では、クラスの人数も
少ないわけではないので、1人1人に細かい指導はしてくれま
せんでした。私はある時、中国の友人に粘り強く「君の発音は
さすがにヤバい」と教えてもらえたので、「あの発音は間違って
いるな」とか、「自分の今の発音変だったな」など、だんだん聞
き分けられるようになってきました。したがって、会話の上達
には現地人と話すことが肝心だと思います。読み書きについて
は、真面目に予習復習、テスト勉強をしていれば必ず上達しま
す。

日本人と仲良くすべきか否か
人それぞれだとは思いますが、一つ言えるのは、一番留学を

楽しんでいた人は、「中国人とはもちろん、日本人、留学生とも
満遍なく仲良くしていた人」だということです。自分は途中ま
で日本人を敬遠し過ぎていたので、少し後悔しています。中国
に来ている日本人はユニークな人が多いような気もします。た
くさん人付き合いを楽しんでほしいです。

最後に
どれだけ話を聞いても不安はなくならないかもしれません

し、留学生活を想像することは難しいと思いますが、百聞は一
見に如かずです！色々なことに飛び込んで頑張ってきてくださ
い。行くか迷っている方は、行くべきです。自分の1年間を自由
にできるなんて、大学生活中がラストチャンスではないでしょ
うか。あと、行く前に長期目標、行ったあとで中期目標を掲げ
つつ生活すると頑張りぬけると思います。加油！

ア
ジ
ア
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人間社会学域国際学類　和田　友美
私は2015年9月から約1年間、中国の北京師範大学に留学

していました。中国に留学したと言うと9割9分「え…なんで？
大丈夫だった？」と聞かれるのですが、この報告書で中国留学
も悪くないと思って頂けると幸いです。

留学のきっかけ
幼い頃から中国武術や歴史に興味があり、中国ならではの独

特な雰囲気に不思議と魅了されていました。大学では迷いなく
中国語を履修しましたが、その反面、中国国内の格差や教育状
況等々嫌なニュースがずっと気がかりでした。中国留学を決め
たのは、中国で暮らす事で、そのような中国社会にいる人々を
感じたかったからです。そのため、留学先は中国しか考えてお
らず、逆に中国でなければ私は留学には行きませんでした。

また、金沢大学の留学制度がなければ私は留学できていませ
んでした。留学にあたり大学から援助金を頂き、その他JASSO
の毎月の奨学金や、在学5年目の授業料支援、大学側の留学を
奨励する雰囲気や手厚いサポート、全てが私の留学への後押し
になりました。実際、金沢大学ほど留学の環境が整った大学を
私は知りませんし、留学中何度も羨ましがられました。

留学開始前までに
事務的な手続きは留学企画係の指示に従えば間違いありませ

ん。
ただ、中国ではインターネット規制があり、GoogleやLINE

はもちろん、大きな会議やサミット時には私はYahooも使えな
かったので、予めVPNや中国でも使用可能なアドレスの準備を
お勧めします。

また、留学先の情報入手は常に行ってください。例えば、
2015年9月3日は抗日記念60周年で日本人への注意喚起があ
り、また入学式の日程は前日までに3回変更になりました。海
外にいる身として、情報の共有は大事にしましょう。

大学選びについて
私が大学選びの際重視すべきと感じたのは、土地柄と留学の

目的です。
土地柄から言えば、北京は中国の首都でその国の象徴と言え

ること、日本の大学では北京語を学ぶこと、都心のため交通の
便が良いこと、私たちは一般的に中国というと北京の人々を想
像している（と感じた）こと等から、私は留学先が北京で本当に
正解だと思っています。

留学の目的によっても選ぶ大学は変わります。北京師範大学
は、教育系の大学で全国的にレベルが高く、語学教育にも力を
入れています。一般的に留学生は、語学専門の留学生クラスに

入るため、中国語を学ぶことが目的ならば、語学教育のレベル
が高く、日本語を学ぶ生徒も多い北京師範大学は最適だと思い
ます。一方で、中国語で専門分野を学びたい、中国人生徒と一
緒に授業を受けたい、と考えるならば選ぶ大学も変わってくる
と思います。

クラス・授業について
入学前にクラス分けテストがあり、筆記と口頭試験によりレ

ベル別に6段階×5クラスに分けられました。私のクラスは20
人でアメリカ、イギリス、フランス、エジプト、韓国等から集
まっていました。

語学留学の為、授業はリーディング、リスニング、会話、新聞
の科目から週9コマで、中国の伝統文化や問題をテーマとした
教科書を用いて中国語を学びました。ペア学習や討論、プレゼ
ンテーションが多く、発表の準備には毎週悪戦苦闘しました。

特に面白かった新聞の授業では、毎週新聞を読み、時事テー
マについて皆で討論しました。欧州の留学生達が移民問題で白
熱した議論を交していたり、日中韓関係について皆が言葉を選
んで慎重に意見したり…、毎回の討論がとても興味深いと同時
に、友人たちの考え方には必ず宗教的問題や国家同士の事情が
絡んでいて、複雑な気持ちになったのを覚えています。留学生
クラスに所属したことは、他文化圏の問題についても考える良
い機会でした。

生活について
寮には共同のキッチンがありますが、外では朝5時頃から、

夜も一食200円弱で気軽に食事できます。しかし、日中の食文
化は当然異なり、渡航後1、2週間はおなかを壊すのは避けて
は通れません。薬の準備や近場の病院を見つけておくと安心で
す。また、日本食が恋しくてもむやみに生魚は食べるべきでな
いと忠告します。私はそれで集団食中毒にかかり入院寸前でし
た。1年間病院のお世話になる友人の話は絶えなかったので、
外国はどこでもそうですが、何でも安心安全と思わない方が身
のためです。

空いた時間には、各地の日中交流会によく参加しました。授
業のみでは中国人と接する機会は少ないので、交流会で話す機
会や友人を見つけ、ランゲージパートナーともそこで出会いま
した。日本に興味のある中国人は多く、街中で、日本語の勉強相
手になってくれないか？と話しかけられたこともある程です。

プラスα
留学を語学だけで終わらせないために、留学後半の半年で、

在中日系企業へのインターンシップや中国人の子供に対して日
本語の家庭教師を行いました。　　　　　　　　　

インターンシップはつてで参加し、他企業に中国語・日本語
を使い分けて電話でアポイントを取ったり、翻訳の仕事を任せ
ていただきました。そこで中国で中国人と働くという貴重な経
験を得て、中国で働くことについて考えるようになりました。

家庭教師としてお邪魔した中国人一家は、ご夫婦が中国語教
師だったため、毎週子供に日本語を教える代わりに先生に中国
語を教わり、中国と日本の文化や問題点を議論したり、家庭料
理もふるまっていただきました。

また、私は留学中出来るだけ多くの地に旅行することを目標
としていました。師範大学は年に1度1週間の留学生向け研修
旅行を開催しており、クラスメイトと四川へ行ったのもよい経
験です。中国は世界最大規模の国土と人口を有しているだけあ
り、東西南北で全く違う文化、言語、気候、人が存在します。

ア
ジ
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旅先では毎回新しい発見があり、中国ってすごい、中国って何
だ？と何度も感じました。タクシーの運転手に「中国語を学ぶ
ならまず中国の歴史を知らないと。」と教えてもらったことがあ
ります。教科書を読むならどこででもできますが、留学は歴史
を目で見れる絶好のチャンスです。留学した際はぜひ、各地へ
旅行に行ってください。

最後に
出発前ある先生に、留学は「中国で1年間暮らして、自分で見

て、経験して、考えられることに価値があるんだよ。」と教えて
もらいました。帰国してみて初めてその言葉の意味を身に染み
て感じています。私が中国で見て経験したことは全て確かな事
で、誰にも変えられない事実だからです。生活したから分かる
事、感じられた事は沢山ありました。

留学中、自分の不甲斐なさに泣きながら帰る事も、騙される
事もしょっちゅうでしたが、それでも負けたくないという強い
思いで何にでも飛び込みました。何か勧められたら、全てのこ
とにYESと言ったと思います。そのおかげで1年間、毎日成長
して、毎日新しい事や疑問に遭遇できました。

留学中色んな事がありましたが、この1年世界中の色んな人
が私の助けに、良い先生になってくれました。私がこの留学中
に出会った数百人の友人たち、そしてそれを支えてくれた人た
ち全員に感謝します。本当にありがとうございました。

中　　国

北京語言大学
人間社会学域人文学類　舘野　友里

私は2015年9月～2016年7月までの約10か月間、中国の
北京語言大学に派遣留学に行ってきました。正直に言うと、も
ともとは留学に行くつもりは全くありませんでした。その考え
が変わったのは、2年の夏に行った1か月の台湾語学研修です。
台湾での語学研修は1か月の短い期間だったこともあり、友人
とのちょっとした旅行と語学を試す機会といった軽い気分で参
加を決めました。その1か月を通して感じたのは、言語を通し
て他の国の人とコミュニケーションを取ることの純粋な楽しさ
でした。帰国後、自分なりに将来についても考え直し選択肢を
広げるという意味も込めて、留学について真剣に考えるように
なりました。両親・先生・友人、様々な人からの後押しをも
らって、最終的には留学を決めました。

留学の準備や手続きについては他の方も書かれるかと思いま
すので、割愛いたします。留学企画係の方の指示に従って一つ
ずつ確実に進めていけば大きな問題はないだろうと思います。

最低限、保険・クレジットカード・携帯・現地での宿舎につい
てはご自分でよく確認しておくことをお勧めします。新入生の
サポートをしている間、これらに関する問い合わせが比較的多
かったです。北京語言大学については、一連の入学手続きをサ
ポートしてくれる日本人留学生の先輩がいて下さるので、どう
しても困った時には相談してみて下さい。

授業に関しても不安は多いかと思いますが、始まってしまえ
ば何とでもなります。特に語言大学の先生方は外国人学生に中
国語を教えるプロなので、根気よく丁寧に教えて下さいます。
外国人の癖のある中国語の発音も聞き取ってくださるので、遠
慮せずに話したり相談したりしてみて下さい。

生活面についてですが、中国は物価も交通費もとても安いの
で、旅行等にも積極的に出かけてみて下さい。学生証があれば
大抵の施設は半額で利用が可能ですし、美術館等は無料のとこ
ろも多いです。食事は口に合わないようでしたらファストフー
ドや日本食もありますので、ご心配なく。水だけは少し心配な
ので、購入するようにしていました。

書きだすとキリがないのですが、留学に関してでも、中国に
関してでも、もし何かご質問がありましたらお気軽にご連絡く
ださい。

最後に、もし今留学に悩んでいるのでしたら、納得がいくま
で悩んで下さい。自分のやりたいことや先のことをきちんと悩
むのは、決して無駄にはなりません。是非ご家族やご友人にも
相談をしてみて下さい。誰かに自分の意見を伝える中で、自分
の気持ちも明確になるはずです。留学は選択肢の一つです。も
し留学しなかったとしても、自分なりに大学生活を有意義に過
ごせたと思うのであれば、その選択も私は間違いだとは思いま
せん。ただ、留学をした身から言わせてもらうのであれば、留
学に必要なのはほんのちょっとの思い切りだけです。海外生活
の経験や語学力なんてものはもちろん、大きな目標や壮大な覚
悟も特に必要ないと思います。大抵のことは「慣れ」ですし、目
標などは生活に慣れてからゆっくりと見つけていけば良いもの
です。難しく考えすぎずに、怖がり過ぎずに、ちょっと踏み出
す勇気を皆さんが持って下さることを願っています。

韓　　国

漢陽大学
人間社会学域人文学類　瀧本　育美

私は2016年3月～9月まで韓国の漢陽大学に留学しました。
韓国は日本から近い国ですが、街の雰囲気や学校の雰囲気な
ど、日本とは異なる部分も多いです。半年間の留学で私が感じ
たことを以下に書きたいと思います。

留学前
留学前には準備しなければいけない資料がたくさんありま

す。金沢大学に提出する資料はもちろんですが、受け入れ先に
も資料を提出しなければいけません。漢陽大学では留学生のた
めのポータルが用意されており、10月頃に登録出来るように
なります。漢陽大学に直接書類を送ることはなく、そのサイト
に必要書類をアップしたりしました。また、2月頃になると、
漢陽大学から授業の案内や学生寮についてのメールがたくさん
届くようになります。すべて英語で書かれてあるので大変です
が、情報を見落とさないようにすることが大切です！
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ビザの取得
石川県には韓国領事館がないので、一番近くの新潟の領事館

まで行ってビザを申請しました。必要な書類は領事館のHPに
記載されてありますが、一つでも抜けるとビザ発行は出来ず、
追加で書類を送る必要もあるので、ビザ発行に必要な書類は隅
までチェックしてください。もし必要かどうか分からない場合
は、とにかく持っていくことをおすすめします。また新潟の領
事館のビザ申請期間は平日の10：00~11：30しか受け付け
ていないので、時間には注意してください。ビザの交付は領事
館に直接訪ねてもできますが、私は郵送にしてもらいました。

授業のオンライン登録
韓国では授業が始まる前にオンライン上で授業申請をしま

す。金沢大学のように抽選ではなく先着順なので、オンライン
登録が始まる時間きっかりに「授業申請」のボタンをクリックし
なければなりません。人気の授業は1分で満員になってしまう
こともあるので、自分が取りたいと思う授業は真っ先に申請し
てください。（留学生のために、一部の授業は特別登録期間が設
けられています。）授業のリストは韓国語または英語で表示され
ていますが、韓国語で書かれているものを読んだ方が詳しい授
業内容が書かれているように感じました。

大学での講義
大学での講義は日本のように時間割がなく、それぞれの授業

によって授業時間が異なります。履修登録はまず学期開始前に
インターネットで行い、各講義のオリエンテーションに参加
し、履修修正をするといった流れです。授業には専門科目と一
般教養科目がありますが、専門科目はかなり難易度の高い授業
なので、韓国語能力がしっかりついてから履修することをおす
すめします。

語学堂（韓国語の授業）
大きく分けて韓国語の授業には2種類あって、どちらの授業

を取るか自分で選択することができます。まず一つ目は週2回
授業のIntroductory Courseです。これは韓国語の基本を学ぶ
授業で、大学の講義をたくさん取っている留学生や、英語圏の
留学生がよく受講していました。

もう一つの韓国語のクラスはIntensive Courseです。こち
らが語学堂の授業になります。語学堂の授業は、春夏秋冬の4
学期制になっており、月曜日から金曜日の午前クラス（ 9時～
13時）・午後クラス（14時~18時）があります。基本的に漢陽大
学に留学して初めの語学堂のクラスは午後に割り振られますの
で、もし大学の授業も並行して取りたい場合は、大学の講義を

午前中に入れる必要があります。
語学堂のクラスは初級Ⅰ，Ⅱ、中級Ⅰ，Ⅱ、高級Ⅰ，Ⅱの6

つのレベルに分かれており、最初のレベル分けテストの成績に
より、どのクラスに入るかが決まります。漢陽大学の語学堂の
授業は、他の大学に比べてかなり難易度が高いので、始めは初
級に割り振られるかもしれません。しかし初級と言っても、か
なりレベルの高い授業をしてくれるので、十分に韓国語は上達
すると思います。

住居
住居には様々な形態があります。学生寮や、コシテル、コシ

ウォン、一人暮らしのアパートやシェアハウスなど様々です。
私の場合、相手の学校のミスで、学生寮入居のメールが届かな
かったため、自分で家を探すことになりました。始めはイン
ターネットで検索してコシウォンを予約したのですが、実際に
現地に行くと、あまりの狭さに驚き、その場で契約破棄して、別
の家を探しに行きました。最終的に一人暮らしのアパートに決
めたのですが、韓国ではアパートを契約するとき、月決め（ウォ
ルセ）の場合は保証金100万円ほどを振り込まなければなりま
せん。何とかお金を振り込んで入居出来たのですが、韓国の不
動産事情は日本と違うということを思い知らされました。

ダンススクール
私はK-popに興味があったので、韓国のダンススクールに通

おうと日本にいる時から考えていました。そして実際に漢南
にあるダンススクールに3か月ほど通いました。自分の好きな
K-popの曲を、韓国語でレッスンを受けて学べるというのは、
とても幸せでした。また、同じスクールで友達もでき、韓国語
で交流することで韓国語の上達にも役立ちました。

留学する皆さんへ
留学するかどうか迷っている人は、行くべきだと思います。

留学に行くまではもちろん不安もありますが、実際に現地に行
けばなんとかなることが多いです。留学に行くと、自分と同じ
ように留学生として来ている人たちに出会えたり、現地の友達
もたくさんできたりと、多くの出会いがあります。そして新し
い自分にきっと出会えます。まずは一歩飛び出してみてくださ
い。

人間社会学域国際学類　押川紗也佳
私は10か月間、韓国の漢陽大学に留学しました。

留学のきっかけ
留学のきっかけは、映画を学びたいと考えていたからです。

協定校の中で、映画を学べそうな大学は韓国の漢陽大学しかあ
りませんでした。私が授業で受けていた第二言語は中国語だっ
たので、派遣留学の選考のために韓国語を独学したのは大変な
ことでした。大学についての情報ばかり調べていて、韓国の言
葉や文化をよく知らないまま行ったので、しっかり調べて行く
べきだったと思います。

生活について
漢陽大学はソウルの観光地へのアクセスが良い方で、いろん

な有名大学の駅を繋いでいる地下鉄2号線が通っているので、
他の大学に遊びに行ったりすることが多かったです。どこへ
行っても人が多いので、都会慣れしていない私は、満員電車や
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人が集まるイベントが辛かったです。また私は辛い食べ物が苦
手で、韓国での食事はとても不安でした。しかし、韓国人学生
たちと外食するときはむしろ、中華や日本食、チキンを食べる
ことが多かったので、辛いものが苦手な私でも外食で困ったり
はしませんでした。留学生はもともと韓国料理大好きな人が多
く、辛いトッポギなどを頼んでお酒を飲む人も多かったです。

授業について
私が受けた演劇映画学科の授業は100％韓国語でした。もと

もと演劇映画学科は留学生が少ないので、私以外は全員韓国人
だったりすることがほとんどでした。映画監督に関する授業、
文化コンテンツに関する授業などを受けました。演劇映画学科
は、現役で芸能活動をしている人も多いので、ワークショップ
中心だと思っていましたが、座学も充実していると感じまし
た。前期は午前中の語学堂（韓国語の授業）と、午後からの大学
の授業でとても忙しかったのですが、後期は語学堂の授業にも
行かず、大学の部室で友人と遊んでいることが多かったです。

サークル活動
留学中は、縁があったのかバンドサークルに所属していまし

た。それまで楽器を触ったこともなく、音楽に興味もなかった
ので、とても新鮮でした。バンドサークルに在籍する外国人は
私を含めて2人だけで、かなり気を遣う環境でしたが、幸い日
本に興味を持っている学生ばかりでした。先輩や同学年だけで
なく、後輩にも甘やかされて、サークル活動はとても楽しかっ
たし、いろいろな仕事をさせてもらいました。楽器の弾き方、
扱い方を教えてもらい沢山の韓国人の友人ができたし、音楽は
私の新しい趣味にもなりました。漢陽大学のサークルは外国人
が入れないところも多いらしいので、3月と9月にある大規模
なサークル勧誘イベントで聞いてみるのがいいと思います。マ
ジックサークル、ハングライダーサークルなど、珍しいサーク
ルもあります。ただ、外国人はキャンパス内でしつこいサーク
ル勧誘や、宗教系のイベント勧誘に遭うことも多いです。興味
がなければ無視したほうが良いです。

苦労したこと
漢陽大学に入学した後、漢陽大学の留学生係のミスで私の学

生証だけが3か月間ぐらい使えない状態でした。入国管理局で
在留カードを作るのも一苦労でした。また学生証の問題の影響
で、出席が取れないし、図書館利用できないし、口座開設もで
きなかったのですが、自分ではどうしようもないので、留学生
係に毎日のように足を運び催促しました。また、帰国直前に留
学生寮から「10か月分の家賃払って」との連絡がきました。事
務所まで行ってその場でしっかり確認してもらったところ、領

収書が見つかったので二重に払わずに済みました。どちらもた
またま運が悪かっただけなのですが、しっかり自己主張しなけ
れば大きな損をしてしまうので、信頼できる先生を通して抗議
することは大切だと思います。

留学生活を通して、たくさんの収穫がありましたが、なによ
り自分の意見を言うことに臆することがなくなりました。留学
生活はなかなか思い通りに行かないせいでストレスも多く、帰
りたいと感じる場面もたくさんありました。しかし、帰国して
振り返ってみると、普段の自分なら絶対挑戦しないような体験
ばかりで、貴重な経験だったと思います。

後輩の皆さんが留学した際には、充実した留学生活を送れる
ことをお祈りしています。

タ　　イ

チェンマイ大学
人間社会学域国際学類　中川　　綾

私は2015年8月からの5か月間、タイ北部にあるチェンマ
イ大学に留学しました。留学する学生の多くは、2~3年生の
間に行くのが一般的なのですが、私は4年の夏から留学しまし
た。就職活動が4年の3月から始まる関係で、期間は半年間と
しました。

大学入学時、私は留学をしたいと思っていましたが、自分の
英語力に自信がなく、長期の留学は無理だと諦めていました。
しかし、3年生になり就職活動を考え始めたころから、本当に
このまま卒業していいのかと思うようになりました。自分には
無理だと決めつけて留学のチャンスを逃しては後悔すると思
い、派遣留学二次募集に申し込むことを決めました。

チェンマイについて
タイ第2の都市とされるチェンマイは、バンコクから飛行機

で1時間程のタイ北部に位置しています。「北方のバラ」と称さ
れる美しい古都で、歴史的な建物や工芸が多く残っています。
伝統的な文化と、カフェや雑貨など若者文化がうまく混ざり
合っていて、個人的には金沢に似ていると感じました。バンコ
クに比べて気温は2~3度低く、日本人にとってすごしやすい
場所だと思います。1月頃には肌寒く感じる日もあるほどでし
た。また、タイ人の中でも北部は料理がおいしいことで有名で、
観光地としても人気です。

タイを選んだ理由
IELTS等の語学試験のスコアが足りず、留学を決めたのも直

前だったため、英語圏以外のヨーロッパか東南アジアから留学
先を考えました。タイを選んだのにはいくつか理由がありま
す。まず、独自の言語や文化が残る環境で異文化に囲まれて生
活したいという気持ちが強かったことです。次に、日本語教育
が盛んなことです。私は日本語教育を専攻しているため、日本
語学習者の多いタイで日本語教育への理解を深めたいと思いま
した。最後に、日系企業が多く進出するタイを知ることで就職
活動に役立てようと考えたことです。また、私が金沢大学で仲
良くなった留学生の多くがタイ人だったことも、タイを選ぶ後
押しになりました。

留学前の準備
情報収集と語学学習に力を入れました。留学生センターの先
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生にタイ人の留学生を紹介していただき、チューターをしまし
た。彼女や、他のタイ人留学生、チェンマイ大学に留学した先
輩、タイにいる日本人学生に話を聞き、タイでの生活やチェン
マイ大学についての情報を集めました。また、チェンマイ大学
から受入許可をもらってからは、留学生係の担当者と直接連絡
をとりました。注意してほしいのは、タイ人はのんびりした性
格の人が多く（全員ではありませんが）、メールの返信が遅かっ
たり、返ってこなかったりするということです。必要な連絡は
余裕をもって、返事がなければ再度送るようにするといいと思
います。私の場合は、出発予定の1か月前である7月上旬まで
受入許可の連絡がなく、とても焦りました。

語学に関しては、英語とタイ語を学習しました。チューター
をしていた留学生に定期的に基礎を習い、富山国際大学で行わ
れていた公開講座にも参加しました。留学前は、タイ語の発音
が難しく、習得できる気がしませんでしたが、事前に言語体系
や音声などの基礎的な知識を学んだことで、現地での学習もス
ムーズに行えたと思います。

生活について
チェンマイ大学には留学生向けの寮がないため、留学生係の

担当者に事前に紹介していただいた女性限定アパートに住んで
いました。広く清潔で、管理人さんや警備員さんも常駐してい
るので安心して暮らすことができました。大学まで徒歩2~3
分で、そこから5分ほど学内の無料バスに乗ります。チェンマ
イ大学はとても広いので、学内はバスで移動します。学外での
移動は、乗り合いタクシーがメインです。乗る前に行き先を伝
えて値段を教えてもらえるので、ぼったくりなどのトラブルが
少なく便利です。市内なら60円～150円程で移動できます。食
事に関しては、学食と、大学周辺の屋台やレストランを利用し
ていました。60円～200円程でおいしい料理を食べることがで
きます。

留学生にはバディがつくことが多いです。私には日本語学科
の3年生が1対1でついてくれましたが、複数の留学生に1人
～複数人の学生がつく場合もあります。

授業について
履修登録はガイダンス期間にインターネットで行います。留

学生係の方が詳しく説明してくれました。各授業で指定された
教科書を専用のカウンターで購入します。私は主に英語学科の
授業を受けていました。その他に、留学生向けのタイ語の授業
と、TAのような形で日本語学科の授業にも参加しました。授業
によっては、タイ人学生限定のものもあるのでガイダンスの際
に確認が必要です。チェンマイ大学の人文学部は、土日に加え
て水曜が休日で、月木と火金は同じ科目を受けます。水曜日は

部活動に参加していました。
ほとんどの授業は中間と期末の試験があります。筆記試験、

プレゼン、インタビュー、グループで寸劇発表など、授業によっ
て試験の内容は異なります。

おわりに
一度は諦めていた留学でしたが、一生の思い出に残るような

経験と学び、出会いがありました。留学に行こうか迷い始めて
から、派遣留学応募や面接、留学準備はとにかく緊張と不安で
いっぱいでした。自分に負荷をかけて、それを乗り越えたから
こその達成感があったと思います。私と同じように自信がない
方も、思い切って行動に移してみてください。留学をして後悔
したという話は聞いたことがありません。困った時は、先生方
や先輩、留学企画係のみなさんなど心強い留学のプロがついて
います。みなさんの留学が充実したものになるよう願っていま
す。

台　　湾

国立台湾師範大学
人間社会学域国際学類　小笠原千紘

私は大学二年の9月から三年の6月までの10か月間、台湾の
台北市にある国立台湾師範大学に留学してきました。この体験
記が少しでも留学を考えているみなさんの役に立ち、一歩を踏
み出すためのきっかけになれば幸いです。

留学の動機
私は高校生のころから留学することが夢で、大学に入ったば

かりの頃は英語圏の国に留学したいと思っていました。しかし
第二言語として履修していた中国語を学習することが次第に楽
しくなっていき、更に中国語を学んでレベルアップしたいと
思ったので中国語圏に留学することに決めました。私が中国大
陸ではなく台湾にある大学を選んだのには三つあります。一つ
目は、金沢大学では中国大陸で用いられる簡体字という、漢字
が簡略化された文字で中国語を学んでいたのですが、台湾で用
いられている繁体字という、漢字が全く簡略化されていない

（むしろ日本語で使われている漢字よりも画数が多い）文字を学
んでみたかったからです。二つ目に、台湾は中国大陸よりも比
較的衛生面が整っていると聞いていて、大気汚染の問題も大陸
に比べると深刻ではなかったからです。三つ目は、台湾の人は
親日の人が多いといわれているので、台湾人の友人が比較的作
りやすく中国語能力の大きな向上に繋がるのではないかと思っ
たからです。

留学前の準備
やはりほとんど中国語が分からないまま行くよりは最低限の

中国語の知識は身に付けておいた方がいいと思います。そうす
ることで留学先についた時の不安や負担を軽くすることが出来
ますし、その後の留学生活において様々な人との交流がよりス
ムーズになり良い関係を気付いていくのに大いに役立つと思い
ます。私は留学前、中国語は漢字なので読み書きはなんとなく
出来たのですが、正直リスニングやスピーキングはほとんど出
来ませんでした。まあ現地についたら何とかなるだろうという
謎の自信とともに台湾に降り立ったのですが、台湾人の若い人
は英語も分かる人が多いのですが、道行く人に英語で話しかけ
ても通じないことが多く、最初のころ道に迷った時などにはと
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ても大変な思いをしました。また、寮の手続きのときもほぼ全
部中国語で説明されるし、授業を受けるにあたってもクラス分
けテストで中国語の能力が必要になってくるのである程度の知
識を身に付けておくに越したことはないと思います。師範大学
には検定などのスコアを提示する必要はありませんでしたが、
留学前に中国語検定やHSKなどの試験も受けておく方が自分の
中国語のレベルを知ることが出来るのでお勧めします。また、
とても初歩的なことなのですがビザの申請はなるべく早めにし
ておいた方がいいです。私は申請のための準備を始めるのが少
し遅かったのと、ビザ申請に健康診断が必要なのですが、健康
診断を受けた病院の手違いで検査項目を間違えられてしまいも
う一度診断を受けなければならず、ビザを受け取ったのは割と
留学直前で本当にハラハラしました。万が一の事態が起こって
も対処出来る余裕があるように早めに取り掛かっておいた方が
いいです。

留学生活
〈勉強面〉

私は台湾に留学中、台湾師範大学での授業に加えて大学構内
にある語学学校でも中国語を学習していました。師範大学の授
業では、派遣留学生は英語の授業を1コマは必ず履修しなけれ
ばならなかったので英語の授業を1コマと、その他は中国語の
会話訓練やリスニング、読み書き、中国の故事などを学ぶ授業
を履修していました。私の留学の最大の目的は中国語のレベル
を向上させることだったので主に中国語を学ぶ授業を履修して
いましたが、他の派遣留学生の中には体育や韓国語の授業を履
修している人もいたりして、もし自分がとりたいのであれば基
本的に受講することが出来ました。語学学校では週に二回、最
初のテストでレベル別に分けられたクラスで中国語を勉強して
いました。語学学校のクラスは師範大学の授業に比べると1ク
ラス大体10人程度と少人数なので自分が発言できる機会が多
かったです。また、語学学校にいる生徒は様々な国から来ている
ので台湾以外の文化も知ることができ、いろんな国の人と友達
になることが出来たので、語学学校で学んだことが留学生活を
充実させることにとても大きな役割をしてくれたと思います。

〈生活面〉
台湾師範大学は台北の街中にあり、地下鉄の駅まで大体徒歩

10分だったのでどこかに遊びに出かけたりするのにもとても便
利な場所でした。台北市内は地下鉄以外にもバスもたくさん本
数が出ており、公共交通機関はとても整備されていると思いま
す。更に交通費はとても安くバスはどれだけ乗っていても1回
につき約60円程度でした。交通費だけでなく、日本に比べると
台湾は物価や食費も安いです。特に台湾は自炊文化がないため、

基本的にみんな3食全て外食なので食費はとにかく安かったで
す。寮には一応レンジやIHコンロがありましたが冷蔵庫がない
し、自炊のための道具も全部自分で揃えなくてはならなかった
ので私も3食全て外で買っていました。私の住んでいた寮は大
学の敷地内にあり好立地な場所にありましたが、とても古くお
世辞にもきれいとは言えませんでした。しかし2016年の春から
派遣留学生が住む寮が新しく建てられ場所も移転したので、新
しい寮についてはあまりわかりません。寮については2016年の
夏から留学している人に確認することをお勧めします。

おわりに
10か月の留学を通して自分の目標であった中国語能力の向

上は、まだまだ向上の余地は大いにありますが達成できたと思
います。やはり自分を日本語の通じない、中国語を話すことが
当たり前の環境におくことがレベルアップに繋がったと思いま
す。さらにこの留学生活で語学面以外にも自分が成長出来たと
ころはたくさんあると思っています。例えば自分を知らない人
しかいない環境に飛び込み一から人間関係を築いたり、授業で
何度もクラスメイトの前に立ってプレゼンしたりする経験を
通して積極性が鍛えられ、たくましくなって日本に帰ってこれ
たと思います。留学中はもちろん楽しいことがたくさんありま
す。しかし辛いことや大変なこともたくさんあります。辛いこ
とは出来れば起こらないでほしいと思ってしまいますが、私は
辛いことを乗り越えることも自分が成長するための大きな役割
を果たし、自分に自信を持つきっかけにもなると思います。留
学は楽しいこと、辛いこと、うれしいこと、もどかしいことな
ど本当にたくさんのことを経験することが出来ると思います。
留学を決心することは決して簡単なことではありませんが、も
し少しでも留学に行きたいと思っているのであれば私はその人
の背中を押したいと思います。

トルコ

チャナッカレ・オンセキズ・マルト大学
人間社会学域国際学類　熊木あいか

Merhaba！（こんにちは！）私はトルコのチャナッカレ・
オンセキズ・マルト大学に2学期間（約9か月）派遣留学しまし
た。私の派遣留学前から帰国後も、トルコの情勢はめまぐるし
く変化し、日本でも度々テロ組織やクルド人過激派組織と政府
の攻防、難民流入についてEUとトルコ政府の交渉が報道され
てきました。2016年夏現在、残念ながら私はトルコへの留学は
お勧めできませんが、いつか、なるべく近い将来、トルコで治安
の心配がなくなった時には、是非留学先としておすすめしたい
魅力がたくさんあります。ここでは、私の留学目的と収穫、留
学前の準備・知っておくべき事、生活面について紹介します。

留学目的と収穫
私がこの国、この大学を留学先に選んだ理由は三つありま

す。一つは大学での授業は英語ですが、母国語であるトルコ語
を習得したかったからです。出発前に、国際学類公認トルコ語
サークルでトルコ人の先生に1年ほど習いました。トルコ語の
日本語と非常に似通った文構造や造語法が、言語が大好きな私
には魅力的で、日本で勉強していたときより、現地でおしゃべ
り好きなトルコ人に囲まれて会話すると数倍楽しく勉強もはか
どりました。帰国後の今は、トルコ語と日本語を比較する研究
を卒論でやってみたいと考えています。二つ目の理由は、トル
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コ社会と宗教（イスラム教）の関わりを現地で詳しく知りたいと
思ったからです。99%がムスリムとされてはいますが、中東諸
国の中でも大きく経済発展を成功させた国の一つであると同時
に、若者の世俗化（信仰心が薄くなり、礼拝のためモスクに通っ
たり、女性がスカーフをかぶったりしなくなってきた）が急激
に進んだイスラム教国でもあります。長年トルコの政治は、世
俗派と宗教色の強い党派が競り合いながら世論にも影響を与え
てきました。実際にトルコに行って、ムスリムの友人とモスク
に通ったり、犠牲祭など宗教行事を経験したりしたことによっ
てムスリムに関する知識を得ました。そして信仰心を持つ人と
持たない人、信仰を実践する人と実践しない人の両方の意見を
聞くことは勉強になったし、今後日本に来ている様々な宗教を
信じる外国人と接する際の心構えも備わった気がします。三つ
目の理由は、チャナッカレ大学がトルコの中でも唯一日本語教
育専攻があり、かなり高いレベルで日本語を話せる学生が多く
いる大学だったからです。国際学類日本・日本語教育コースに
所属する私は、彼らがどのような動機、学習方法、学習時間で
日本語を習得するのか興味があり、実際に授業を見学し、手伝
わせてもらいました。最初は客観的に学習者を観察する目的で
したが、入学して1週間のうちに50音を覚え、一か月ちょっと
で自己紹介＋αをし、臆することなく私に質問を投げかける彼
らの熱心さに、私も同じく外国語学習者として何度も励まされ
ました。生徒だけでなく日本語教師の先生方とも仲良くなり、
教え方の工夫や面白体験談を聞いて、留学前から目指していた
日本語教師という職業への覚悟と憧れが強まりました。

留学前の準備・知っておくべきこと
金沢大学からチャナッカレ大学に派遣された留学経験者の先

輩がおらず、私が一人目で、大学について詳しい情報があまり
無かったため、苦労しました。日本の他大学のトルコ留学経験
者とFacebookで繋がって、情報を得たりしました。出発前に
一番心配だったのはビザです。私の時は出発前にビザを取得す
るのではなく、入国し、住所も定まってから役所で滞在許可証
を取得しました。ただ、今後情勢の変化も関係して外国人の扱
いが変わってくるかもしれません。授業について、出発前に
チャナッカレ大学の留学生係に大まかな履修希望を提出しまし
たが、私が希望していた国際関係学科の留学生用の授業は全く
とることができず、結局他の学科の授業を受けることになり落
胆しました。トルコに着いてからやっと分かったことでした
が、留学生は基本的に観光学科の授業しか選択しにくいようで
す。しかし、生活についてはチャナッカレ大学から来ていた留
学生の友人に物価や治安などを聞くことはでき、ラッキーなこ
とにシェアハウスしてくれる（英語を話さない）トルコ人の友人
を紹介してもらえました。トルコに着いてから、他の留学生は

留学生係に紹介してもらう留学生同士のシェアハウスで英語で
暮らしていましたが、私だけ家ではトルコ語だったので、普通
よりトルコ語の上達が早かったように思います。親切なトルコ
人は人脈をフル活用して手助けしてくれるので、出発前も留学
中も英語か日本語が話せて信用できるトルコ人の友人がいると
絶対助かります。また心構えとして知っておくべきことは、例
えば旅行先で道などを聞く場合、10人に聞けば、10人が違う
答え！もトルコ人ならありえます。おしゃべり好きというか、
憎めないお節介というか、分からないと答えるよりは、知らな
いことも適当に答えるほうがマシだと思うトルコ人もたくさん
いるということ（たとえそこが役所でも！）。この心構えがある
と、理不尽な目に遭っても、割と笑い飛ばせます。

生活について
チャナッカレは、トルコの中でもかなり平和なほうで、大都

市にもアクセスしやすい便利な避暑地という感じです。それ
でも、いつどこで何が起こるか分からないので、日々現地の
ニュースを（できればトルコ語で）チェックし、政府関係の建物
や観光地、イベントなど人が多く集まる場所には近寄らず、夜
の外出や遠出する際には女性一人で歩かないようにすべきで
す。テロとは関係なく、日本人女性は狙われやすいので服装も
露出は避け、イスタンブールでは男女関係なく、親日家を装っ
たフレンドリーな悪人に金を巻き上げられないように注意が必
要です。しかしトルコ人は善人も皆、老若男女とにかくフレン
ドリーで、ただただ日本人が好きで話しかけてくる人もいるの
で、悪人と見分けるのが大変です。家賃や光熱費等、住居にか
かる費用は月2万円ほどで、3食分の大きめのパンが50円ほ
ど、スーパーでなくバザールに行くとトマト1kgが150円でし
た。ちなみにトルコの地中海の恵みを受けた食材が美味しすぎ
たので、帰国後しばらくは日本のパン、トマト、乳製品は食べ
られないほどでした。

私の留学体験談は学校や生活、どのトピックについて話し始
めても、結局面白トルコ人あるあるに脱線しがちです。そんな
話のオチを持って行く強烈な国民に囲まれた留学生活を送れ
て、結局は幸せだったなと思います。トルコ留学は、宗教や異
文化を肌で感じたい人、臨機応変に対応する能力、苦境でも笑
い飛ばす精神を持ちたい人にお勧めします。

オーストラリア

オーストラリア国立大学
人間社会学域地域創造学類　堀　有香里

私は2016年の3月にオーストラリアに渡航し、オースト
ラリアのキャンベラにあるオーストラリア国立大学 （The 
Australian National University 以下ANU）での派遣留学への
参加を目指し、付属の語学学校にて約10週間に渡り英語力の向
上を図りました。その後、同年7月から11月までの一学期間の
派遣留学生として、ANUで学び、生活しました。

留学前の準備として、何をすべきか
私が派遣留学を意識し始めたのは、大学3年次にオーストラ

リアのメルボルンにて夏期語学研修に参加した時です。日本に
比べて現地のゆったりとした生活スタイルや文化の多様性に対
する社会の姿勢に魅力を感じ、ここで学生生活を経験したいと
強く感じました。また異文化の背景を持つ人々への生活や学習
のサポートを実践的に学ぶために、世界中から人々が移り住ん
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でいるキャンベラを派遣留学の地に決めました。そして卒業研
究を通して予てから関わってきたテーマであり、現地で移民の
人々に提供されている様々な生活のサポートを視察したいと考
えていました。

そこで留学前には、自分の専攻している分野の基礎的な学習
に集中して取り組みました。これは現地で関心のあるコースを
履修する際に、現地の学生や先生方と意見を交換する際に必要
であると考えたからです。金沢大学では主専攻である社会福祉
の法制度や人々の異文化に対する姿勢を学び、また日本語教育
の視点から言語が如何に人々の生活を支えていけるかについて
考えました。これらの過程は現地で言語学と社会人類学を履修
した際、議論やプレゼンテーションの中で自分の見解を学術的
な根拠のもとに発言することができたため、非常に有効的だっ
たと感じます。

一方で、滞在中の活動計画の準備が不十分でした。滞在中は
大学での学業に加え現地のコミュニティでの活動やイベント、
スポーツクラブの活動、帰国後の進路にかかる計画、友人との
関わりなど複数のタスクや交流を一度にこなさなければなりま
せん。その際に計画が不十分のために、いくつかのタスクが疎
かになってしまったり、友人との交流の時間を諦めなければな
かったりする場面があり、少し歯痒い思いをしました。よって
留学前には、滞在中の活動目的を項目だけではなく、実際に時
間軸や達成期限を設定して綿密に計画立てておくことができれ
ば、より多くの経験を積むことができたかもしれません。

留学中に行うとよいと思われる活動（コミュニティへの参加や、
イベントの企画など）

課外時間には主に大学のスポーツクラブチームに参加し、現
地の学生との交流を図り、さらに大学を代表して全オーストラ
リア大学トーナメントで競技に参加しました。また、学内に多
数存在する異文化サークルのイベントに参加したり、日本語
教育のコースでは実際にANUで日本語を学ぶ学生たちと対象
に、日本語教育の実習をさせてもらいました。スポーツクラブ
では、バレーボール部とバドミントン部に所属し、毎週の練習
や1シーズンの間リーグ戦に選手として参加し、学外でも多く
の人々と交流することができました。スポーツを通して友達だ
けではなく英語を使ってコミュニケーションする時間を多く獲
得することができたため、英語力の向上のためにも有意義な時
間を過ごすことができました。異文化サークルでは、日本文化
サークルで日本に興味を持った現地の学生や現地の日本人学生
と交流できただけではなく、その他の異なる国や地域のイベン
トにも参加し、新しい文化や習慣に触れることができました。
最後に日本語教育の実習においては、現地の日本語教育を専攻
する学生たちとチームを組み、約一週間の学習計画と授業計画

や内容を構成し、実際に現地の生徒に日本語を教えるという過
程を経験することができました。授業では現地の学生のレベル
や興味に合わせた教授法を議論して実際に試してみたり、他の
教師の授業を視察して新たな教授スタイルを学ぶことができま
した。よって、日本語教育に興味のある方はANUで当該コース
を履修されることをお勧めします。

留学中の苦労と、それをどのように乗り越えたか
留学中は滞在先を探すことに非常に苦労しました。渡航時に

申請できなかったために、学内にある学生寮に滞在することが
できず、自らシェアフラットを探さなければなりませんでし
た。渡航前には、自身が現地にいないために実際に部屋やシェ
アメイトを訪れることができず、なかなか物件が見つかりませ
んでした。そこで、以前のANUの派遣留学生の方やANUの教
授に連絡をさせて頂き、無事に滞在先を確保することができま
した。ここでも早めの情報収集と現地の方との情報交換が非常
に重要だと考えます。

就職活動について
現地で行った就職活動はわずかですが、学内で行われた就職

セミナーや9月にシドニーで開催されたキャリアフォーラムに
参加し、実際に複数の企業の方々とお話をしたり採用面接を受
けたりしました。就職イベントでは企業の方々や、他の留学生
と進路に関して相談をしたり様々な経験談を聞いたりできるの
で参加する価値が非常に大きいと思います。私はこの派遣留学
を通して、進学してさらに専門分野の学びを深めたいという目
標ができました。

派遣留学を志す後輩へのメッセージ
留学に興味がある皆さんには、すべての方に在学中に留学を

されることをお勧めします。私は周りに留学を目指す同期の学
生や先輩方がいなかったこともあり、なかなか留学の決断に踏
み切ることができませんでした。しかし現在は、留学のための
奨学金や語学力向上のためのサポートシステムが格段に充実し
ており、留学生センターの先生方や留学企画係のスタッフの
方々も熱心に専門的なサポートを提供して下さいます。よっ
て、同じ派遣留学というシステムを利用していても、留学のス
タイルや方法は多種多様であり一人ひとりに合った方法を見つ
ける必要があります。そのためには、人的ネットワークを駆使
して留学のための情報収集や計画作成を十分に行うことが必要
不可欠です。今や留学は珍しいものでは無くなっています。金
沢大学の派遣留学を通して、学生時代にしか経験できない濃い
1年間を是非体験して頂きたいです。

人間社会学域国際学類　片岡　真優
私は派遣留学生として、オーストラリアの首都キャンベラ

にあるオーストラリア国立大学（The Australian National 
University 以下ANU）に2学期間滞在しました。首都である割
に知名度が低いキャンベラですが、国会議事堂や戦争記念館な
どではオーストラリアについて深く学ぶことができ、また自然
も豊かで運が良ければ学内でもカンガルーを見ることができま
す。このような環境にあるANUはゆったりとした空気が流れ、
勉強をするには最適の大学でした。今回は、留学前の準備や留
学先での勉強面・生活面について書きたいと思います。これか
ら留学を考えている皆さんの参考に少しでもなれば幸いです。
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留学前
私がはっきりと留学を志すようになったきっかけは、1年

生の春休みに履修したメルボルン語学研修です。これを機に、
オーストラリアを大好きになり、また、英語をもっと話せるよ
うになりたいという思いが強くなりました。そして、折角行く
ならレベルの高い大学に挑戦しようと、ANUへの留学を目指
すようになりました。

そこからIELTS勉強会に参加したり、留学生に英会話に付き
合ってもらったりなどして、ANUへの留学に必要なスコアで
あるIELTS6.5を無事に獲得することができました。個人的に
はこれが一番の難関だったので、IELTSやTOEFLの勉強は早め
に始めることをお勧めします。その後は留学先での寮やビザの
手続きなど、様々な手続きに追われ、気づいたら出発日になっ
ていたようなイメージです。今思い返すと、出発前にもっとス
ピーキングの練習をしておくべきだったな、と感じるので、ぜ
ひ初めから自分の思いをしっかり伝えられるようにスピーキン
グの練習をしていくことをお勧めします。

現地での生活
留学先では、キャンパス内の寮に住んでいました。1人部屋

で、キッチン・トイレ・シャワーは共有でした。食事つきの寮
もありましたが、私は自炊型の寮を選んだので、毎日自分でご
飯を作るか、友達のご飯を分けてもらっていました。大きな
キッチンを寮生500人で使用していたので、キッチンでたくさ
んの友人を作ることができました。寮生活に慣れたころには、
1日のほとんどの時間を友人とキッチンで過ごしていたことも
多々あります。その他にも寮全体のイベントや、フロアごとの
パーティーが定期的に開かれていたため、ほかの寮生と出会う
機会が多く、その結果、寮生同士の結びつきは強かった様に感
じました。また、私の生活していた寮は、半分がオーストラリ
ア人、半分が留学生だったため、様々な国の人と出会うことが
でき、日々良い刺激を受けることができました。

現地での勉強
現地の授業形態は日本とは異なり、1つの授業が週3時間あ

ります。2時間はlectureと呼ばれる講義形式の授業、1時間は
tutorialと呼ばれるディスカッション形式の授業です。

私は以前から興味のあった文化人類学系、特に移民に関する
授業を中心に、いくつかの授業を履修しました。

初めは、教授の話していることを理解できず、ディスカッ
ションでは一言も発言できないまま授業が終了するなど、悔し
い思いをしながらの授業でした。予習の資料も毎週100ページ
以上あり、慣れるまでは正直地獄のような日々でした。しかし、

コツを掴み、ネイティブの英語にも慣れてくると、ただ授業に
ついていくだけでなく自らの考えも積極的に発言できるように
なり、自分の成長を感じることができるようになりました。

私は基本的に、勉強を寮の共有のコンピュータールームでし
ていました。勉強している他の寮生が自分のモチベーションに
なりましたし、分からないところは友人に聞いたりできたので
個人的にはとても良い環境でした。留学先で勉強をしていく上
では必ず辛いと感じることがあると思います。その中で、自分
に合った勉強法を見つけることが重要だと感じました。

最後に
オーストラリアでの1年弱、辛いこと、悔しいこともたくさ

んありましたが、やはり全体を振り返ると楽しい思い出のほう
が強く残っています。日本では体験できないことにチャレンジ
できる機会も多かったですし、なによりかけがえのない友人が
たくさんできました。様々な異文化と交流することで自分の世
界が以前とは比べ物にならないくらい広がり、少しでも多くの
ことを吸収しようと積極的に行動することで、自らのチャレン
ジ精神も養うことができました。留学をするにあたりお世話に
なった先生方、留学企画係の方々、応援して下さった方々、本
当にありがとうございました。

留学先では一筋縄ではいかないことの方が多いですが、それ
を乗り越えれば必ず成長した自分と出会えます。この冊子を読
まれている人の中には留学を迷っている人もいると思います
が、少しでも行きたいという気持ちがあるなら飛び込んでみて
下さい。きっとこれからの人生においてかけがえのない経験に
なりますよ。

オーストラリア

ニューイングランド大学
人間社会学域人文学類　渡邉　智基

人文学類人間科学コース（哲学・人間学）3年の渡邉智基で
す。私は普通なら4年生に上がるときに、ニューイングランド
大学（以下UNE）に7か月間（内2か月は語学学校で、残りは大
学）に留学しました。

留学の動機
はじめに、私が留学を志した最初の理由は、海外に長期間滞

在してみたかったからです。当時、ちなみに今も海外で就職す
るつもりはないため、大学時代にしかできないことの一つとし
て、留学をしたい、と考えました。そして留学先の大学を考え
ていくうちに、留学中でしか学べないことを勉強したい、でき
ない体験をしたい、と考えるようになりました。

留学の準備で大切なこと
留学の準備で一番大切なことは、留学先の大学が要求する外

国語試験のスコアを満たすことです。私は、留学時にスコアを
満たせなかったため、2か月間語学学校に通いました。しかし
語学学校の授業は利益がほとんどありません。授業の内容は、
ほとんどがIELTSのための勉強をした人なら既に知っているこ
とでした。だから、まずスコアを満たすことに集中して取り組
み、モチベーションが上がらないときやスコアを満たした後に
授業のシラバスや国の文化を調べるべきです。
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UNEについて
UNEは、ニューサウスウェールズ州のアーミデールにある大

学です。アーミデールは信号が2つしかない小さな町ですが、
スーパーから離れていることを除けば住みやすい町です。その
理由として、まず晴れの日が多いです。また自然にも恵まれて
いるため、大学の周りをぶらぶらするだけでもリフレッシュで
きます。次に、UNEは勉強に適した大学です。なぜなら自習
に適した環境が整っているからです。例えば図書館にはパソコ
ンが数十台あるため、わざわざ寮から重いパソコンを運んでく
る必要がありません。また引用の仕方やレポートの書き方をま
とめたプリントもおいてあるため、それらで悩むことが減りま
す。更に授業の中には、録音された講義がインターネットに
アップされるものがあり、それを何度も聞いてわからないとこ
ろは先生にメールで質問できます。そして何より良い点が、レ
ポートのフィードバックをもらえる点です。これは、自分が授
業の内容を理解できたかどうかを判断する助けになりました。

UNEでは哲学の授業を2つと、演劇の授業を1つとりまし
た。なかでもとってよかったのが演劇の授業です。その理由は
2つあります。一つ目の理由は、英語で演劇をすることができ
た点です。セリフは少なかったのですが、これはまさに、前述の
留学先でしかできないことにあてはまると思います。二つ目の
理由は、演劇の授業を通してオーストラリア人と仲を深めるこ
とができたからです。意外だと思われるでしょうが、留学すれ
ば現地の人と自然に仲良くなれるかというと、そうではありま
せん。ともすると日本人や日本以外の留学生と交流することが
多くなります。なぜなら彼らとのほうが、異国での生活や英語
に対する不安などより多くの心情を共有できるからです。だか
ら、授業という避けられない場で、演劇という共同作業をオー
ストラリア人とできたのは大変よかったです。

留学先での、大事な心構え
留学先で心に留めておいてほしいことがあります。開き直る

ことです。例えば留学先で、相手の英語が聞き取れないことが
多々あります。そんなとき、「もっと英語を勉強していればなぁ
…」などと、後悔する必要はありません。なぜならそれが当たり
前のことだからです。オーストラリア人による英語の発音は、
英語教材のものとは違います。また他の国の留学生の話す英語
も、その母国語の影響を多分に受けていると思います。だから
英語がわからなくても落ち込む必要はないのです。そんな暇が
あれば、いっそ開き直って聞き返し、また相手の言ったことを
言い換えて、自分が理解できているかどうかを正直に示したほ
うがいいです。実のところ、私はこれをいつもできていたわけ
ではありません。むしろできなかったときのほうが多いです。
しかし自分が理解していないことを明示することで、結局は相

手や話の内容をしっかりと理解できるようになります。
皆様が楽しい留学生活を送れることを祈っております。

追伸
留学先での経験を活かして、ブログを書いています。記事は

まだ少ないですが、見てくださると嬉しいです。役に立てば幸
いです。

http：//blog.livedoor.jp/twokk-twokk/

人間社会学域経済学類　宮腰麻友子
私は2015年の2月から10月まで、オーストラリアのニュー

イングランド大学（UNE）に約8か月間、派遣留学をしました。
これから留学を考えている皆さんに向けて、私の経験をお話し
したいと思います。　

留学の動機
私は小さい時から留学したいと漠然と思っていました。大学

に入ってからは留学の説明会に足を運んだり、先生や先輩に
お話しを伺ったり、TOEFLやIELTSを受験して留学に向けて準
備を進めていました。しかし結果からいうと、私が留学する
ぞと決意が固まったのは2年生の終わりごろでした。決意でき
なかった理由は、留学を経験した先輩や周りの留学を目指す友
人は留学の目標が明確であったのに対し、英語が上達したいと
いうのと海外で生活する経験をしたいという私の理由で派遣留
学を目指す資格はあるのかなどと考えていたからです。しかし

「留学に行きたい」という気持ちはずっと変わることはなく、こ
こで留学をあきらめては一生後悔すると思い、留学に行くこと
を決めました。私の留学の志望動機は後付けです。もちろん明
確な理由があった方がいいことは間違いありません。しかし、
どんな理由であれ行きたいのなら、行けるように状況を整えて
しまえば勝ちです。そのための行動をすることが何よりも大事
であると思います。結局私が留学先の国と大学をどのように決
めたかというと、オーストラリアは昔両親がワーキングホリ
デーで滞在していた国で、自分も行ったことがあったため昔か
ら親近感がありまた大好きな国で、その中でもUNEは日本人が
あまりいない自然豊かな田舎にある大学であったため、自然が
好きで、できるだけ英語漬けの生活をしたかった私はUNEに決
めました。

語学力
しかし、その後の道のりは険しかったです。私はTOEFL

を2回とIELTSを4回受けましたが、どうしてもSpeakingと
Writingで良いスコアが取れず苦戦していました。留学生に手
伝ってもらいSpeakingの練習もしましたが、今思えばまだま
だ準備が足りませんでした。私はその時はしませんでしたが、
オンライン英会話などで対策している友人は上達が早かった気
がします。結局最後まで要求スコアに達せず、UNEの附属の語
学学校で前期（ 2月から6月）の間は英語を勉強することになり
ました。語学学校に通うことになると語学学校の授業料は自費
になってしまうため、留学期間を半期に減らしてその間に日本
でIELTSのスコアを上げるという計画もありましたが、できる
だけ長い期間オーストラリアに入れた方がよいという親の意見
と援助により、2月からの語学学校入学が決まりました。IELTS
やTOEFLの対策はなかなか一人だと大変です。勉強会などもあ
るので是非活用してください。
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留学直前
留学直前はビザの取得、学生寮の申請、航空券の手配を主に

しました。ニューイングランド大学は私の期が一期生であった
ため、情報も少なく、かなり不安な時もありました。皆さんも
留学の準備で不安になることがたくさんあるかと思います。で
も大丈夫です。大体のことはどうにかなります。でもその裏に
は必ず誰かの助けがあることもまた事実です。留学に関しては
私自身も本当にたくさんの方に助けていただきました。留学直
前期が特にばたばたしてしまいがちですが、周りの人に感謝し
ながら留学準備を進めていってください。

アーミデールという町
アーミデールはシドニーと同じNSW州にあるとても小さな

町です。シドニーとブリスベンのおよそ中間地点にあり、両都
市までバスや電車で8時間くらいです。人口は3万人弱（輪島
市と同じくらい）の小さな町で、時間がゆっくり流れています。
UNEから車で5分くらいのところに町の中心地があり、大型の
スーパーマーケットや銀行、レストランなどが立ち並びます。
大学の中にはカンガルー、鹿、ウサギ、カラフルな鳥たち、そ
して運が良ければコアラも！見ることができます。四季がしっ
かりあるので季節ごとに景色の移り変わりを目で楽しめると思
います。（特に紅葉は本当に綺麗でした！）このように自然や動
物が好きな人にはぴったりな場所だと思います。

授業
私は、前期（ 2～6月）は語学学校に通い、後期（ 6～10月）

に大学の学部の授業をとりました。語学学校は毎日9：00～
16：00まで授業があり、宿題もあったため結構忙しかったで
すが、英語漬けの日々を送れたことは後の学部での勉強に大い
に役立ちました。語学学校には日本人はおらず、様々な国籍の
友達と勉強しました。語学学校はUNEでの勉強を想定してカ
リキュラムが組まれているため、内容も講義の聞き方、ディス
カッションでの発言の仕方、レポートの書き方などアカデミッ
クでかなり実践的な内容でした。大学の学部での授業では、3
つの授業を受講しました。授業は4コマが最大なので時間割だ
け見ると少ないように感じますが、その分予習の分量が多く、
時間の管理がとても大切でした。

生活
わたしは大学の寮に住みました。一番安い寮で月7万円と、

オーストラリアは住居費が高いのが特徴です。入れ替わりは
ありましたが、オーストラリア人、日本人、中国人と最大で8
人暮らせるフラットに住んでいました。部屋は自分の部屋があ
り、キッチンやシャワー、トイレは共同でした。生活する中で
英語を使わなければならない環境というのは多少のストレスは
ありましたが、友達作りや語学上達という点からは大いにメ
リットがありました。また大学のコーラス部に入って演奏会に

出たり、大学隣接のジムに通ったり、アーミデールに住む日本
人コミュニティの皆さんと学生とで週に一回バスケットボール
をしたり、Japanese Clubを立ち上げたり、週末はホームパー
ティーや街に出て遊んだりしました。どれも本当にいい経験で
した。

留学を考えている皆さんへ
留学というのは留学中だけでなく、留学前の準備も含めて学

ぶことがたくさんあると思います。正直、留学準備はとても煩
雑で、自分の勉強などもあり忙しい時はすべてを投げ出してし
まいたくなる時もあるかと思います。ですがその面倒なことを
乗り越えたという経験はこれから必ず生きてくると思うので頑
張ってください。留学自体もすべてが華やかなことばかりでは
ありません。言語の壁にぶち当たったり、慣れない環境がスト
レスになったり、過ぎていく時間に焦ったり、いろんなことが
起こると思います。一方でかけがえのない友達ができたり、日
本にいたときにはできないような貴重な経験ができたり、文化
の違いを学んで視野が広がったりと楽しいことも沢山ありま
す。すべてを含めて留学です。このような様々な経験がこれか
らの人生の色々な場面で自分自身を助けてくれるのだと思いま
す。私もまだまだ留学の意義をうまく言葉にまとめられるわけ
ではありません。ただ、心の底から一度飛び出してみて良かっ
たなと思います。留学という選択肢が正しい、行かなければ間
違いというわけではありません。ただ、これを読んでいるあな
たが留学に行きたいけれど、踏み切れないような状況なのであ
れば、私は思い切って留学という選択肢を選ぶことを強くおす
すめします。応援しています！

人間社会学域国際学類　小林　詩織
私は、2015年2月から10月までオーストラリアのUniversity 

of New England（UNE）に留学していました。UNEはアーミ
デールというシドニーから電車でおよそ8時間の距離にある田
舎の町にあります。少し内陸よりで海抜が高いところに位置し
ているので、冬はけっこう冷え込みますが、四季折々の景色が
楽しめる本当に美しいところです。

留学した理由
私がオーストラリアを留学先に選んだ理由は、英語力向上も

ありましたが、一番の理由は、私が大学で先行している日本語
教育が盛んな国だったからです。実際に日本語が海外でどのよ
うに教えられているのか学びたいと思いました。また多民族国
家であるオーストラリアでは、異なる文化背景を持った人たち
がどのように共生しているのかを現地の人との交流や暮らしを
通して実際にみてみたいと思いました。アーミデールの町の風
景を見た時になんて自然がきれいな町なんだと心惹かれたこと
も大きなきっかけの一つでした。

留学前の準備
留学前の準備としては、語学学習、お金や寮、履修予定科目の

申請、ビザの申請、健康診断、保険の加入など準備しなければい
けないことがたくさんあります。手続きは早めにやっていく必
要がありますが、寮はもし合わなければ後々引っ越すこともで
きますし、履修予定科目の申請も興味のあるものを登録して、
学期が始まってから履修登録期間に授業担当の先生と相談した
り、授業の様子を見ることもできます。金沢大学からニューイ
ングランド大学へ派遣されるのが私たちの代が初めてだったの
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で、先生からお話を伺うほかは、基本的には自分で大学のWeb
サイトを見て情報収集をしていました。

生活面に関して
私は “Wright Village” という寮に住んでいました。UNEに

は8種類の寮がありますが、Wright villageの8人用のフラッ
トは一番家賃が安かったのでここを選びました。それでも家賃
は月7万円と結構お金がかかります。支払方法は2週間ごとに
現地で開設した銀行からの引き落としでした。寮はそれぞれ個
室がありますが、トイレとシャワールーム、キッチンなどは共
用です。オーストラリアは物価が高く、外食すると高くつくの
で基本的には毎日自炊していました。カフェも大学内にあるの
ですが、サンドイッチなどを自分で持って行ってランチ代を
節約していました。フラットメイトは、一人は一緒に留学に
来た金大生でしたが、他の6人はみなオーストラリア人で、最
初はコミュニケーションに苦労しましたが、パーティーにはじ
めて連れて行ってもらったり、車に乗せてもらったり、分から
ないことがあったら親切に助けてもらえたので本当によかった
です。また、オーストラリアでは新学期が始まる最初の週に
O-weekと呼ばれるオリエンテーションウィークがあるのです
が、そのときにも寮ごとに様々なイベントが催されるので、他
のフラットに住んでいる現地の学生や留学生ともそこで仲良く
なることができます。スーパーは町の中心にしかなく、バスで
10分弱かかります。日本食も少し高いですが購入できます。公
共交通機関がバスしかないので、学生でも車持ちの人が多く、
買い物に行きたいときは友達が車で乗せていってくれたりもし
ました。数があれば、マウンテンバイクを学校から借りること
もできます。治安は基本的には問題はありませんが、ときどき
盗難や車の窓ガラスが割られることもあったので、部屋の鍵は
必ず閉めて安全には気を付けましょう。

学習面に関して
UNEは3学期制で2月から6月までが1学期、6月から10

月までが2学期、10月から2月までが3学期になっています。
ただし履修する授業がない生徒は3学期は休暇になります。そ
して学期の途中と次の学期との間に2週間ほどの休みがありま
す。UNEにはOff campusと呼ばれるシステムがあって、大学
に直接通えない学生のためにオンライン授業も録画されていま
す。そのため、もし体調が悪くて授業を欠席しなければならな
いときも後日、その授業をオンラインで見ることができます。
履修科目に関しては、私は言語学や教育学、ライティング、異
文化コミュニケーション、中国語の授業をとっていました。ま
た授業が重複していないときには日本語の授業に参加し、日本
語がどのように教えられているのかを見学していました。最初

は現地の学生と一緒に授業を受けて、その内容についていくの
がやっとで予習にかなり時間をかけていました。言語学は大学
で勉強していた前知識があったので講義は理解しやすかったの
ですが、他の授業で自分があまり読んだことがないテーマにつ
いてのエッセイや話し合いは準備が大変でした。ただ私が履修
していた科目が言語を専攻している学生がとることが多い授業
だったので、中国語や日本語の授業で会う学生と一緒の授業に
なることが多く、分からない時には色々助けてもらいました。
課題でよく課されるエッセイは、英語で参考文献を探して読ん
で、それをまとめるのに時間がかかり、計画的に進めることが
大変でした。UNEにはチューター制度のようなものはありま
せんが、自分で書いたエッセイは学年ごとに決まっている担当
の先生や、Academic Skills Officeの講師の方に添削してもら
うことができます。はじめは友達に添削してもらうのはいいか
もしれませんが、添削の仕方には個人差もあるので、やはり時
間がとれれば先生に添削してもらうとより勉強になると思いま
す。Academic Skills Officeは、エッセイの書き方や引用の仕
方、参考文献の探し方などを指導するためのセミナーを開いた
り、生徒の相談にのったり、予約すれば添削もしてくれるので
上手に活用することをお薦めします。

課外活動に関して
UNEでは主に留学生を対象とした課外活動が定期的に行わ

れ、バスで滝を見に行ったり、星を観察しに行ったり、町の中
のパレードに参加したりするイベント等があります。UNEのな
かでもJapan Clubというクラブがあり、日本や日本文化に興
味を持つ学生と日本人留学生が交流するイベントの企画を行っ
たりしているので、そこで仲良くなって休みの時に一緒にパー
ティーをしたり、ごはんに行ったりしました。またアーミデー
ルには日本人コミュニティもあります。

最後に
この留学生活は本当に自分を成長させてくれたと思います。

最初の頃は、大勢の会話になると全く話が分からなくて疎外感
を感じ、授業でも全然思ったように話せなくて悔しい思いもた
くさんしました。他人と比較して自分はだめだなと思うことも
ありました。でも諦めずに普段の自分よりも一歩前に出て、今
しかやれないことをやろうと進んでいけば、小さな成長が折に
触れてたくさん感じられるようになりました。やはり自分で努
力することも大切ですが、それと同時に周囲からの支えも大き
かったです。本当に人との温かい出会いに感謝しています。そ
してこのような派遣留学に行く貴重な機会を与えていただき本
当にありがとうございました。これから留学に行かれる皆さん
も、多くの素敵な人と出会い、みなさんだけの留学生活を満喫
されることを祈っています。

人間社会学域国際学類　村田　美南
私は2016年2月から10月までの約9か月間、オーストラリ

アのニューサウスウェールズ州にあるアーミデールいう町の
ニューイングランド大学（University of New England　以下
UNE）で派遣留学生として勉強させていただきました。UNEで
は、なんと大学の敷地内でカンガルーを飼育しており、毎日カン
ガルーを横目に登校します。運が良ければ大学敷地内でコアラ
を見ることもできるほど自然豊かな場所にある大学です。以下、
留学前の準備、留学先での生活、勉強について、少しでも今後
留学を考えている皆さんのお役に立てるよう報告いたします。
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留学前の準備
私は大学に入学した時から留学には興味があり、大学内で開

かれている留学フェアなどの説明会などに参加し情報収集を心
がけていました。しかし実際には、留学への気持ちばかりが大
きくなり、選択肢の多さ故に大学を絞ることもできておらず、
本格的に行動に移したのは3年生になった頃でした。そんな私
がUNEを留学先として選んだ理由は、英語圏の留学を希望し
ていたから、日本語教育に関心があり日本語教育が比較的盛ん
と言われているオーストラリアに留学をしたかったから、そし
て教育学部のレベルが高いといわれているUNEで教育学の勉
強をしたかったからの3つでした。留学を真剣に考え始めた時
点ではIELTSのスコアも低かったのですが、有志メンバーで構
成されているIELTS勉強会という主にIELTSのスピーキング練
習に重点をおいた勉強会に参加したり、毎日英語の学習時間を
作ることで留学先の要求スコアを達成することができました。
UNEへの留学が決まってからは、オーストラリアのことを少し
でも知ってから渡航しようと思い、オーストラリアの様々な文
化が収められているDVDや映画を観たり、オーストラリアで
放送されているラジオが聴けるアプリをダウンロードして毎日
聴いたりしていました。また、自分自身のことも英語で説明で
きるようにしていました。私はやっていなかったことなのです
が、留学前に「これだけは絶対にしたい」という留学先での目標
ややりたいことをリスト化して書き出すことをお勧めします。
一度渡航してしまうと生活の忙しさや、毎日の刺激の中で本来
の目標を忘れてしまうこともあるかもしれません。渡航前に目
標を可視化することで留学先でのモチベーション維持にもつな
がると思います。

留学先での授業
UNEではTrimester制（日本でいう3学期制）を採用してい

て、派遣留学の期間はTrimester1とTrimester2の2学期分
にあたります。渡航前にIELTSの要求スコアを満たしていれ
ばTrimester1から学部の授業を受けることができますが、要
求スコアに達していない場合は、大学に併設しているEnglish 
Language Centre （ELC）というところで1学期間英語を学ぶ
ことになります。私は要求スコアを達成することができていた
ため、最初から学部での授業に参加しました。UNEでは1学期
に受けることができる授業数が4つまでと決められています。
私はTrimester1では中国語、（国語としての）英語、言語学の

3つをとりまし
た。 各 授 業 に
Lectureという
講義形式の授業
が週に1～2時
間、Tutorialと
いう少人数での
ディスカッショ
ンやグループ活
動を行う授業が
週に1時間あり
ました。授業が
3つだけと聞く
と少ないように
感じるかもしれ
ませんが1つ1
つの内容が重い
のでなかなか大

変です。言語学の授業では金沢大学で勉強したことのある内容
と被る部分もあり、その背景知識が役立ち理解を助けてくれま
した。日本での勉強と同じ内容があったとしても専門用語が難
しく理解に苦しんだこともありましたが、授業後に復習をする
ことで理解を深めていました。Trimester2では1学期に引き続
き中国語と言語学（Intercultural Communication）、そして
新たに教育学（Classroom Behaviour Management）の授業
を受けました。特に教育学の授業はレポートやエッセイが中心
の課題が多く、文献を読んだり情報収集をしたりするのに何時
間、何日もかかりました。授業の予習は毎回30ページほどの読
み物がありました。オーストラリアの教育方法は日本とクラス
運営の考え方が異なっていたため、新たな視点から日本での教
育を見つめなおすきっかけとなりました。

留学先での生活
留学中の生活は大学まで徒歩約15～20分のところにある

UNEの寮の1つに住んでいました。寮はフラットごとで構成さ
れていて、私は1フラットに8人が住んでいるところを選びま
した。一人ひとりに個人部屋がありキッチン、トイレ（ 2つ）、
シャワー、リビングを共同で使います。食事はほとんど自炊を
していました。最寄りのスーパーマーケットは徒歩約30分の
ところにあり、やや遠いですが天気の良い日は徒歩でも気持ち
が良いです。寮のすぐ前にバス停があり、3ドルで町まで行く
ことも可能です。もしくは、オーストラリア人は学生でも車を
持っている人が多いので、一緒に連れて行ってもらったりする
ことも度々ありました。週末や休み期間にはフラットにもより
ますがパーティーをみんなでしたり、映画を観たりすることも
あります。自由参加ですが月に一回くらいの頻度で毎回テーマ
の異なるイベントも寮全体で行われていました。

アーミデールはオーストラリア人でもあまり知っている人が
いないほど小さな町です。しかし、街には比較的大きなスー
パーマーケットもありますし、映画館やかわいいカフェ、バー
や日本食レストランもあります。生活をするうえであまり不便
とは感じませんでした。またオーストラリアは人種差別が残る
国としての認識があるかもしれませんがアーミデールではその
ようなことを感じたことは一度もなく、会う人みんなが笑顔で
挨拶をしてくれるとてもフレンドリーな町だという印象です。

授業以外での活動
冒頭でも述べたように、私がUNEを留学先として選んだ大

きな理由の一つが日本語教育の現場に触れることでした。1学
期中は、UNEで日本語を教えている先生にお願いをしてUNE
の日本語の授業の見学をさせていただきました。日本での日本
語教育とは異なり、英語で日本語を教えているため、どのよう
に日本語を英語で説明するのかなど大変勉強になりました。ま
た、2学期になってからは授業などにも余裕がでてきたため、
さらに日本語の先生にお願いをして、UNEが導入している遠隔
地教育のOff-Campus Students（住んでいる場所や、家族が
いるなどの理由で大学に直接来ることができない学生たち）向
けのオンライン授業で実際に日本語を教える機会を2学期中を
通していただきました。オンラインの授業というのは日本では
珍しいものですが、オーストラリアではその国土の広さ故に遠
隔地教育が盛んです。慣れないオンラインでの日本語の授業で
したが、とても貴重な経験となりました。
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オーストラリア

チャールズ・ダーウィン大学
人間社会学域国際学類　倉知　賢吾

2016年7月から11月までオーストラリア北部準州のチャー
ルズダーウィン大学（CDU）へ留学していました。金沢大学は
日本で最初の提携校であり、またその記念すべき第1号として
1学期間学習しました。

留学に至る経緯
入学当初から漠然と英語圏へ留学に行きたいと思っていまし

た。そのため、1年生のときから語学研修に参加したり、IELTS
を何度も受験したりしました。3年生になり、オーストラリア
国立大学の学内選考を通過し、後はオーストラリア国立大学が
要求するスコアを取るのみという状況でした。しかし、思うよ
うにスコアが伸びず、留学も少し諦め始めていました。2016
年4月第1週のIELTSがラストチャンスでしたが、結果はまた
も6.0で、オーストラリア国立大学からは受け入れ不可のメー
ルが届きました。

派遣留学が無理だとわかり、4月中旬には就活を始めまし
た。しかし、その一週間後にチャールズダーウィン大学への派
遣留学の機会に恵まれました。就職先を決め今年度卒業する
か、卒業を遅らせてでも二度とない機会を活かすかすぐには決
断できませんでしたが、日本人の少ない地域で挑戦してみよう
と思い、留学を決意しました。

留学前の準備
チャールズダーウィン大学の交換留学の担当者はとても親切

で、質問すればすぐにわかりやすく対応していただけました。
しかし、保険料の送金が上手くいかなかったことで手続きが手
間取り、ビザ申請も出国の2週間ほど前にやっと完了するなど
手続きに余裕があったわけではありませんでした。

留学先での授業
チャールズダーウィン大学は規模が大きい大学ではなく、授

業の選択肢もそれほど多くはありません。また、ほとんどの授
業がキャンパスだけでなく、オンラインでも受講できるので、
他のオーストラリアの都市から受講している生徒もいました。
特に印象的だった授業は「オーストラリアの政治」でした。この
授業では、毎週リーディングの予習およそ30ページ、オンライ
ンのレクチャーを見る、そして10問の四択クイズに答えるな

ど、一週間にやることが多かったです。これらに加えて、授業
では1時間ほどディスカッション、約4週間ごとに1000語の
エッセイを完成しなければならず、ほぼ毎日この授業の勉強を
していました。授業は毎回出席し、発言を2回以上し、さらに
エッセイの期限もすべて守れたことは自分にとって自信となり
ました。また、この授業は生徒が少なく、出席者が自分のみと
いうこともありました。その分、先生と深く話すことができた
と思います。

多文化社会
ダーウィンという都市は日本人にあまりなじみがないかもし

れません。実際に、チャールズダーウィン大学に日本人の先
生が2人いらっしゃいますが、日本人生徒は見かけませんでし
た。日本人の割合が他の都市に比べて少ない都市である一方、
ダーウィンがアボリジニーの集住地区（アーネムランド）から近
く、また東南アジアから最も近いオーストラリアの都市である
ことから、非常に多国籍で、多文化が共生している都市でもあ
ります。この点では魅力的な場所だと思います。

大学の寮にはおよそ300人以上が住んでいます。キャンパス
の隣にあるのでとても便利でした。しかし、寮の居住者は多様
な文化的背景を持っているため、文化的差異に困惑することが
ありました。特に部屋の外で大きな叫び声が聞こえるたびに不
快な思いをしました。寮内では同じ出身国の生徒で固まる傾向
が非常に強く、自分のフラットの人間関係は基本的にドライで
した。また、寮のイベントで森林の中にあるプールへ行ったり、
ロデオを見に行ったりしました。

最後に
多少準備不足でも手続きさえしっかりすれば大体のことは何

とかなります。留学を通して辛いと思ったのは共用のキッチン
やバスルームが汚いことぐらいでした。現地での授業や生活は
出国前に不安に思わないようにしましょう。

1年ないし半年の留学で数多くのことを経験できると思いま
す。しかし、留学へ行くこと自体は大切だとは思いません。（必
ずしもする必要ないのに）なぜ留学をするのか、何を留学先で
学ぶのか、それを将来とどう結びつけるか深く考えることが重
要になります。大学卒業後のキャリアを見据えて留学をしたほ
うがより効果のある留学になると思います。留学に行く前に語
学力を高めることは重要ですが、将来的なビジョンを意識する
ことも必要でしょう。

フィンランド

ユバスキュラ大学
人間社会学域国際学類　福本　理奈

Moi！ （こんにちは！）私は2015年8月から12月までの約
5か月間、フィンランドのユバスキュラ大学に留学していまし
た。皆さんはフィンランドと聞いて何を思い浮かべますか？森
と湖の国、ムーミン、オーロラ？遠い北欧の国であまりイメー
ジが湧かないという人も多いのではないのでしょうか。この報
告書では大好きなフィンランドという国と、ユバスキュラ大学
での私の留学生活について知ってもらえればと思います。

フィンランドはしばしば「日本から一番近いヨーロッパ」と呼
ばれ、治安もよく人も親切でとても暮らしやすい国です。その
中でもユバスキュラは湖水地方に位置しており、豊かな自然に
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囲まれた美しい街でした。夏には森でベリーを摘んで湖で泳
ぎ、秋にはruskaと呼ばれる紅葉やキノコ狩りを楽しんで、冬
には運が良ければオーロラを見ることも出来ます。

どうしてフィンランド？
そんなフィンランドを私が留学先として選択した理由は、第

一にフィンランドという国への興味と憧れがあったからです。
教育や福祉を中心とした充実した社会制度があること、暮らし
の中で自然と人の距離が近いこと、建築やデザインなど、そ
れらのすべてに惹かれてしまい「この国のことをもっと知りた
い！行って実際に生活してみたい」と思うようになりました。
第二には、英語を使って生活をして苦手意識のあったスピーキ
ング能力をビジネスレベルまで向上させるという目的のため
です。国の公用語はフィンランド語とスウェーデン語ですが、
フィンランド人は非常に流暢に英語を話しますし、ユバスキュ
ラ大学では英語での授業も多く開講されているので英語で生活
できる環境は整っていました。ただ、フィンランドで公用語で
はない英語を学ぶということは、現地でネイティブが話す言語
を学ぶのとはまた違います。私はこの留学期間中、フィンラン
ド人や他の国からの留学生と関わる中でさまざまな母国語なま
りをもった英語に触れました。日常的にネイティブの言い回し
や表現が聞こえてくる訳ではないですが、英語のバリエーショ
ンを知って理解し、その中で自分も気楽に英語で話せるように
なったのはこの環境のおかげだったと思います。

留学前の準備
留学先の国と大学についてよく調べ、十分な知識を得ておけ

ば渡航後のギャップは少なくなると思います。私も留学を経験
された先輩方からたくさんお話を聞き、なるべく疑問をなくし
ておくよう心がけました。フィンランド語については、私は挨
拶程度しか知らない状況で留学したのですが、大学以外の銀行
やスーパーなどの場所でも英語が通じたので困ることはありま
せんでした。ただ、スーパーの品物やレストランのメニュー
に英語での表記は少なかったので、最低限生活に必要な表現
や単語を知っていた方が暮らし易いかもしれません。Survival 
Finnishという留学生向けの授業があったので、私はそれを履
修していました。

留学生活について
〈大学での授業〉

ユバスキュラ大学では、留学生向けに1か月間のフィンラン
ド語または2週間の英語のサマーコースが無料で開講されてい
ます。私は英語のコースを受講しましたが、リーディングやラ
イティングからディスカッション、プレゼンテーションまで行

う充実した内容でした。このサマーコースで留学期間を通して
仲良くできる友人と出会えましたし、専門の授業が始まる前に
度胸をつけることが出来たと思います。また、9月から私は人
文学部のコミュニケーション学科に所属していましたが、他の
学部の授業もほとんど自由に履修することが出来ました。授業
では教授と学生の距離が近く、積極的な授業への参加が求めら
れました。さらに、ペアワークやグループワークが多いのも
フィンランドの大学の授業の特徴だと思います。ペアワーク、
グループワークの利点は皆で情報を共有して、学び合い高め合
いながら作業を進められることです。これは「落ちこぼれを出
さない」というフィンランドの教育方針によるもので、私もそ
の恩恵を受けていました。

〈フィンランドでの暮らし〉
寮は1つのフラットを3人でシェアしていました。それぞ

れに個別の部屋はあるのですが、バスルーム（トイレ・シャ
ワー・洗面所）とキッチンは共同で使用します。いくつかのビ
ルの住人と共有ですが、洗濯機やサウナもついており、寮での
暮らしは不自由なくとても快適です。また、寮に着いてすぐに
60ユーロで、サバイバルキットという最低限必要な生活用品の
セットを貸してもらえます。寝具や食器、鍋などが入っていて
便利でした。街の交通手段としてはバスがありますが、運賃が
3.3ユーロと高いので私は主に中古で買った自転車を乗り回
して生活していました。ただ、冬は道が凍って危ないのでバス
の使用をおすすめします。

フィンランドの冬の寒さは厳しく、日照時間が短い（だいた
い9時ごろ日が出て15時には沈みます）ので、気分が落ち込ん
だり体調を崩したりすることもあり注意が必要です。対策とし
ては、ビタミン剤を摂取し規則正しい生活を心がけると良いと
思います。また、友人と料理を作ってパーティーをしたり、編
み物を教えてもらったりサウナで温まったり、暗い時間帯には
キャンドルを灯すのも気分転換になって良かったです。長くて
暗い冬ですが、工夫して楽しみ方を見つけてみてください！

留学中に行うとよいと思われる活動としては、ユバスキュラ
大学ならではのFamily friendshipというプログラムをおすす
めします。これは割り当てられたホストファミリーと、週末な
どお互いに都合の良い時に会って交流できる制度です。私はホ
ストマザーにとても親切にしていただき、毎週会って郷土料理
やお菓子を一緒に作ったり、親戚に会いに行ったり、クリスマ
スのお祝いをしたりとても楽しい時間を過ごすことができまし
た。寮での生活だけでは分からない、フィンランドの文化や生
活について知れる貴重な体験だったと思います。JYJYという
フィンランド人と日本人の為のサークルでも、日本に興味のあ
るフィンランド人と交流することができました。

最後に
今、留学を迷っている皆さんへ。留学生活は楽しいことばか

りではありませんし、新しい環境に飛び込んでいくのはとても
勇気の要ることです。私はひとりでフィンランド行きの飛行機
に乗ったとき、正直不安しかなくて泣きそうでした。けれど留
学中多くの人に出会い、忘れられないいくつもの経験をして、
今ではフィンランドという国が大好きになりました。皆さんも
ぜひ目標を持って一歩踏み出して、広い世界を見てきてくださ
い！応援しています。最後になりましたが、私の留学を支援し
てくださった先生方・留学企画係のみなさん・家族・友人には
とても感謝しています。Kiitos！（ありがとうございました！）
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フィンランド

アールト大学
理工学域物質化学類　三村　瞭太

Moi！ こんにちは。私は2015年の8月から約1年間、フィン
ランドのアールト大学に留学しました。英語の勉強や自身の成
長、かねてから行きたかったなど様々な動機はありましたが、
自分の中で一番大きかったのは「今しか出来ないことをしたい」
という気持ちでした。そんな気持ちで留学した理系でマイノリ
ティの私ですが、少しでも参考になればと思います。

留学前の準備に関して
自分は書類の手続きが遅れたことから、向こうの住まいを探

すのが遅くなりました。そのため住まいが決まるのも遅くなっ
てしまい、渡航してからしばらくしてようやく1年間の住まい
を見つけることが出来ました。留学企画係の方々には本当にご
心配をおかけしてしまいました。普通に手続きすれば大丈夫だ
とは思うのですが、ビザや手続きなど何が起こるか分からない
ので早めに行動することをお勧めします。

そして留学だけでなく全てのことに言えますが、念入りな情
報収集が大切です。日本以上にこのことが大切だと留学を通じ
て何度も感じました。

留学中
〈私生活〉

フィンランドは物価は少し高めですが日本と同じくらい治安
が良く、人も親切で英語もほとんどの人に通じるためとても住
みやすいところです。ただサンタクロースの国だけあって冬は
とても寒く、ヘルシンキでも年に数日は－30℃近くまで下が
ります。それでもフィンランド人は今年はあんまり寒くなかっ
たと言っていました。日射量がとても少なくなるので多くの人
は健康のためにビタミン剤を飲み、フィンランド人が大好きな
コーヒーを飲んで寒さをしのぎます。大学近くにジムがあり、
何人かの友達は冬も体を動かすために通っていました。冬は寒
く日が照る時間が短いのですが、夏は暖かく日照時間も日本と
比べてかなり長くなり、生活リズムが乱れてしまいがちなので
注意してください。

私は前述した通り住居を探すのが遅くなってしまいました
が、渡航してから安宿に泊まりつつなんとかアパートを借りる
ことができました。私はHOASという団体を利用しました。大
学からバスで30分ほどのアパートで家賃は一月280ユーロほ
ど、部屋は1人1室あり3人でキッチンやバスをシェアする形
でした。同居していたフィンランド人はとても優しく、私が

困ったときはよく助けてくれました。物を買ってきても説明が
英語で書かれていることはあまりないので、訳してもらったり
もしていました。フィンランド人はとてもシャイと言われてい
ます。確かに少し表情は硬くどこか日本人に通じるところがあ
りますが、皆とても優しく接してくれました。

移動にはバスが便利です。学生なら定期を半額で買うことが
出来ました。ただしバスに乗る際はバス内に次のバス停は表示
されないので知らない場所に行くときは注意が必要です。

〈大学生活〉
アールト大学はヘルシンキのすぐ隣のエスポー市にある、緑

や海など自然に囲まれた赤煉瓦のキャンパスです。2010年に
芸術、経済、工業大学の3分野の大学が合併して出来た比較的
新しい大学です。キャンパスはアールトという建築家が建てた
有名な建築物群であり、彼の名前をとって大学名としていま
す。授業はフィンランド語のものがほとんどですが、一部は英
語で開講されています。自分はChemical Technologyという
コースに配属され、自身の専攻である化学や化学技術、それか
ら専攻外である生命化学、バイオマスなどを勉強させていただ
きました。自分の学部では留学生がそこまで多くないため留学
生の向けの授業は無く、マスターの学生に向けて開講されてい
る授業がほとんどでした。（学部によって違うと思いますので
確認してみてください）そのためマスターの学生と共に過ごす
ことのほうが多く、研究室が決まっていない自分にとっては、
専門がしっかり定まっている人達との交流は刺激的で学ぶこと
も多く、またうらやましくもありました。

授業は積極的な参加が求められるものが多く、自分にとって
とても良い経験となりました。自分がこれまで金沢大学で受け
ていた受け身な授業とは全く異なり、驚きの連続でした。先生
にもよりますが、quarter passedと言って授業が開始時刻か
ら15分遅く始まる独特の制度を取っていたり、coffee break 
を入れて教授も生徒もみんなでフィンランド人が大好きなコー
ヒーを飲んで話すこともあります。留学生という身分でした
が、いくつか実験も経験させていただきました。また、これか
らの自分の進路を考える良いきっかけにもなりました。

大学の設備面は、とても充実していたように思います。パソ
コンルームやパソコン棟が備えられていて、印刷やスキャンす
るサービスもあります。学習できるスペースやグループ活動に
使えるようなスペースも豊富に備えられていました。学内には
学食がいくつも存在し、それぞれ出しているメニューも異なる
ためいろいろ食べ比べたり、好きなところに通ったりすること
が出来ます。学生なら、2.6ユーロと格安で食べられるのも
魅力的です。（学生でないと7ユーロ以上します）近くにジムや
スーパーもあります。また、学生連合が所有するアパートもい
くつか大学の周りにあり、早く申し込めれば住むことができま
す。私が居たときは、大学構内の大規模な工事を行っていまし
た。

これから留学へ行く皆さんへ
留学中はつらいこともありました。コミュニケーションに困

ることも多々あり、同居人や友達との文化の違いに困惑するこ
とや、冬の寒さで体調を壊すこともありました。レポートや試
験にも苦労しました。それでも、私は留学に行けてよかったと
思っています。海外の大学に通い、海外で暮らしたことは必ず
自分の糧になるはずです。もし留学に行くことを考えている人
は、（理系の人も！）勇気を出して行ってみてください。新しい
ことをして、新しいことに触れ、新しい人と出会い、自分の世
界が広がります。
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フィンランドの歴史は比較的浅く、2017年末にようやく独
立100周年を迎えます。歴史の浅い分、大学でもフィンランド
そのものでも、人とのつながりを非常に重視しているように感
じました。100年足らずで大きな成長を遂げたフィンランドな
ら、これからますますホットな国になっていくだろうと私は信
じています。サンタクロース、ムーミン、コーヒー、ベリー、
オーロラ、デザインの国。興味があればぜひ訪れてみてくださ
い。

Kiitos！

フランス

ロレーヌ大学
人間社会学域国際学類　向井　沙貴

私は約九か月間、フランスのナンシーという町でフランス語
を学びました。留学することは昔からの夢で、国際学類に入っ
てしたかったことの一つでした。フランスに留学することを決
めたのは、第二外国語としてフランス語を選択しており、大学
二年生の時にフランスのオルレアン大学に短期の語学研修に参
加し、自分の言いたいことを全然伝えることができず悔しい思
いをして、フランス語を上達させたいという思いが強くなった
からです。また、グローバル化が進む現在、英語に加えてもう一
つ外国語ができることは大きな強みになると思ったからです。

以下、これからロレーヌ大学へ留学を考えている方の参考に
なれば幸いです。

準備について
留学には、留学前も留学中も様々な手続きが必要です。特に

フランス人とのやりとりは、まず予約を取らなければならない
など想像以上に時間がかかるので早めに取り掛かるようにして
ください。

フランス語に関しては、留学前にDELFの問題を見ておくこ
とをお勧めします。ナンシーの語学学校でクラス分けのために
最初に受けるテストがDELF形式になっており、その練習にな
ると思います。そのテストの結果が悪いとレベルの低いクラス
に入れられてしまい自分のためになりません。逆にレベルの高
いクラスに入れれば、周りについていこうと必死になって勉強
するのでフランス語が上達しやすいです。また、学期末に語学
学校でDELFを受けることができるのでその練習にもなるかと
思います。

住居について
私はこれまでの先輩と同じく大学が斡旋する寮で生活しまし

た。寮はいくつかあって、私が入ったところは大学から遠く、

洗濯機が一台しかなかったり電子レンジがなかったりと設備が
悪く、さらに事務のおばさんの態度がいつも冷淡でとても不便
でした。ほかの寮にはもう少し条件の良いところもあるので、
寮に入るならネットでよく調べるか実際に行った先輩に聞いて
慎重に選んだ方がいいと思います。私の友人には自分で大学の
近くにアパートを見つけて三人でシェアハウスのように生活し
ていた人もいます。一緒に住んでいた人がフランス人でフラン
ス語を話す機会が増えてよかったと言っていました。このよう
に寮以外で生活するという選択肢もあるかと思います。

語学学校について
ナンシーの語学学校は、韓国人が最も多く、日本人はオルレ

アン大学など他の大学に比べると少ない方だと思います。ま
た、私のように大学の派遣留学で来ている人はごくわずかで、
年齢も職業もフランス語を学ぶ目的も様々でした。

授業は、最初に受けるテストでレベルごとにクラスが分かれ
て、そのクラスのレベルにあった内容でした。文法、作文、会話、
聞き取りと分野ごとに満遍なく授業があり、学期末に行われる
DELFの試験対策の授業もありました。レベルごとに分けられ
たクラスですが、総合的なレベルが同じということであり、と
にかく話すことは得意だけれど文法が滅茶苦茶な人がいたり、
その逆の人もいたりとそれぞれ強みと弱みが異なる人たちが集
まっていたので日本人だけのクラスで勉強するよりも刺激にな
りました。やはり、ヨーロッパ系の人たちは話すことが得意で
文法的な誤りは気にせずどんどん自分の意見を述べていて、そ
のような中で自分が発言すると正しいフランス語で話すことば
かり意識して話すスピードも遅く、話す量も少なく毎回恥ずか
しい思いをしました。それを改善するために、ヨーロッパ系の
人たちを見習って、間違いは気にせずまずはたくさん話すこと
を意識して発言するようにしました。それが話せるようになる
ためには一番大事なことだったと思います。また、アジア人が
よくそうであるように私も文法や作文は得意な方でした。です
が、この分野でも文法的なミスをしないようにということばか
りにこだわっていてはいけません。私の作文に先生が点数をつ
けてくれた時に、先生になおされているところがほとんどない
のに予想していたよりも点数が低く疑問に思って質問してみた
ところ、「あなたの作文には確かにほとんど間違いはないけど、
良い点数を取るためにはもっと難しい単語や文法を使って、濃
い内容にしなくちゃいけないよ。」というようなことを言われま
た。それ以来、それらの点に気を付けて作文をしていったこと
で、得意分野をさらに伸ばすことができ、先生にも褒められる
ようになりました。

課外活動
ナンシーには日本語を学びたいフランス人のために日本語を

教えている日本人の先生がいらっしゃって、その方の主催で日
本人と日本に興味のあるフランス人が交流するソワレ（交流会）
が定期的に開かれていました。そのソワレのおかげで、たくさ
んのフランス人と知り合うことができ、休みの日に一緒に遊ん
だり旅行に行ったりするくらい仲の良い友達もできました。ま
た、その中の一人とタンデムと言って、私が日本語を教える代
わりにフランス語を教わるという言語交換もしていました。授
業のない日もフランス語に触れることができたし、授業で聞き
そびれたことを聞いたり、授業では習わないようなフランス語
を教えてくれたりととても有意義なものになりました。さら
に、日本語を教えるということは初めての経験で日本語という
言語を改めて見直すきっかけになり、母語ではない言語を学ぶ
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ということを客観的に見ることができてフランス語を学ぶ参考
にもなったように思います。

おわりに
留学の一番の目的はフランス語を上達させることだったので

すが、それ以上に日本にいる時には関わることのないような国
籍や年齢や職業の人たちとの交流によって色々な考えに触れ、
世界を広げることができたこと、これからどのように生きてい
くかを見直すことができたことがこの留学で得た一番の財産だ
と思います。そして、留学ではここには書ききれないほど大変
なことがあり、その度にたくさんの人に助けられました。これ
からは、自分が日本にいる留学生や海外に留学したいと考えて
いる日本人の学生を手助けしていきたいと思います。一度海外
で生活することはとても価値のあることだと思うので興味のあ
る人はぜひ留学を考えてみてください。

フランス

オルレアン大学
人間社会学域国際学類　近藤　真衣

Bonjour！
私は2年生の後期から3年生の前期までの1年間、フランス

のオルレアン大学へ留学をしていました。これから、留学で経
験した事を書いていくので、皆さんの参考になれば幸いです。

留学の動機
「なんでフランス？」フランスへ留学することを伝えた時、周

囲の人によく言われた言葉です。正直に言うと、私自身も英語
圏かフランス語圏への留学で迷っていました。そんな私がフラ
ンスへ留学を決めた大きなきっかけが、オルレアン大学での語
学研修です。実際にオルレアンに住んでみて、過ごしやすかっ
た事、そして何よりも、現地の日本語学科の学生たちとの出会
いで、日本に興味をもって日本語を選んでくれた彼らともっと
話したい、そのためにフランス語をもっと上達させたいという
思いを抱くようになり、フランスへ留学する意志が固まりまし
た。

留学前の準備について
フランスの友人が口をそろえて言うのは、「フランスの手続

きは遅くて、書類が多い。」です。フランスの手続きはとにかく
返答が遅く、日本ほどスムーズにはいきません。加えて、沢山
の書類を揃えなければなりません。そのため、留学中でも言え
る事なのですが、様々な手続きは早めの準備を心がけた方が良
いと思います。

また勉強については、余裕があるならばできるだけフランス
語の授業を履修することをおすすめします。特にDELFの対策
授業では、リスニング・ライティング力が向上すると同時に、
フランスの試験形式にも慣れる事ができ、留学中本当に役立ち
ました。

現地での授業
フランスに着くと、すぐにテストがあり、その結果で4段階

にクラスが分けられます。授業では日本とは違いみんなとにか
くよく喋ります。意見一つにしても、なぜそう考えたのか、自
分とはどう違うのかなどクラスメート全員でディスカッション
をします。私も最初は自分の意見が思うように言えずもどかし

かったのですが、いつの間にか慣れました。語学学校には、中
国や韓国、ベトナム、シリア、ナイジェリア、アメリカ、ロシ
アなどと様々な国から、様々な年齢の人がいます。私のクラス
メートも、留学生のほかにも主婦の方などいろんな人がおり、
国際色も豊かでした。

授業は主に、フランス語（書き・読解・会話）・歴史などがあ
り、レベルの上のクラスになると、文学作品の読解やフランス
人の学生と共同でプレゼンをする授業などがあります。この他
に様々な選択授業があるのですが、私が特におすすめしたいの
がAtelier Théâtreです。この授業では、語学学校の学生がフ
ランス語の劇を行います。題材は毎年異なるのですが、私たち
はシェイクスピアの「オセロ」でした。皆で実際の劇を見に行
き、セリフを覚えたり、演技をつけたり、衣装を自分たちで手
配したりと、1年かけて劇を完成させました。4月には大学内
のホールで劇を上演するのですが、本番間近になると、練習が
毎日のようにありました。特に冬休みは、毎日8時間から10時
間ほどの練習があったのですが、みんなで自分の国のおかずを
持ち寄って食べたお昼ご飯や、練習の合間に話したことなど楽
しい思い出ばかりです。この時間のおかげで仲間とより一層団
結し、仲良くなることができたのだと思います。本番では、初
めてミスが一つもない劇をすることができました。終わってか
ら、監督の先生一緒に皆で抱き合って泣いたときの達成感は、
今でもはっきりと思い出すことができます。少しでも興味があ
れば、ぜひ参加してみてください。

生活について
オルレアン大学にはいくつか学生寮があり、3つのランクに

分かれています。ランクによって部屋の設備や家賃が変わりま
すが、どの寮も大学へ歩いて通える距離にあります。私がいた
寮には共有のキッチンがあり、フランス人やその他様々な国籍
の学生と触れ合うにはとても良い環境でした。また、寮から歩
いて15分ほどのところに大型スーパーや銀行、日本食レストラ
ンなどがあり便利です。学生寮のほかにも、ホームステイやア
パート（自分で探す）といった選択肢があるので、自分に合った
ものを選ぶと良いと思います。

交通に関してですが、オルレアンは街中をトラム（路面電車）
とバスが走っており、大抵の場所には行くことができます。現
地に着いたら、1年間の定期をつくることをおすすめします。
この定期は、バス・トラム両方ともに使うことができ、毎回チ
ケットを買うよりも便利でお得です。

フランスでは頻繁にストライキやデモが起こります。特に頻
繁なのは、トラム・バス会社のストで、ひどいときには1日中
運休ということもありました。ストの際には、トラムの駅の掲
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示板で予告されるので、こまめに確認するようにしてくださ
い。

最後に
私にとって、この留学での一番の目的は語学力を向上させる

ことでしたが、一番大きな収穫は語学力よりも留学先で出会っ
た、世界中にいる友人です。自分の留学生活を振り返ると、何
より思い出すのは友人との時間です。友達の家でクリスマスを
過ごしたこと、一緒に料理を作ったこと、カフェで沢山話した
ことなど、どれも大切な思い出です。留学中には楽しい事だけ
ではなく、反対につらい事もあります。実際に私も授業につい
ていくことができず、本当に落ち込んでいた時期があったので
すが、そんな時も友人が励まし、勉強を手伝ってくれたおかげ
で頑張りぬくことができました。また彼らとの会話で、違った
ものの考え方を知ることができ、日本にいる時とは違った視点
で物を見られるようになったことで、人間的にも成長すること
ができました。オルレアンには日本人留学生が大勢います。つ
いつい日本人同士で固まってしまうかもしれませんが、できる
だけいろんな国籍の人と話してみてください。

留学中の1年間はあっという間です。興味があることにはど
んどんチャレンジしてください。例え結果は失敗だったとして
も、そこで得た経験や出会いは必ずどこかで役に立つと思いま
す。

最後になりますが、このような機会を与えてくださった金沢
大学と、反対もせずに快く送り出してくれた家族に心より感謝
します。

人間社会学域国際学類　渡邉　睦月
はじめに

私は2015年9月から12月までの4ヶ月間、フランスのオル
レアン大学（Université d’Orléans）に留学しました。オルレア
ンはパリから列車で1時間ほどの、自然豊かでゆったりした時
間の流れる素敵な町です。百年戦争中に聖女ジャンヌ・ダルク
がこの町をイギリス軍の支配から解放した歴史があり、町を歩
けばジャンヌ・ダルクのシンボルを目にすることができます。
オルレアン大学はこの町の郊外にあり、キャンパスがとても広
いです。私はこの大学付属の語学学院Institut de français（以
下IDF）で様々な国からやって来た留学生たちと共に勉強して
いました。ここでは、留学準備や留学先での勉強の様子などに
ついて簡単ではありますが書かせていただきます。

留学準備
私が留学を志したきっかけは、2つあります。1つは、中学

2年の時に中国に出かけたのですが、初めて海外に出たことで
自分が価値観や文化的にマイノリティの立場に置かれる経験を
しました。それによって長期的な海外生活の中で自分の生まれ
育った日本の文化や価値観の固有性を考えてみたいと思うよう
になりました。2つ目は、大学1年の時にテレビで東京オリン
ピック招致のプレゼンテーションを見たことでした。そこでフ
ランス語が使われていたのを目にして、フランス語が国際機関
においてとても重要な言語の一つであることを知りました。そ
して英語以外の外国語を話せることに憧れを抱くようになりま
した。もともとフランスには行ってみたいという思いもあり、
複数あるフランス語圏の協定校の中から日本語学科を有するオ
ルレアン大学に行こうと思いました。

留学先の大学が決定してからは様々な手続きをしなければな

りませんが、留学企画係の方々がサポートしてくださいます。
どんな質問にも丁寧に対応してもらえたので安心でした。語学
力に関しては、オルレアン大学はそれほど高いレベルは要求し
ていません。しかし、留学前に力をつけておく分だけ現地での
生活がスムーズにスタートできると思います。私はフランス語
担当の先生におすすめの参考書を紹介してもらい、それを使っ
て勉強していましたが、渡航してからしばらくは現地の人々が
話すフランス語が全く聞き取れませんでした。日本にいるうち
に（できればネイティブの人と）フランス語で会話する経験をし
ておけばよかったと思いました。また、フランス語で文章を書
く練習をしておくことをお勧めします。オーラルの力も重要で
すが、留学先で受けるテストではフランス語作文は避けて通れ
ません。留学前にフランス語作文の授業を受けたり、先生に頼
んで個人的に添削してもらうと良いと思います。

留学中
まずIDFの授業が始まる前にクラス分けテストが行われま

す。私はA2レベル（仏検3級相当）のクラスで勉強することにな
りました。20名ほどのクラスで、約10カ国からやって来たク
ラスメイトたちと共にフランス語を勉強しました。年齢はバラ
バラでしたが気さくな人たちばかりで居心地の良いクラスでし
た。留学生同士でおしゃべりする中で、フランスに留学しなが
ら、フランス以外の国についても知ることができました。授業
はもちろん全てフランス語で行われます。時間割はクラスごと
に決められており、クラスのレベルによっては選択科目もあり
ます。私の場合は1コマ90分（いくつかは60分）の授業が週15
コマあり、毎日みっちり勉強できました。

休み時間にロビーへ行けば日本語学科の学生が声をかけてく
れます。留学生活で必要な手続きを行う際には日本語学科の友
人に何度も助けてもらいました。授業の合間の空き時間にはロ
ビーに行って彼らとおしゃべりしたり、一緒にお昼を食べたり
しました。また、学生主催の歓迎パーティーや交流会などのイ
ベントにはなるべく積極的に参加するようにしていました。フ
ランス語を話す良い機会にもなるし、個人的には1人で行きに
くいバーにも行けたので良かったと思います。さらに、オルレ
アンに住む日本人が主催する日本語教室に参加して、日本語を
教えたり一緒に折り紙をしたりもしました。日本語や日本の文
化が好きだというフランス人と接することができたのは貴重な
経験でした。

私の語学力に関して言えば、最初はフランス語を聞き取れず
授業について行くのがやっとの状態でした。先生の言っている
ことがほとんどわからない中、知っている単語を聞き取ろうと
必死に耳を傾けていたので1回の授業で疲れ果てていました。
フランス語でおしゃべりする時も、相手の言葉が単なる音のつ
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ながりに聞こえてしまい意味を理解するのに苦労しました。留
学当初は、授業や友達との会話についていけない不安と悔しさ
を何度も感じました。それでも授業の復習はもちろんのこと、
友人とフランス語でおしゃべりした際にわからない単語や表現
があれば調べて次の機会に使ってみるように心がけました。そ
の甲斐あってか、少しずつ耳が慣れてきて相手の言いたいこと
が大体分かるようになりました。授業の時は先生の話の中で雑
談と重要な部分を聞き分けられるようになり、時おり先生の言
う冗談に笑えるようになりました。フランス語をフランス語で
教わるので慣れるまでは大変でしたが、少しずつ授業で発言で
きるようになったり、テストの出来を先生に褒められたことで
自信がついていきました。そして相手の言うことが理解できた
時や、フランス語で自分の言いたいことを相手に伝えられた時
の喜びは凄まじいものでした。その喜びを味わったことでフラ
ンス語がさらに好きになり、勉強のモチベーションにつながり
ました。留学当初は自分の語学力に自信が持てなくて積極的に
フランス語を使えないでいましたが、フランス語でコミュニ
ケーションする楽しさを感じる中で、間違えても良いからとに
かく話してみようと思えるようになりました。

最後に
4ヵ月間の留学を終えて最初に感じたのは、あまりにも短く

てあっという間だったということです。寮での生活や授業に慣
れて心に余裕ができ始めた頃には、留学期間の半分が過ぎてし
まっていました。残りの期間も一日一日を大切に生活していま
したが、もっと力をつけたかった・もっと色んなことに挑戦し
てみたかったと思いながら帰国しました。でも、留学によって
外国語でコミュニケーションする大変さとそれに勝る喜びを経
験できたのは自分の中で大きなことだと思います。そして留学
前よりもフランス語が好きになり、将来は少しでもフランス語
を使って仕事をしたいと思うようになりました。

留学を応援してくれた家族や大学の先生方、そして現地の素
晴らしい友人たちのおかげでここに書ききれないくらい沢山の
貴重な経験をすることができました。楽しい事だけではなく苦
労もありましたが、両方あってこその留学だと思います。今と
なってはどれも良い思い出です。留学に少しでも関心があるの
なら、絶対に行くべきです。留学しないと経験できないこと・
感じられないことが沢山あると思います。

フランス

トゥールーズ大学ジャン・ジョレス校
人間社会学域国際学類　山口　萌佳

Bonjour ！ 私は2015年9月からトゥールーズ大学ジャン
＝ジョレス校に留学していました。トゥールーズはスペインか
ら近い、フランス第5番目の都市であり、エアバスの本社があ
ることでも有名な町です。ここでの私の経験を基に、留学生活
について簡単に紹介していこうと思います。これから留学を考
えている皆さんのお役に立つことができれば幸いです。

留学前
留学先の大学から入学許可書が届いたら、いよいよ本格的に

準備が始まります。まずキャンパスフランスというサイトに
様々な情報な登録をしたのち、東京のフランス大使館にビザを
申請します。ビザの取得後、インターネット上で学校への登録、
寮の申し込みなどを行います。この作業では、フランス語でサ

イトを理解し、要求された情報を入力したり、書類を提出した
りしなければなりません。この作業は大変複雑で時間がかかる
ので、早めに取り掛かることをお勧めします。他の大学から来
た日本人の留学生仲間には、渡航前にこの作業がうまくいかず
到着後すぐに寮に入れなかった人もいました。慣れない環境に
飛び込んで、住むところがないとなると非常に心細いので、不
備がないように注意しましょう。

学校・授業について
留学生は皆、大学内にあるDEFLEという語学学校に通いま

す。授業が始まる前にテストがあり、その結果をもとに5段階
にクラスが分けられます。一クラスにはだいたい15人前後が集
まり、皆それぞれ国籍も年齢もバラバラです。

授業は一コマ2時間あり、週20時間あります。2時間は長
いように思われますが、授業はすべてフランス語で行われ、生
徒が発言する機会も多いので、ついていくのに必死で、時間は
あっという間に過ぎていきます。留学当初、たいていの日本人
学生は、文法は一通り理解していても、スピーキング、リスニン
グが追い付いていないという状況になります。私も同様で、授
業で取り扱っている文法事項は理解しているが、先生の説明、
他の学生の質問が分からないという状況でした。また、同じレ
ベルの学生でもスペイン語、イタリア語話者の学生などは、も
ともと母国語がフランス語に近いため、最初から比較的容易に
話すことができるようです。こうした環境の中で、はじめは自
分のレベルが他のクラスメイトよりも劣っていると感じました
が、数か月経ちある程度耳も慣れてくると、授業にもついてい
けるようになりました。最初は焦ると思いますが、慣れるまで
は辛抱して分からないことはゆっくり、繰り返し言ってもらう
ようにお願いすることが大切です。

暮らし
寮は3か所あるなかから、大学によって決められるようで

す。私の住んでいた寮はジャン＝ジョレス校だけでなく、他の
大学の学生も住んでいる寮でした。私がフランスで知り合った
人々は日本語を勉強している人や、日本に興味のある人が多
かったですが、寮で知り合った人々は全く関係のない分野を勉
強している人が多く、そのような出会いもとても刺激になりま
した。

また、私の住んでいた寮は大学から遠かったため、地下鉄、バ
スを乗り継いで40分かけて通学していました。市内は公共交通
機関が充実しており、さらに学生だと月10ユーロで乗り放題の
カードが使えるので、交通の面での不便はありませんでした。

治安については、気を付ければある程度危険は回避できます
が、常に日本とは違うことを念頭に置いて行動する必要があり
ます。治安の悪い地区へは行かない、夜は一人で出歩かない、
声を掛けられても容易に立ち止まらないなど、基本的なことで
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すがとても大切です。

放課後、週末、バカンス
なるべく積極的にいろいろな集まりに出かけ、たくさんの人

たちと出会うことを心掛けました。放課後は一人、あるいはク
ラスメイトと宿題をし、週末はフランス人の友人とカフェでお
話ししたり、イベントに出かけたりすることが多かったです。
様々な年齢、職業の人と話すのはフランス語力の向上に役立つ
だけでなく、自分の視野を広げることにもつながると思いま
す。習い事や趣味の集まりなども探して参加してみるとよいと
思います。

バカンス中にはフランス国内、フランス周辺の国を中心に旅
行することが多かったです。今はLCCを使って、ヨーロッパ中
簡単に移動ができるので、せっかくの機会を活用していろいろ
な国へ行くと良いと思います。周辺の国を知り、比較すること
によって、フランスのことがさらに理解できるようになりまし
た。

最後に
皆さんにとって留学はハードルが高いように思われているか

もしれません。もちろん、異国の地で生活することは簡単では
ありません。ですが、迷っているなら行くことをおすすめしま
す！！この一年を振り返ると、いろいろな経験を通して本当に成
長したことを実感しています。みなさんもぜひ一歩足を踏み出
してみてください！

人間社会学域国際学類　渡邉　　佑
Bonjour！ （こんにちは）　私は3年生の後期から4年生の

前期にかけて、フランスのトゥールーズ大学ジャン・ジョレス
校に留学をしました。留学に興味がある人、フランスに興味が
ある人、またそうではない人にも、ぜひ私が1年弱のフランス
生活を通して感じたことや体験したことを知っていただけたら
と思い、報告させていただきます。そして、今後留学を考えて
いる方のお役に少しでも立てたら嬉しいです。

留学前
私がトゥールーズへの留学を決めたのは、応募の2週間ほど

前でした。留学できるほどの語学力があるのか、自分が本当に
留学して学びたい理由は何だろう、など多くを悩み考えている
うちに、気付いたら応募締め切り直前！という状況になってい
たのです。そんな中ですが、インターネットや本、知人からの話
を通して知ったトゥールーズの街の雰囲気が気に入ったこと、
フランスという国に対して小さいころから抱いていた憧れ、フ
ランス語と英語両方使えたらかっこいい、といった漠然とした
理由で留学を決意しました。ですから留学が決まってからも、
こんな曖昧な理由で、しかも大して語学力もないのに留学して
いいのだろうか、ほんとうに1年間生活できるのか、という不
安や恐怖を常に感じていました。

準備にはとても苦労しました。ビザの取得、フランスで使え
る口座の開設、Campus Franceというフランスへの留学生支
援などを担当するフランス政府公式機関への登録、フランスで
暮らす寮の申し込み、飛行機のチケットの手配、などなどたく
さんあります。登録がすべてフランス語であったり、現地の人
とメールでやり取りをしたり、と毎日辞書を片手にパソコンと
にらめっこしていたように思います。大変な時期でしたがその
手続きなんやかんやは、自然とフランス語学習にもつながりま

した。それと同時に、当然、フランス語学習にも特に力を入れ
ていました。帰国後の能力との比較をしたかったので語学試験
を受験したり、授業を多くとってみたり、フランス人の知人と
毎日のように話したりしていました。

「バラ色の街」、トゥールーズ
トゥールーズは、フランスの南西部に位置する、フランス第

4の街です。「バラ色の街」という呼び名がつけられた、赤レン
ガの建物が並ぶ、美しい街です。街全体の雰囲気はゆったりと
しており、街を歩けばそこら中に公園があって、人々がのん
びりしている様子を見ることができます。フランスというと
きっとおしゃれな優雅なイメージを持つ人は多いのでしょう
が、トゥールーズは多種多様な人種の方が多く、明るくフレン
ドリーな方がとても多い街です。優しい人の多い街で、みんな
必ず、バスを降りる時に運転手さんに、「Merci, au revoir. （あ
りがとう、さようなら）」と声をかけます。

市内の公共交通機関は、1つの会社が、バス・トラム・地下
鉄を運営し、定期券を購入すれば、1カ月乗り放題10ユーロ、
1年間100ユーロという安さ。市内全域の行き来がこの利用で
簡単にできてしまうので、どんな買い物をするにも、市内どこ
を観光しようにも、自分の足で移動できました。大学までも、
住んでいた寮からバスと地下鉄を乗り継いで、約40分かけて
通っていました。

授業について
私は大学に付属するDEFLEという語学施設で、フランス語を

みっちり学習しました。初めにクラス分けのテストを受け、ク
ラス別に授業を行ったのですが、フランス語をフランス語で勉
強することの大変さを感じたり、周りの学生の勢いに完全に負
け、表現することすらうまくいかずモヤモヤしたり、当初はそ
んな毎日でした。しかし、優しいクラスメート達、トゥールー
ズ大学で日本語を学習している学生達などの支え、予習復習の
徹底などによって、徐々に本当の意味での授業参加ができるよ
うになっていきました。

授業数は週に8コマ（ 1コマ2時間）あり、読む力・書く力・
聞く力・話す力、それぞれきっちり身に付けていけるカリキュ
ラムが組まれていました。もちろん、正規の授業を取ることも
できます。わたしも、フランス文学の授業に参加していました。
学生に優しい、熱い先生が多く、授業に慣れるようになってか
らは、毎日学校へ行くのが楽しかったです。

休みの日
授業がない時間は、自学自習はもちろん、フランス人の友達
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と会って遊んだり、市内を観光したりしていました。トゥー
ルーズでは毎週末、何かしらのイベントをやっており、他の街
に行かなくても、お金をかけずとも、たくさん楽しむことがで
きました。

また、日本人からしたら羨ましい限りですが、長期休暇・バ
カンスが多くあります。国内、国外ともに、電車やバスで行き
来できたりもしますし、予約の取り方次第では、安く移動でき
るので、旅行にもたくさん行けると思います。

最後に
ここまで私の体験談をずらずらと書いてきましたが、留学を

して心から良かった、と思っています。何よりも、多くの人と
の出会いは一生の財産です。自分とまったく価値観の違う人、
まったく違う境遇に置かれている人、そういった人たちと出
会って、話して、それはものすごく素晴らしい時間だったよう
に思います。その中で強く思ったことの一つに、「何歳であって
も好きなことをやっていいんだ」というのあります。学生と聞
けば若い人を想像しがちな日本ですが、私のクラスの平均年齢
は、30～35歳ぐらいであったように思います。年齢を問わず
固定観念にとらわれず自分の夢に向かっていこうという人をた
くさん見て、私の考え方、見方は、影響を受けました。

留学を迷っている人、いろいろな理由があって悩んでいるの
でしょうが、チャンスがあるならぜひチャレンジしてほしい、
そう思います。私も先に述べた通り、留学理由もなんだか曖昧
で、留学前の不安や悩みはとても大きかった人間ですが、留学
を経て、トゥールーズ、フランス、フランス語が大好きになり
ましたし、将来またフランスで学びたい、もっと長く住んでみ
たい、と思うようにもなりました。辛いことや大変なことはも
ちろん多いです。でもそれも含めてよい経験だったと絶対に思
えます。みなさんが、よい決断をし、よい経験ができるように、
応援しています。

ドイツ

ジーゲン大学
人間社会学域人文学類　嶋津　菜月

私は2015年度後期と2016年度前期に、ドイツのジーゲン大
学に留学しました。ジーゲンとは、皆さん聞き馴染みのない名
前だと思いますが、ドイツに住んでいる方にすら、聞いたこと
がないと言われることも多かったです。ジーゲンは、人口は10
万人ほどであまり大きい街ではありません。ドイツで一番人口
の多い州であるノルトラインウェストファーレン州の南に位置
し、電車で約1時間半の距離にケルン、州は違いますがフラン
クフルトがあるので、少し足を延ばせば大都市にも行くことが
できます。天候は、金沢と同様にくもり空が多く、冬は同じ州
でもケルンやデュッセルドルフにはそんなに雪が積もらないよ
うですが、ジーゲンは山の方にあるためか、年によっては、金
沢と同じくらいかそれ以上積雪することもあるようです。しか
し私が滞在した年にはあまり積雪はありませんでした。

金沢大学からドイツには、ジーゲン大学以外にもデュッセル
ドルフ大学とレーゲンスブルク大学に留学することができます
が、その2都市と比較すると、ジーゲンは大都市でもなく、街
並みが特別綺麗という訳でもありません。こう書くと、ジーゲ
ンはあまり魅力のない街だと思われるかもしれませんが、私が
感じたジーゲンの魅力として、大学へ向かうバス以外はそんな
に混雑することがないこと、ドイツで一番とも言われるほど森

が多い地域であること、水が軟水で日本人には馴染みやすいこ
と、大都市よりは比較的治安がいいこと、などがあります。ま
た、先に街並みが特別綺麗ではないと書きましたが、旧市街の
一部や、少し離れたところにあるフロイデンベルクでは、童話
に出てくるような家々も見ることができます。

そもそも、私がドイツに興味を持ったきっかけは、高校生
の時に偶然ドイツ語の曲を聴いて、それまで外国語の曲は英
語くらいしか聴いていなかったので、ドイツ語がとても新鮮
で、かっこいいなと感じたことです。それからドイツ語の曲を
少しですが聴くようになり、意味がわかるようになりたい、話
せるようになりたいと思うようになりました。言葉に伴ってド
イツにも興味を持つようになり、いつか訪れてみたいと思っ
ていて、2年生の夏休みにはドイツへの語学研修に参加させて
もらいました。約1か月間だったのですが、ドイツに滞在し生
活することで、観光だけでは得ることのできない色々な発見が
あり、もっと長期間滞在したら、もっと色んなことが見えてく
るのではないかと感じ、そこで初めて1年間の派遣留学に興味
を持ちました。これが、私がドイツに興味をもってから留学を
考えるようになるまでの一連の流れですが、今振り返って思う
と、少々行き当たりばったりだと思います。

それからジーゲン大学を希望した理由は、日本人が少ないと
いうことが大きかったです。ドイツでは日本人の方と話さない
ようにしたかった訳ではなく、寧ろ私の場合は、他に日本人の
方がいたら、そのコミュニティの中に留まり、すぐ頼ってしま
うと予想できたので、敢えてそうならないように、日本人が
あまりいない環境で頑張ってみようと考えたからです。実際、
ジーゲン大学に行ってみると、金沢大学の他にもいくつか協定
を結んでいる日本の大学はあるものの、派遣留学生の中で日本
人は私一人で、他に日本人の学生の方は一人しかいませんでし
た。また、ジーゲン大学には日本学科がなく、KoSiという大
学付属の語学センターで日本語のクラスが開講されているもの
の、日本語を話せるドイツの学生もほとんどいない環境でし
た。そのような環境で、私の留学の見通しが甘かったこと、積
極的に自分から話せる性格でなかったことから、留学生活は
特に初めの方はつらいと感じることが多かったです。ですが、
タンデム（お互いの母語を教え合う制度）してもらった学生や、
チューターをしてくれた学生、他の日本人の方など色々な方に
サポートしてもらいながら、留学生活を無事終えることができ
ました。留学の中で、人のありがたみを感じることは多かった
です。

授業については、KoSiでドイツ語の授業をとったり、専門の
授業を聴講したりしていました。語学の授業はKoSiでレベル
ごとに開講されているものと、専門の授業ではドイツ語学の文
法の講義を受講しました。他にドイツの大学に入学したい人向
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けの語学のコースがあり、そちらはほとんど毎日開講されてい
て、内容も充実しているようですが、派遣留学生は受けること
ができませんでした。ドイツ語学で語学のクラスが開講されて
いるのではないかと思っていて、まず語学のクラスをいくつか
受講するつもりでいたので、そのあたりは事前にもっとよく聞
いておくべきでした。専門の授業では、タンデムをしてもらっ
ていた学生の方と1つ共通の講義を受講していたので、わかり
やすく教えてもらえることもあり、助かりました。

長期休みには、3月と帰国前の8月の2回、約1週間ずつ
ファームステイを経験しました。私は学生寮に住んでおり、語
学研修の時にもホームステイの経験がなかったので、ドイツの
家庭やドイツ人の生活、また農業にも触れる機会を持ちたいと
思い、この制度を利用しました。2軒とも、ドイツの一般的な
家庭生活というものからは少し外れているようにも感じました
が、そのため興味深いことも多かったです。また、大学では知り
合うことのできなかった方達と話すことができたこともよかっ
たです。

この留学生活は、自分の至らなさを痛感することや反省する
こともとても多かったのですが、素敵な思い出もたくさん作る
ことができ、色んな意味で一生のうちでもとても大きい経験に
なると思います。日本とドイツで留学をサポートしてくださっ
た方々に感謝です。また、現在は世界情勢が少し不安定なので、
簡単にドイツへの渡航をお勧めすることはできませんが、ドイ
ツへの留学やまた旅行にでも興味がある方や、他にも何か質問
したいことがある方には出来る限りお答えするので、気軽に連
絡などしてもらえたらと思います。

ドイツ

レーゲンスブルク大学
人間社会学域人文学類　植村ほなみ

私は2015年9月から2016年7月までの約11か月間ドイツ
のレーゲンスブルク大学に留学していました。ここでは私の留
学について、とくにレーゲンスブルク大学での授業について記
していきたいと思います。

留学理由
私が留学した理由はそれほど特別なものではありませんでし

た。2年生のとき、金沢大学で毎年開講されている1か月間の
サマーコースにも部活を理由に参加せず、強い留学への意志
はありませんでしたが、「ドイツ語が好きなのにドイツに行か
ないのはもったいない」「留学するなら大学生の今しかない」と
思い留学することに決めました。ただ、決めるまでには1か月
オーストリアのグラーツに行くか、半年または1年間ドイツ・
レーゲンスブルクに行くか迷い、先生に何度も相談しました。
結論は1か月、半年よりも1年間みっちりドイツ語を学ぶこと
に決めました。金沢大学の派遣留学先として、ドイツはジーゲ
ン大学、デュッセルドルフ大学、レーゲンスブルク大学から選
ぶことが出来ました。それぞれに特徴があり、タイプの違う
大学でしたが、初めての海外経験が1年間の留学という不安か
ら、毎年サマーコースでお世話になっていて留学生のサポート
が厚いレーゲンスブルク大学を選びました。

大学の授業
レーゲンスブルク大学では9月に行われるインテンシブコー

スを無料で受けることができました（ 3月にも開講されますが

これは有料でした。受けるかどうかは選択できます）。10月か
ら始まる冬学期の前に1か月間、月曜から金曜まで1日3コマ

（ 1コマ90分）みっちりドイツ語を学べます。このインテンシブ
コースが始まる前にクラス分けテストがあります。できるだけ
高いレベルのコースで学びたい方は、このテストに向けてこつ
こつ準備することをお勧めします。ここで一つアドバイスがあ
ります。授業が始まってすぐのころは、先生が何を言っている
のか分からず授業で今自分が何をすべきなのか分からない、と
思うでしょう。しかし耳はそのうち慣れてきます。だから授業
が始まってすぐに、少しついていけなかっただけでレベルを落
としてしまうのはもったいないです。分からなくても少しだけ
踏ん張ってみてください。

インテンシブコースの後の冬学期・3月のインテンシブコー
ス・夏学期は、前のコースが合格であれば自動的に次のレベ
ルに配属されます。私自身の話をすると、9月のインテンシブ
コースでB1+に配属され、そこから自動的にレベルが上がり、
最後の夏学期はC1.2でした。私は自主的にレベルを上げるた
めのテストも受けず、クラスを下げることもしませんでした。
実力が伴っておらず最後のC1の授業はついていくのがやっと
でてんてこ舞いでした。日本人がわたし一人のクラスで、クラ
スメイト（ドイツに住み始めて15年という人や、ドイツとアメ
リカのハーフの人などツワモノぞろい）はレベルが高く、劣等
感を感じることも多々ありましたが、彼らに助けられてなんと
か授業を受けることが出来ました。留学が終わった今、無理に
C1に進まずにB2をじっくり勉強すれば良かったかな、とも思
いますし、B1+からC1.2までさまざまなレベルのドイツ語に
触れることが出来たのはいい経験になったとも思います。大事
なことは、クラスのレベルではなく、そこで自分が何をするか、
なのだと思います。これから留学するみなさんには後悔するこ
とないクラス選択をしてほしいと思います。

冬・夏学期の授業では、核となるコミュニケーション、ライ
ティング、リスニング、グラマーの他にも、文学や英語とドイ
ツ語の翻訳、演劇など様々な授業を選択することが出来ます。
自分の興味関心に合わせていろんな授業にトライしてみてくだ
さい。

タンデムパートナー
これから留学するみなさんに絶対おすすめしたい勉強法はタ

ンデムパートナーと話すことです。私のようなドイツ語を勉強
している日本人と日本語を勉強しているドイツ人がパートナー
になって母語を教え合うものです。私は運よく3人のドイツ人
とタンデムができました。その3人ともそれぞれ日本語のレベ
ルが違うので私にとっては良いドイツ語の練習になりました。
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また勉強面以外においてもタンデムパートナーと遊びに出かけ
たりするのは良い気分転換になるので、私にとっては精神的支
えでもありました。

レーゲンスブルクでの生活
先ほど少し書いたように、レーゲンスブルク大学は留学生の

サポート体制がしっかりしています。チューターが住民登録や
健康保険の手続きなど手伝ってくれます。住民登録に至っては
役所までついてきてくれます。また奨学金の手続きなどもイン
ターナショナルオフィスに行けばスタッフの方が丁寧に対応し
てくれます。

レーゲンスブルクは小さくもなく大きくもなくとても住みよ
い街だと感じました。治安も悪くありませんが、用心するに越
したことはありません。レーゲンスブルクでも深夜のひとり歩
きは危険ですので（特に女性。）お勧めしません。

まとめ
この留学では楽しいこともつらいことも半々か、つらいこと

のほうが多いくらいだったと思います。それでも私が留学して
良かったと言えるのはいろんな人や素敵な場所と出会えたから
だと思います。皆さんも自分なりの留学を楽しんでください
ね。

人間社会学域国際学類　小里　真輝
Grüß Gott！　みなさんこんにちは。これはドイツ、その中

で南ドイツ、そしてお隣のオーストリアで話されるドイツ語の
あいさつです。

私は2015年9月から2016年8月までの一年間、ドイツの
レーゲンスブルクに留学していました。

なぜドイツ留学？なぜレーゲンスブルク？
〈主な3つの目的〉
1．語学力向上
2．ドイツの文化、経済、政治などのあらゆる分野を学ぶため
3．留学を通して自分を成長させるため

私は大学一年時にヨーロッパ圏の言語を学びたい、とりわけ
ドイツの文化、クラシック音楽に興味があるという単純な理由
で初習言語としてドイツ語を選びました。英語圏の留学だと英
語を使って専門分野を学びに行くということなのですが、それ
よりも実践的に、日本でなかなか学ぶことのできないドイツ語
をドイツで学びたいという気持ちが強く、ドイツ留学を決意し
ました。過去にレーゲンスブルクで留学されていた先輩から
レーゲンスブルクは南ドイツのバイエルン州に位置し、小さす
ぎず、大きすぎない街、そしてレーゲンスブルク大学はドイツ
語の授業が充実しており（休暇中の一ヶ月の集中語学コース、
細かいレベル別授業や少人数授業）、ドイツ語をじっくり学ぶ
上で最適な環境であるということを聞いていたため、レーゲン
スブルクでの留学を決めました。

留学前
〈ドイツ語学習と留学先への情報収集！！！〉
・金沢大学で開講されているドイツ語授業の履修。
・週に一回、アドバイス教員と個別指導（問題を解き、苦手な

部分を見つけ克服）
・過去にレーゲンスブルクへ留学されていた先輩のお話からの

情報収集

・レーゲンスブルク大学のホームページからの情報収集　（以
下参照）　

　https：//www.uni-regensburg.de/index.html.en　
・大学間とのやりとり（メール、郵送を通して留学のための書

類提出など）

大学での授業は何があるのか？
ドイツ語を学ぶための授業からドイツ語を使って文学、社会

科学を学ぶ授業、英語との翻訳など幅広い授業が開講されてい
ます。私は、それに加えて英語の授業や現地のドイツ人と一緒
に専門分野の授業を受けました。どちらの授業も現地の人と一
緒に受けるのでドイツ語の授業とは違った雰囲気を感じること
ができます。ドイツ語を学ぶための授業では世界各国、特に
ヨーロッパからの留学生と一緒に授業を受けるので様々な国の
人たちと世界共通語の英語ではなく、進行形で学んでいるドイ
ツ語でコミュニケーションを取るという留学でしかできない貴
重な体験をすることができます。ドイツ語でのプレゼンもこの
一年で何回かする経験があり、日本では体験することのできな
い能動的な活発な授業を取ることができました。

http：//www.uni-regensburg.de/zentrum-sprache-
kommunikation/daf/index.html

上記のホームページはA1（初級）～C2（上級）までのレベル
別のドイツ語を学ぶための授業やドイツ語を使って学べる授業
についての情報が詳しく書かれているのでぜひ下調べとして参
照してみてください。

授業以外ではどのようにしてドイツ語を学んだのか？
一学期15€で様々なスポーツを行うことができたり、トレー

ニングルーム、プールを利用することができる大学に付属す
るスポーツセンターで週に一度、ピラティスに参加していまし
た。講師の解説のもと、現地のドイツ人学生と一緒でとても楽
しかったし、授業では学べない単語を体を使いながら、初めは
見よう見まねでやりました。また週に一度、聖書を通してドイ
ツ語を学ぶという大学外のコミュニティにも参加しました。

ホームステイをさせていただく機会があり、そこで日本、金
沢についてやドイツに関するテーマについて質問したり、話し
合うことができました。

また週に一度、ドイツ語を学ぶ日本人と日本語を学ぶドイツ
人との交流に参加し、そこでドイツ語を話す機会があり、積極
的に学んでいました。『今日はこのテーマについて質問したり、
話し合いたい』と事前に考えて話すことを心がけ、一回一回、こ
の時間を大切にしました。また一対一でお互いの言語（日本語、
ドイツ語）を教え合い、学ぶタンデム（Tandem）も週に一度行
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いました。ここでも事前に自分はこの時間に何をしたいのか、
毎回やりたいことリストを作って取り組んでいました。せっか
くの貴重な機会をより充実したものにしたいという気持ちが強
く、これらのおかげで語学力はもちろん、コミュニケーション
能力を伸ばすことができました。さらに現地の人から直接ドイ
ツの文化、政治、社会制度を聞くことができ、ドイツに関する
知識を深く、広く得ることができました。

留学しよう！
私は中学二年時に町の派遣交流プログラムで一週間ほど、カ

ナダにいったことがきっかけで当時から大学生の間に一年間の
長期留学をしたいという夢がずっとありました。金沢大学を志
望した理由も交換留学制度が充実していることが一つにありま
した。留学したいという気持ちがある人は絶対留学しましょ
う。実際に自分で現地に行って自分の目で見て自分の耳で聞い
てその場所の雰囲気を感じることは留学でしかできないことで
す。ずばり、百聞は一見に如かずなのです。まずは留学したい
という気持ちを大切にしてその上で留学で自分は何をしたいの
かを少しずつ掘り下げて思い描いていくことで具体的な目標が
決まっていきます。

これほど素晴らしい金沢大学の交換留学制度を利用しないは
ずがありません。

留学に対して何か質問や気になることがあれば気軽に聞いて
ください。

最後に今回、ドイツ、レーゲンスブルク大学で一年間、楽し
く、実りある留学をできたことに感謝します。ありがとうござ
いました。
Ich wünsche dir schöne Erfahrungen im Ausland.
Viel Spaß！！

（あなたが外国で素敵な経験をすることを祈ります。楽しんで！！）

人間社会学域国際学類　吉本　結生
3年生の後期から一年間、ドイツのレーゲンスブルクに派遣

留学のかたちで滞在した。一年間の留学をするという決意は入
学当初からしていた。なぜドイツなのか？というと、至極簡
単な理由で、ドイツ語を第二言語に選んだからである。始め
は英語圏への留学を視野に入れていたのだが、英語というメ
ジャーな言語からは見えにくいヨーロッパの側面があるのでは
ないかと考え、第二言語に選んでいたのがドイツ語だったため
に、じゃあドイツに行ってみよう！と思い立った。留学の一年
前にサマーコースで訪れたレーゲンスブルクがあまりにもいい
所で、一年でも住んでみたいと思ったのも大きな理由としてあ
る。ドイツでは英語がかなり通じたため、留学始めのころには
万が一の際もそれほど言葉の面では困らなかった。できるだけ
ドイツ語をと意識して生活していたのだが、拙い日本人のドイ
ツ語を聞くや否や英語に切り替える人が多く、複雑な心境だっ
た。レーゲンスブルクはバイエルン方言のなまりが強く、学外
の方、特にお年寄りと話すとなると途端に何を言っているのか
理解するのに苦しんだ。ある人は、バイエルン方言は日本の関
西弁のようなものだと言っていた。確かに南ドイツのイメージ
は、関西人に通ずるものがある。南ドイツにはとにかく明るく
て気さくな人が多い。1年間という長い期間の留学に耐えられ
たのもこのあたたかい人柄のおかげが大きいと思う。レーゲン
スブルクは大きすぎず小さすぎない規模も、伝統とモダンの混
ざった雰囲気も、地元である金沢に近い物があり、非常に住み
心地が良かった。治安も比較的良好。ただ、外に出ない方がい

い時もある。夜には酔っぱらいが徘徊する。元旦には爆竹や花
火が鳴りまくり、サッカーの試合でドイツが勝つ度に車がクラ
クションを鳴らしサポーターたちが狂乱していた。一見物珍し
いけれど、室内に退避している方が無難である…昼間はいつも
街中に活気が満ち、ふいに大聖堂まで散歩したくなる、明るい
町なのだが。

留学前の準備としては、先輩方の体験談を聞かせて頂いたの
はかなり参考になった。そして、ドイツ語に関しては国内で
出来る勉強にはどうしても限界がある―留学先ではそのよう
に思ってしまうほど、まったく気色の異なるドイツ語学習がで
きる。きちんと授業に出るだけでも行く前より断然力がつく
ので、語学力に関してはそこまで不安に思うことは無い。とは
いえ、事前にできる限りの努力はしておいて損はない。たとえ
ば、国内でドイツ人の留学生と交流すること。私は交換留学で
金沢大学に来ている留学生のチューターを通してドイツ人の友
人を得、タンデムという言語交換を日本にいるときから行って
いた。一対一で、こちらが日本語を教えるかわりにドイツ語を
教えてもらうというもの。タンデムでは若者同士ならではの話
題や質問などをたくさん交わせてとても刺激になったし、生の
ドイツ語に触れるきっかけになった。留学生のチューターにな
ることは、大学にいながら異文化に触れられるとても良い機会
の一つだと思う。興味があれば、ぜひ1年生からでも挑戦して
ほしい。留学申請時には、大学の寮に入るかどうかと、寮につ
いての要望を書く欄があるので、レーゲンスブルクの寮ならば
旧市街内にあるところを希望すると書くべきだろう。大聖堂の
ある町に住み、観光客ではなくてその風景の一部になるような
体験ができる。実際一年間、レーゲンスブルクの歴史が満ちた
空間に溶け込み生活できたことは、私の一生の心の宝だ。

派遣留学ではドイツ語学授業の履修が中心となるのだが、そ
れだけでは実はドイツ人学生との関わりがなかなか持てない。
なぜならまわりが自分たちと同じような留学生ばかりになるか
らだ。ただ、少し外に目を向ければそのチャンスは至る所にあ
る。たとえば、スタムティッシュという毎週の交流会がある。
日本語を学んでいる現地学生と出会える場であるので、是非日
本語とドイツ語を教え合うドイツ人のタンデムパートナーを見
つけてみてほしい。また、大学に設置されたジムでは毎年たく
さんのスポーツクラスが開かれ、放課後に多くの学生が汗を流
している。留学生も問題なく参加できるので、得意なスポーツ
や、やってみたいスポーツなどこの機会にチャレンジするのも
いいだろう。私
自身は、部活で
剣道と柔道の経
験があり、ドイ
ツでの武道のあ
りかたにも大変
興味があったの
だが、タンデム
パートナーの紹
介で学外の武道
教室へ半年ほど
通うことができ
た。それは真剣
道という、新し
い実践的な武道
で、それだけで
もかなり刺激的
なのだが、生徒
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や先生が全員ドイツ人であったので、身もドイツ語もかなり鍛
えられる場であった。さらに武道に関わるドイツ語という日常
生活では出会わない語彙もたくさん使うので、とても貴重な経
験ができたと思う。それから、ドイツの学生以外にも交流の
チャンスはごろごろ転がっている。いわゆる欧米のパーティ文
化というものにはなかなか慣れることができなかったのだが、
気恥ずかしさを振り切って、機会があれば参加するよう努め
た。出身国問わず友達との交流を深められるし、新しい友達が
できるチャンスでもある。故郷を離れて寂しいのはどこの国の
留学生も同じ。自分から声をかけていけば意外と誰でも仲間に
なれるものだ。勇気を出してはじめの一歩を積極的に踏み入れ
ていこう。

レーゲンスブルクには日本人コミュニティがあって、その集
まりに出向くと、現地で活躍している方々に会えた。音楽家、
ダンサー、翻訳家…自分がぼんやりと思い描いていた海外での
仕事というものの素晴らしい具体例を目の当たりにし、自分の
中の将来像がいかに甘かったか、そしてこのような活躍を実現
するならどうしていくべきかを改めて真剣に考える極めて刺激
的なきっかけであった。そもそも、学生も社会人もドイツの
人々を見ていると、自分が何をしたいのか、どうなりたいのか
についてのはっきりとした自覚を持っている印象を受ける。そ
れに比べると、根本的な文化の差はあれ、日本ではそのような
自立した意識がないまま高校、大学そして就活となんとなく進
んでいく人が多い気がする。私は、ドイツの人々の「私がこう
思うからこうする。他の人がどう思うかは関係ない！」という
姿勢を間近で見て、私もこうありたい！と強く思うようになっ
た。留学生活が初めての一人暮らしであったこともあり、レー
ゲンスブルクでの一年間を通して「私」がどんどん自分の中で構
築され、濃厚になっていくような感を味わった。今までの日本
での生活環境下からいったん抜け出したからこその変化であっ
たと思う。もし留学に少しでも興味があるなら、迷わずに飛び
込んでみたらいい。それまで見えなかった広い世界がそこには
あり、今まで知らなかったあなたに会えるはずだ。

ドイツ

デュッセルドルフ大学
人間社会学域人文学類　大西　涼史

はじめに
私は2015年10月から2016年7月までの約10ヶ月間、ドイ

ツのデュッセルドルフ大学に留学させていただきました。今回
私の留学報告書がドイツへの留学に興味を持っている方、留学
しようかどうか迷っているという方たちの後押しになれば幸い
です。

留学のきっかけ
私は人文学類のドイツ語学・ドイツ文学コースというところ

で、もともとドイツ語を専門分野として勉強していましたが、
当初は留学する気なんて全くありませんでした。そこから留学
するきっかけになったのが、レーゲンスブルク大学とデュッセ
ルドルフ大学によって毎年9月に開催されているサマーコース
に参加したことでした。たった3週間ほどの滞在でしたが、こ
の体験を通してもっと生きたドイツ語を学びたいと強く思い、
派遣留学生の選考に応募することを決意しました。

ドイツには金沢大学との協定校が3校ありますが、私が
デュッセルドルフ大学を選んだ理由は大都市で生活することで

多文化を実際に肌で感じたかったことや、実際に留学された先
輩からデュッセルドルフ大学は人文学系の学科が充実している
というお話を聞き、興味のあったドイツ文学をより専門的に学
べると思ったからです。実際、デュッセルドルフにはハインリ
ヒ・ハイネやゲーテの文学館がある他、大学図書館にはトーマ
ス・マン関連の蔵書が豊富にあり、ドイツ文学に興味のある方
にはおすすめの留学地です。

留学中の手続きと学習
デュッセルドルフに到着して、まず行わなければならなかっ

たのが住民登録や銀行口座の開設、健康保険の加入にビザの申
請などの諸手続きです。これらの手続きはすべて到着後3週間
ほどで行われ、しばらくは慌ただしい毎日が続きました。現代
日本語学科に在学する学生さんたちは非常に日本語が堪能で、
希望すれば彼らがチューターとしてついてくれます。私にも
チューターが一人紹介され、彼が手伝ってくれたおかげで煩雑
な手続きもスムーズにこなすことができました。彼には本当に
感謝してもしきれません。

大学の授業ですが、留学生はまず学期初めにクラス分けテス
トを受けなければなりません。この試験結果に応じて、各々自
分のレベルにあった授業をA1.1～C1から受けることができま
すが、このテスト内容はかなりシビアで、振り分けクラスが低
ければ低いほど登録することのできる授業の数も少なくなって
しまうので、やはり留学前からある程度の準備勉強をしておい
て決して損はないと思います。

しかし、その一方で私はこの試験結果にあまり拘泥する必要
はないとも感じています。希望していたクラスに入ることがで
きなくても、先生によっては交渉次第で授業の登録許可が降り
たという話を他の留学生の子から聞きましたし、日本人留学生
は現代日本語学科のネイティブの授業に参加しやすい環境が出
来上がっています。参加できる場は創意工夫と柔軟な対応力で
いくらでも増やせるということです。私は夏学期に現地のドイ
ツ文学科のゼミナールに聴講生として参加させていただきまし
たが、当初は頭でっかちになったり、自信の無さからずっと自
分の殻に閉じこもったりして、あまり冷静に行動することがで
きませんでした。その間に貴重な時間を空費してしまったこと
を本当に後悔しています。

留学中だからこそできること
自分で実際に留学してみて、留学中にしか体験できないよう

なこと、留学中だからこそできることも多々ありました。例え
ば、留学中はアルバイトやサークルに時間を追われることがな
いため、自由に使える時間が日本での大学生活中と比べてずっ
と多くあるように思います。私はこの時間を利用して読書に集
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中したり、今まであまりしたことのない旅行などをしてみまし
た。留学先に本を持っていく場合は、電子書籍で読めば荷物に
ならないので便利ですが、繰り返し読みなおし、付箋をつけた
り、メモを書き込む必要のある本は文庫本等で持っていくとい
いと思います。自分を見つめなおす、自己省察する時間を十分
に確保することができるというのも留学の大きな魅力の一つで
はないでしょうか。

最後に
みなさんがイメージする留学生像はどのようなものでしょう

か。社交性や他者との協調性に富み、行動力あふれる学生、人
間性が豊かで強い使命感を持つ学生でしょうか。

私はそのようなイメージとは全く逆の人間です。人見知りで
会話は苦手だし、他人に流されやすい人間です。だから私が留
学すると言ったとき、知り合いの何人かにはやめといた方がい
いと言われましたが、どうしても行ってみたかったので留学を
決意しました。今、留学しようかどうか迷っているという方が
この報告書を読んでいたら、私が言いたいのは他人が何と言お
うと自分で留学したいと思ったのなら絶対に行くべきだという
ことです。最後になりましたが、私に留学の機会を与えてくだ
さったすべての方々にこの場を借りてお礼申し上げたいと思い
ます。本当にありがとうございました。

人間社会学域国際学類　大津　真実
私は2015年10月から2016年の7月までの10カ月、ドイツ

のノルトライン・ウエストファーレン州にあるデュッセルドル
フ大学に留学した。そこでの経験を振り返り、留学を考えてい
る方々に参考にしてもらえれば幸いである。

留学前
私が留学に対して動き始めたのは2015年の5月ごろだっ

た。語学に関しては冬休みや春休みを使い、テキストを一冊用
意し、繰り返し問題を解くようにしていた。文法を総復習し、
学期初めにあるレベル分けテストに向けて勉強を進めていた。
基本的にデュッセルドルフ大学へのコンタクトは、金沢大学の
留学企画係を経由する。しかし、寮や語学コースの申し込みな
ど、個人的に連絡を取らなければならない場合もある。大学か
ら来るメールはすべてしっかりと目を通し、対応した。またド
イツでは、現地で学生ビザを取ることを推奨している。そのた
め、日本ではビザ取得のための手続きはしなかった。

デュッセルドルフについて
デュッセルドルフはノルトライン・ウエストファーレン州の

州都だ。大きな都市だった。「リトルトーキョー」と言われる通
りがあり、そこには日本食レストランが立ち並ぶ。隣町はか
の有名なケルンだ。この2都市はライバルであり、あらゆる分
野で競い合っている。その例として、地ビールが挙げられる。
デュッセルドルフが誇るアルト、対するケルンはケルシュ。治
安に関して、私個人としてはそれほど悪いという印象は持たな
かった。しかしスリに合った友人もいたため、自信の注意報を
警告レベルに上げ、かなり警戒していたことは記述しておきた
い。財布は小分けにして持ち、電車やバスなどで座る時は常に
かばんを膝の上に置くようにした。意識しているのとしていな
いのでは大違いだ。

学校生活
とにかく私はドイツ語を習得したいという思いから、ドイツ

語の授業を積極的に取るようにした。留学生のためのドイツ語
の授業はほぼ毎日。ここで注意しておきたいことは、留学生用
のクラスが2種類あることだ。1つは留学生のほぼ全員が取る
ことのできるクラス。もう1つはアジアの学生（私の場合は全
員が日本人）から成るクラス。私は2つのクラスを取った。それ
とは別に現地の学生が受ける授業にも参加した。予習・復習は
膨大な量だったが、計画を立て、自分にご褒美を与えることで
乗り切った。現地の学生との授業は、最初は非常に難しかった。
これはリスニングの勉強だ、と考え必死に理解に努めた。何よ
りも心に響いたのはドイツの学生のやさしさだ。理解に苦しん
でいたとき、隣に座っていた学生が丁寧に解説してくれたので
ある。それ以来会うことはなかったが、彼への感謝を忘れたこ
とはない。そんな私も二学期目になるとだんだんとドイツ語が
上達し、授業の理解度は上がった。語学の授業はもちろんのこ
と、ゼミ形式の授業にも以前よりついていけるようになり、夏
学期の私は自身がみなぎっていた。しかしテスト期間は闇であ
る。当初立てた予定も予定で終わり、なかなかに苦労した。試
験とともに帰国日も近づいてくるため、やり残さないようにす
べてやりきろう、という思いがその状況を作り出したのだ。し
かし、結果として成績は良かったので、何事もやってみるもの
である。

生活面
私は大学のキャンパスから歩いて15分ほどの学生寮に住ん

でいた。3人との共同生活であった。基本的に私はドイツ語で
生活したかったため、寮での言語はドイツ語だ、と決め込んで
いた。しかし、ルームメイトはドイツ語を話すことが出来ず、
会話は英語で行われた。自分の持てる英語力を出し切り、また
ルームメイトの理解もあり、コミュニケーションはとれたと思
いたい。私は課外活動にも参加していた。それはスポーツで
あったり、ダイエットサークルであったり、広範囲に及んだ。
課外活動で体を動かすということだけでなく、友人からの誘い
にも応じた。大切なことはフットワークの軽さなのだ。

最後に
留学生活は人によって全く異なる。私は留学を決めて本当に

よかったと思っている。現地での経験で後悔していることはな
い。何事も挑戦するべきだ、というのが私の持論だ。しかしも
ちろん自己判断が求められる。突き進むか引き返すかは自分次
第だ。柔軟性をもち、留学生活を楽しんでほしい。留学によっ
て、自分の世界を広げ、留学後には今までとは違う視点から物
事を見られるようになっていれば最高である。
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人間社会学域国際学類　谷村　咲絵
私は2015年10月から2016年7月までドイツのデュッセル

ドルフ大学に派遣留学しました。派遣留学自体は10か月間だっ
たのですが、大学が始まる前にハイデルベルクという町で語学
学校に通ったので、実質的な現地滞在期間はほぼ11か月でし
た。その11か月プラス前後のことを、気持ちの変化と印象に
残った出来事を中心に書いていこうと思います。

留学をするまで
私は留学を決意したのが遅く、派遣留学の応募と奨学金の応

募をほぼ同時期に行わなければいけませんでした。どれも重要
な書類ばかりで、テスト期間も重なり、かなり大変だった記憶
があります。面倒を見てくださった先生に頼りっぱなしでし
た。そんな中で共通して大切だったことは、なぜ留学をしたい
のか、どんな自分になりたいか、そのためには何をすべきだと
考えているか、自分の中で納得できる答えを持つことでした。
留学前だけでなく、留学中、留学後まで共通して問われる質問
です。実際に実現できるかは自分次第ですし、途中で変わるか
もしれません。どんなものでもいいです。建前でなく本音の部
分ではっきりとした意思を持つことが留学の第一歩だと感じま
した。

留学中
大学寮に入寮できるのが10月1日からだったため、それまで

2週間をハイデルベルクという町で語学学校に通い、その後約
1週間同じくデュッセルドルフ大学に留学する他大学の人々と
ケルンでアパートを借りました。ハイデルベルクの語学学校で
は、少人数クラスで午前中だけでしたがみっちりと授業をし、
午後はマクドナルドにこもって宿題や復習をしたり、街を観光
したりして過ごしました。そこで感じた日本人共通の問題は、
文法は得意だけど話すのは苦手なこと、語彙力が弱いこと、そ
して冗談になれていないことでした。日本人以外の受講者は定
型文的な回答ではなく冗談交じりの回答をし、注意をされては
発言していました。少しでも洒落の利いたことを言おうとし、
結果的に語彙力も上がる。もちろん一部は覚えなくてもいい語
彙もありましたが、彼らのジョークに対するやる気は見習うべ
きではと感心しました。

私の留学したデュッセルドルフ大学は、ヨーロッパ最大規模
の日本語学科を誇り、また街には日本人街もあるので、非常に
日本や日本人に対して理解が深いです。まずありがたかったの
が、一人につき一人ずつ現地の現代日本学科の生徒がチュー
ターとしてついてくれることでした。実はドイツに留学する場

合、出国前に日本でできることはほんのわずかです。大学の手
続きと寮の手続き、保険への加入ぐらいでした。大変楽で喜ば
しいのですが、逆に言えば現地で市役所などに赴いて説明を聞
き、自分でもろもろの手続きをしなければいけないということ
です。ビザの申請や銀行の口座開設、入寮手続きや保険加入な
ど、すべてチューターが事前に調べてくれており、手伝ってく
れました。他の大学に行った人の話では、10人程度の留学生

（日本人だけでない）につき2人のチューター（日本語わからな
い）だったようなので、とても手厚いサポートをしてくれたと
思います。

様々な手続きの際にも日本との大きな違いを感じました。基
本的に店でも役所でも学校の事務所でも手続きには時間がかか
ります。3か月で旅行者としてのビザが切れてしまうのに、滞
在ビザの申請ができたのは11月、実際にビザができたのは12
月でした。1月の人もいました。移民の流入で申請先が混んで
いたことも一因ですが、客本意でない仕事の仕方を実感できた
最初の出来事でした。

さて、はじめの1か月でこれだけ書けたほど、濃い1年だっ
たのでここでは書ききれません。かといって楽しかったものを
ピックアップしても面白くありません。ですから私が辛かった
ことを書こうと思います。留学は思ったよりも自分との戦いで
した。留学までは自分はそこそこデキる人だと思っていたの
が、それは自惚れだったと思い知らされ、人と比べてしまい、日
本や現地で楽しそうにしている友人に嫉妬し、なぜ自分はそこ
にいるのか見えなくなっていた時期がありました。結局は自分
の行動次第なのだと半ば無理やり納得し、生活に慣れるころに
は落ち着きましたが、留学期間中何度も自問自答を繰り返しま
した。その度に自分がそこにいる理由を自分で作っていかなけ
ればと強く自分に言い聞かせました。幸いなことに、日本に対
して理解が深い街だったので日本人に対する差別などはなく、
人種差別的な理不尽さには出会いませんでしたが、それでも自
己責任とか労働者の権利の名のもとに理不尽な思いは沢山しま
した。その度にくじけそうになりましたが、日本人で集まって
愚痴を言い合うことで消化することができました。「日本と同
じレベルでサービスを求めてはいけない」これが自分の中での
合言葉でした。

留学後
自分でも自覚しているし、人にも言われましたが、私は留学

をする中で寛大になりました。自分の中での留学の目的の一つ
に「苦労を味わう」というものがありました。それまでの経験か
ら、苦労をしてつらい思いをし、それを自分の中で消化するこ
とで内面的な成長を促せると考えた結果です。この留学中に何
枚皮がむけて何を手にすることができたか、まだ全ては分かり
ませんが、留学をしたという事実と自信は手に入れることがで
きました。

最後に
長々と書きましたが、留学で何を手に入れたいのかもどうい

う留学をしたかも自分次第です。私は留学中に何度か留学に
行っていない自分を想像して少し後悔をしたりしましたが、そ
れでも行かない選択肢をとったほうが後悔していたと思いま
す。留学を迷っている人にはぜひ一歩を踏み出してもらいたい
し、行くことが決まっている人は新しい自分に会えるのを楽し
みに自分なりに納得できる一年（もしくは半年）にしてもらいた
いです。
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K A N A Z A W A  U N I V E R S I T Y

人間社会学域国際学類　山本奈緒子
Hallo, guten Tag！ Wie geht’s Ihnen?
私は、2015年9月から2016年8月までドイツのデュッセル

ドルフ大学で交換留学生として学ばせていただきました。“一
年間”を海外で過ごすことは、一見とても長いように思われま
すが、実際はとても短く、この期間だけで完全に満足行くよう
な語学力を身につけられることができたとは、思えませんでし
た。しかし、この留学体験は、私にとって、かげがいのないも
のになったことは、断言できます。

留学前の準備として、何をすべきか
何といっても、日本にいる間に、最低限文法を一通りマス

ターすることです。私自身、留学前の語学力はかなり低いもの
であったので、留学直前までドイツ語のテキストを一冊買い、
それを留学前の長休みに一通り行いました。時間に余裕がある
方は、それに加え、語彙の方にも力を入れる、または、人文学
類のドイツ語文学コース主催の、KaffeeStundeというドイツ
人留学生を交えて、ドイツ語で話す機会が設けられているの
で、是非そこで会話練習に取り組むべきだと思います。もし完
璧に話すことができなくても、簡単な日常会話の練習にもなる
し、ネイティブの会話を耳にするだけでも、聞く力はつきます。

勉強以外の面では、同じドイツに留学していた先輩や、ドイ
ツ人留学生から、留学先の情報を聞き出すが大事です。特に、
費用の面は、実際に留学していた先輩の話が、より分かりやす
いと思います。ビザや保険等に必要な書類は、日本で事前に準
備するものが多いので、しっかり把握しましょう。

住居について
私の住んでいた学生寮は、二人か三人部屋で、ドイツ人正規

学生と留学生が住んでいました。私自身は、前期はポーラン
ド・スペイン人、後期はイタリア・スペイン人と共同で住んで
いました。トイレ（ 3人部屋のため、2つありました）・バス・
キッチンは共同で、寝室（約12畳）は別々でした。電気水道イ
ンターネット（ 1年で8ユーロ）は使い放題でした。寮は、どの
部屋も綺麗で広く、住みやすいところでした。冷蔵庫や食品
棚、玄関の物置など全てが大きく、使い勝手が良かったです。
ドイツの冬はとても冷え込みますが、寮の暖房はとても強く
暖かかったです。（私の部屋は1日中つけたままでした）洗濯機
は、寮全体で3台しかなく、よく壊れるので、そこだけは少し
不便でした。大学からは、徒歩で20分弱、バスで7分ほどの
ところに位置していました。1か月の家賃は、290ユーロでし
た。Facebookで学生寮ごとにグループがあり、そこで月に一
回ほどバーベキューやゲーム大会、パーティーなどのイベント
の呼びかけがあります。しかし、周りは住宅地に囲まれていた
ため、寮内でパーティーがあっても、22時以降は静かになりま
す。（それ以降に騒ぐと、周りに通報され、罰金をとられるそ
う） スーパーまでは徒歩15分のところに、二軒隣り合ってあり
ます。その付近に雑貨屋二軒、地下鉄の乗り場もあるため、中
央駅や中心街まで一本で行くことができます。

学習面について
学期前に、ドイツ語事前コースが開放されており、メールで

必ずお知らせがあり、そこで事前に申し込む必要があります。
（しかし、当日に直接申し込んでも大丈夫でした。）まず初めに、
クラス分けテストが行われます。このテストは、主に語彙力の
問題と作文を中心としたものでした。私は、一番レベルの下の

クラスだったので、やはりもっと語彙力を身に着けるべきだっ
たと思いました。しかし、この事前コースを終えると、学期中
のドイツ語クラスの受講に必要な証明書を受け取ることができ
ます。そのため、学期中は一つ上のクラスを取ることができま
した。もし、証明書のレベルに不満がある場合は、直接交渉に
よって、変更してもらうことも可能でした。

学期中の授業は、レベルが上がれば上がるほど、選択肢が
増えるものでした。前学期には、文法・会話・作文・発音練
習の授業を受講しました。後学期は、自分のレベルが上がっ
たため、歴史・語彙・リスニング（Düsseldorf Geschichte, 
Wortschatzarbeit, Hören und Mitschreiben）の授業をプラ
スで受講しました。この三つの授業は、自分より一つ上のレベ
ルの生徒たちと合同のクラスで、少しレベルが高いものでした
が、とても充実したものだったので、おすすめです。Erasmus
のプログラムの生徒たちは、やはりスピーキング力がとても優
れているに加え、授業中は積極的で、どんどん質問していくス
タイルだったので、始めは、全くついていけませんでした。先
生たちも質問がない＝理解しているとみなしているため、もし
分からなかった場合は、躊躇せず聞く姿勢が大事だと思いまし
た。

私は、両学期で、週10時間初心者向けのクラスが開講されて
いて、それも受講していたのですが、受講者は日本人しかいま
せんでした。先生たちも日本人にとても慣れている方々で、親
切で手厚いクラスでした。しかし、つい授業中日本語で話して
しまうところが、少し難点でした。

留学中に行うとよいと思われる活動
デュッセルドルフ大学では、日本学の生徒と触れ合う機会が

多く設けられています。日本に興味のある学生たちと、会話や、
タンデム活動をすることは必須だと思います。月に一回、日本
学主催のStammtischが行われるので、そこで、友達と見つけ
ることができます。このイベントは、お酒を飲みながら、ドイ
ツ人学生と楽しく会話ができるので、私は毎月欠かさず参加し
ていました。

私は、毎週金曜日に日本学主催のバドミントンに参加してい
ました。スポーツを通して、学生たちと仲良くできるので、と
ても充実したものでした。大学主催のスポールクラブは、他に
も沢山あり、ホームページでも調べることができるので、是非
参加してみてください。

最後に
後悔していることは数え切れないほどありますが、楽しい思

い出も数え切れません。ドイツは旅行にするにあたっても、本
当に便利なので、他のヨーロッパ圏にも行ってみてください。
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私自身も月に一回くらい旅行していました。（12か国回りまし
た）もし分からないことがあっても、周りのサポートは本当に
手厚いと思います。どこにも行きたくないと塞ぎ込んでしまう
時期は、必ずあります。しかし、何事にも躊躇せず取り組むべ
きです。勉強はもちろん一番大切なことですが、現地の人との
交流を通じて学ぶことは本当に大切で、日本ではできないこと
です。留学期間は、たった“一年”と限られたものです。その時
間を無駄にしないよう、何にでも挑戦してみましょう。楽しん
でください！！ Tschüss und Viel Glück！

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　藤本　紗綾

Dia dhuit！（こんにちは！）私は2015年9月から2016年5
月までの約9か月、アイルランドのダブリンシティ大学（以下、
DCU）に留学していました。ここでは私の経験を通して留学に
ついてお伝えし、報告書を読んでいる方に少しでも「留学して
みたいな」と思っていただければ幸いです。

アイルランドについて
さて、皆さんはアイルランドというとどのようなイメージを

思い浮かべますか？おそらくほとんどの人が、「うーん」と考え
込んでしまうと思います。私がアイルランドへの留学が決まっ
たと友人に伝えたときも、決まってアイスランドと間違えられ
たり、「どこにあるの？」「英語圏なの？」と聞かれたり、とまだ
まだアイルランドは一般的には知られていないという印象を受
けました。そこで、まずは簡単にアイルランドについて紹介し
ようと思います。

アイルランドは簡単に説明すると、イギリスのお隣の小さな
島国です。島の北部はイギリスを構成する一つの国である北ア
イルランド、南部にはアイルランド共和国があり、私が留学し
ていたのはアイルランド共和国の首都ダブリンでした。公用語
はゲール語（いわゆるアイルランド語）と英語ですが、ダブリン
ではゲール語が話されていることはめったにありません。（ア
イルランド人の友人によると、ゲール語は学校で習う程度で、
今ではある一部の地域でしか日常的に使っていないそうです。）
近年は、英語圏の留学先の中でも少しずつ人気がでており、首
都ダブリンには世界各国からの留学生が多くいました。古代ケ
ルト人に由来する独特な建物が今も残っていて、ダブリンを一
歩出ると大自然が広がっています。また、お酒と音楽の文化が
根付いており、街にはいたるところにパブがあって音楽で溢れ

かえっている。そんな素敵な国に私はいました。

大学とその周辺について
私が留学していたDCUは、施設が充実した過ごしやすい大

学です。深夜まで開いている図書館やスポーツジム、大きな講
堂や学食などがあり、私が住んでいた学生寮も学内にありま
した。徒歩5分ほどですぐ教室に到着するのでとても便利でし
た。（学外の学生寮もありますが、そちらでも徒歩で20分もか
かりません。）学内に医務室もあり、風邪をひいたりケガをした
ときは対応してくれます。私は留学中に目に違和感があった時
は、医務室の担当者にお医者さんを紹介してもらい、大助かり
でした。大学の周辺には、徒歩15分圏内で大きなショッピング
センターやスーパーマーケット、薬局などがあり、暮らしやす
い環境だと言えます。また、バスを使えば20分ほどでダブリン
の中心街に行くことができます。空港までは大学からタクシー
で15分ほどで着くことができます。

授業について
DCUでは、留学生は一部の授業を除き、ほぼすべての授業

を履修登録することができます。私の場合は、異文化コミュニ
ケーション系の授業と私の専門分野である国際関係にまつわる
授業を中心に受講していました。異文化コミュニケーションの
授業には現地学生は少なく、留学生が大半を占めていました。
留学生とはいえ、皆英語力が高く積極的に発言していて、「負
けていられないな」と思わされることがよくありました。回を
重ねるにつれて失敗をおそれず発言ができるようになりました
が、苦戦したのは国際関係にまつわる授業の方でした。国際関
係にまつわる授業は、Law and Government（いわゆる法学
部）の授業で、留学生よりも現地学生が圧倒的に多かったです。
授業が進むスピードも異文化コミュニケーション系に比べると
とても速く、専門用語が多く使われていたので復習が欠かせま
せんでした。DCUには金沢大学では受講できない授業もたく
さんありました。Conflict Resolution in Northern Irelandと
いう授業では、かつてアイルランド共和国と北アイルランドの
間で起きていた紛争が終結したプロセスを学びました。国際関
係を専門として勉強している私にとって、実際に紛争があった
地で学ぶことができ、現地の人々の考えを学ぶことができると
いうのはとても魅力的でした。このように、留学先でしか学べ
ないことを学ぶといのも留学の醍醐味だと思います。

課外活動について
留学生活において、大学の授業以外の課外活動は自分のコ

ミュニティを広げる大事な機会でした。最初は、Japanese 
Societyという日本文化を楽しむサークルに参加して友達の輪
を広げることから始めました。DCUには日本語学科があるこ
ともあり、日本について興味を持っている学生が多く仲良くな
るのに時間はあまりかかりませんでした。その後は、アイルラ
ンド発祥のお祭りであるセントパトリックフェスティバルのパ
レードにメンバーとして参加したり、ダンスサークルに入って
みたり、日本語クラスに先生として参加したり、日本イベント
に参加してみたりと本当に様々なことに挑戦しました。いろい
ろな経験をした中で共通して言えるのは、「一歩踏み出す勇気
を持つことが大事」ということです。「とりあえず興味があった
ら参加してみる」ということを念頭に置いて、様々な活動に参
加したことで休みの日でも英語を話す機会を絶やすことがあり
ませんでした。
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留学を志す皆さんへ
私が今から留学を目指す皆さんにまずアドバイスしたいこと

は、「留学するなら、早めの準備が必要！！」ということです。金沢
大学の派遣留学にしろ、その他の制度を使った留学にしろ、ま
ず必要なのは語学力です。これがなければ始まりません。英語
でいうとTOEFLやIELTSのスコアが不可欠になってきますが、
これはしっかり対策をしないと思った以上に点数が伸びませ
ん。私も語学試験のスコアで悩み、もっと前からやればよかっ
たと思うことが多々ありました。語学試験のスコアは留学だけ
でなく、就職活動の際にも使えるので勉強して損はしないと思
います。また、加えてアドバイスしたいのは、全国的に見て留
学経験者数が毎年増えており、「留学が当たり前になりつつあ
る」ということです。今から留学を考えている方にはぜひ、留学
の体験を留学後にどのように生かしていくかを考えてほしいと
思います。

金沢大学は、日本の大学の中でも留学に対して留学に対して
のサポートが手厚く、留学しやすい環境にあります。これを活
用しない手はありません！少しでも留学してみたいと思った
ら、一歩踏み出してみてください。この文章を読んでくれた方
が少しでも留学、そしてアイルランドに興味を持っていただけ
たら嬉しいです。

スペイン

バルセロナ自治大学
人間社会学域国際学類　高柳　　葵

“¡Hola！” 街中で交わされる明るいあいさつ。陽気な人柄と
情熱にあふれる地中海の国、スペイン。大人気の観光地であり
ながら、「カタルーニャ人」という独自のアイデンティティを持
つ人々が暮らすバルセロナ。2015年9月から約10か月間、学
年でいうと3年生後期から、私は派遣留学生としてバルセロナ
自治大学に留学しました。

留学前
バルセロナに留学を決めたのは、1年生の頃から漠然とした

留学に対するあこがれを持っていたのと、第二言語でスペイン
語を履修したのがきっかけでした。〆切前日になって派遣留学
へ応募し、正式に決まってからは、学生ビザの申請と受け取
り、先方の大学への履修予定科目の提出、宿の確保など、事務
手続きに追われていました。準備は早め早めにしましょう。勉
強面に関しては、留学前に動詞の活用を瞬時に言えたら何の問
題もありませんが、これは会話の中で自然に身についていきま
すし、語彙も現地で生活していくうちに増えるので心配ありま
せん。

留学中
〈はじめに〉

到着したら、まず銀行口座の開設（送金や家賃の支払い等）と、
外国人滞在許可証の発行（市役所、警察署へ行く）が必須です。

〈宿〉
私は最初から最後まで大学の寮（Vila Universitaria）に住ん

でいました。さまざまな国の留学生が集まり、毎日のようにイ
ベントがあるため、国際交流には良い機会でした。寮は大学の
隣にあり、市街地へは電車で30分ほどです。こちらの契約は留
学前に部屋人数と滞在期間の希望を出しました。私は5人部屋
でルームメイトは皆スペイン人でしたが、部屋によっては留学

生同士になることもあるようです。また、滞在期間は現地で延
長もできるため、まずは半期での登録をおすすめします。

〈授業〉
派遣留学の制度上、通訳翻訳学部に所属することになるで

しょう。（※正規の授業が始まる前の約10日間で、アジア人向
けのスペイン語講座（無料）がありました。）授業は、この地特有
の言語、カタルーニャ語で開講されるものが比較的多いです。
また、現地学生と受ける専門の授業はレベルが高いため、担当
の先生や現地の日本人教師と相談しながら履修を決めるとよ
いと思います。私は前期に留学生のためのスペイン語文法（通
年）、日本語からスペイン語への翻訳、カタルーニャ概説、東
アジアの移民と集落の授業を受けました。後期には、留学生の
ためのカタルーニャ語文法、翻訳、そして東アジアの政治と国
際関係の授業を受けました。東アジア系の授業はやはり難易度
が高く課題も多かったため、とても苦労しましたが、レポート
の書き方を学んだり、私たちに身近な話題や問題をあらためて
考えたりすることができたため、最もやりがいのある授業でし
た。

〈生活〉
バルセロナはスペインでも有数の観光地で、街は常に観光客

でいっぱいです。安全面は基本的には問題ありませんが、地下
鉄に乗るときや人混みの中にいるときは、スリ、盗難に十分気
をつけましょう。

スペイン人は基本的にのんびりした生活を送っており、夜は
ディスコで朝まで騒いで踊って…というイメージが強いです
が、やはり人によってさまざまです。日本が好きな子はどこと
なく日本人らしかったり、ルームメイトはdos besos （あいさ
つの時にお互いの頬をくっつける習慣）をあまり好まなかった
りと、色んな人に出会う分だけそれぞれの個性が発見できて面
白かったです。

また、バルセロナは日本人が意外と多く、普段なら出会わな
いであろう人たちの貴重な話を聞くことができました。どの方
も、今の生活を存分に楽しんでいる様子が印象的で、彼らの生
き方を見て、これまで自分が思い描いていた将来像だけでな
く、こんな生き方もあるのかという選択肢が増えました。

〈課外活動〉
週に数回ある、日本語、中国語、スペイン語の言語交換に

行って様々な話題について会話したり、ネイティブの表現を教
え合ったりしました。また、バルセロナ在住の日本人の方々か
らお声をかけて
いただき、日本
文化体験イベン
トや夏祭り、総
領事館主催の日
本語弁論大会の
ボランティアを
しました。弁論
大会では、日本
語を話す出場者
たちの姿に刺激
を受け、今後の
勉強の励みとな
りました。
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これから
留学を終え、今の私にできることは、スペイン語の勉強を続

けスペイン語話者のコミュニティを広げること、同じように金
沢大学に来る留学生のお世話をすること、スペイン語を使う仕
事やイベントに積極的に参加すること、そしてバルセロナの街
歩きで感じた、自分の好きな街を友人に紹介して魅力を伝える
ことです。

さいごに
金沢大学は留学を志す人へのサポートがしっかりしています

し、学生のうちにいろんな世界を見て選択肢を増やすことは、
今後の成長に必ず繋がります。私自身、留学前は未知の世界に
飛び込むことへの期待の反面、心配や不安もありました。けれ
ど、この10か月間で出会った人々はすごく大切な存在になりま
したし、新しい環境の中で身につけたものは大きな自信になり
ました。また、長いようであっという間の留学生活の中で、やり
たいと思ったらすぐ行動に移すことの大切さを知りました。1
年前の自分だったら気づけなかったかもしれません。留学は自
分自身を見つめ直す良い機会です。どうしよう、と迷っている方
にはぜひ、恵まれた環境にいる今行くことをおすすめします！

最後に、留学前からお世話になった指導教員や留学企画係の
職員の方々、どんな時も支えてくれた家族や友人には本当に感
謝しています。

人間社会学域国際学類　堀田　夏音
私は、2015年9月から10か月間、スペインのバルセロナ自

治大学に留学していました。私の経験談が、これから留学を目
指しているみなさんの参考になれれば幸いです。

留学前
どうしてスペインに？と何度も聞かれました。スペイン語は

20以上の国で公用語として使用されており、世界で4億以上の
人が母語としてスペイン語を話しています。スペイン語を話せ
るようになれれば、世界中のたくさんの人とコミュニケーショ
ンがとれるようになると思ったのがスペイン語の学習を始めた
きっかけです。そして、1年次の春休みにスペインでの1か月
弱の語学研修に参加したときに、スペイン人の気さくで大らか
な人柄に惹かれ、もっとこの国で勉強したいと思うようになり
ました。

金沢大学はスペインには三つの提携校をもっていますが、そ
のなかでもバルセロナ自治大学に惹かれたのは、なるべく大き
な街で勉強したいと思ったからです。大きな街にはそれだけた
くさんの人が集まるので、いろいろな人と出会い交流すること
ができると思いました。また、バルセロナはカタルーニャ州の
州都であり、カタルーニャの文化が根強く残っている街です。
街中で目にするのはスペイン語ではなくカタラン語、自分たち
はスペイン人ではなくカタルーニャ人だという意識を持つ人も
多くいます。スペインとカタルーニャ、二つの文化が混在する
この街で生活してみたいと思い、バルセロナ自治大学への留学
を決めました。

学校生活
バルセロナ自治大学は、観光客が集まる都心部から電車で40

分ほどの場所に位置しています。山の中に広大なキャンパスが
あるというところは、金沢大学と似ていました。

バルセロナ自治大学には留学生向けのコースはありません。

そのうえ、留学生向けに開講されている授業もごくわずかしか
ありませんでした。スペイン語の授業も週2コマだけ。その分
自分の興味のある分野の授業を受講することができるのです
が、前述したとおりカタラン気質が強いこの街、授業もカタラ
ンで行われるものがほとんどでした。スペイン語で開講されて
いる数少ない授業の中から興味があるものを選び、留学生でも
受講可能かどうか教授と相談して、授業に参加していました。

語学力を伸ばすためには、大学の授業だけでは不十分です。
そのため、自分から行動することが重視されます。バルセロナ
自治大学には日本語を勉強している学生が多く在籍しており、
私は空きコマなどを利用して彼らと言語交換をしていました。
また、スペイン語のドラマをみたり新聞を読んだりするように
していました。

留学中は、大学付属の寮で、スペイン人4人とルームシェア
をしていました。寝室も共用だったため個室はなく、一人にな
りたいときやゆっくり気分を休ませたいときなどは嫌だなと感
じることもありましたが、普段の生活を通して文化の違いを感
じることができ、ルームシェアをしてよかったと思っています。

課外活動
空いた時間には、なるべく外出するようにしていました。今

思うと、友人と出かけたり、散歩したり、買い物したりという
当たり前の生活すべてが勉強だったように思えます。道に迷っ
て自分から道を尋ねることができた、切符が買えた、カフェで
注文ができた、店員さんとおしゃべりができた。そのような小
さなことができるだけで毎回すごく嬉しくなりました。と同時
に、もっと話せるようになりたいとやる気が出てきていたのを
覚えています。

また、バルセロナでは、日本に関するイベントが数多く開催
されていました。漫画やアニメのイベント、弁論大会、餅つき
大会、東日本大震災の追悼イベント、夏祭りなどの様々なイベ
ントにボランティアとして参加させていただきました。バルセ
ロナで活躍されている日本人の方々と一緒に活動し、スペイン
人に日本の素敵なところを知ってもらうことができたのは良い
思い出です。

長期休みには旅行にも行きました。なかでも印象に残ってい
るのは、留学期間の終わりにいったアンダルシア旅行です。ア
ンダルシア地方を1週間かけてひとりで旅してきました。この
旅では現地の人との交流を大事にしようと決めていたので、バ
ルやカフェで積極的に自分から話しかけるようにしていまし
た。自分のスペイン語力を試すいい機会にもなったし、なにより
現地の人から聞く歴史や宗教の話は大変興味深いものでした。
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留学で得たもの
留学を通して、語学力を伸ばし異文化に対する理解を深める

ことはもちろんできましたが、それ以上に、自分自身とじっく
り向き合うことができました。そして、自信がつきました。正
直、留学前は、何かに悩むことも大して辛い思いをすることも
そんなになく、居心地のいい環境のなかでただ楽しく毎日過ご
していました。しかし留学中はそんなわけにもいかず、たくさ
んの壁にぶつかり、悩み、苦しみました。日本にいたときには
味わったことのない感情が自分の中で生まれ、どうすればいい
か分からなくなることもありましたが、そうやって必死にもが
きながら留学をやりきったことは、自分の大きな自信になりま
した。そして自分がどのような人間なのかをよく知ることがで
きました。

最後に
留学に行くかどうか迷っているのなら、是非行ってきてくだ

さい。留学は、人を一回りも二回りも成長させてくれます。そ
れをみなさんにも実感してもらいたいです。きっと、語学力よ
りももっと大事なものを学ぶことができます。留学して後悔す
ることなんてありません。一度きりの人生、思いっきりチャレ
ンジしてみてください。

スペイン

サラマンカ大学
人間社会学域国際学類　大木　　賢

入学前から海外には目が向いており、国際学類へ入ったのも
それが理由のひとつでした。そうした仲間が近くにいたことも
あってか、留学へ行くのはごく自然のことであって、それに躊
躇や戸惑いというものはありませんでした。そうやって流れの
ままに留学に行くことを決めたのですが、何か理由があるとす
れば、それは留学に行ったがために失うものがないと思ったか
らです。金沢大学の留学関連の制度は充実しており、学業の面
でも、経済面でも留学が大きな負担になることはそうありませ
ん。それならば、行かないで後悔するより行ってしまったほう
がいいだろう、と思ったのです。

サラマンカを選ぶ
そんな経緯で留学準備を進めたのですが、選んだのはスペイ

ンのサラマンカ大学でした。スペインという国を選んだには、
おもに生活費がヨーロッパのなかでも安いこと。それから、入
学当初から第二外国語として学んでいたスペイン語を上達させ
るためでした。留学当時、金沢大学の協定校はスペイン国内に
サラマンカ大学、サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学（ガ
リシア州）、バルセロナ自治大学（カタルーニャ州）の3校しか
ありませんでした。このうちガリシア州とカタルーニャ州では
それぞれガリシア語とカタルーニャ語が話されているので、純
粋なスペイン語で学べる環境はサラマンカ大学しかなかったの
です。また、サラマンカ大学は世界最古の大学のひとつと言わ
れており、名立たる偉人を輩出して2018年に創立800年を迎
えます。そんな歴史と実績のある大学で学べるというのも魅力
的でした。

海を渡る前に
さて、学内選考を通って正式に留学が決まったら渡航のため

の準備をしなければなりません。幸い大きな苦労もトラブルも

ありませんでしたが「自分から動かなければ誰も助けてくれな
い。でも、自分が何かアクションを起こせば相手も動いてくれ
る」ということは覚えておくといいかもしれません。実際、受け
入れ先の大学からは寮に関する情報は一切提供されませんでし
たが、こちらが尋ねるとあれこれと情報を送ったりサポートを
したりしてくれました。ビザや書類などのことはそんなに心配
する必要はありませんが、語学だけはしっかりと準備をしてお
いたほうがよさそうです。金沢大学のキャンパス内でも見られ
るように、留学生どうし、留学生と事務の方とは英語で話して
いる場面が多いですよね。きっとスペインでもそうだろう、と
思っていたのですが、いざ現地へ行ってみると英語が通じない
のです。留学生は英語が分かりますが、基本的にはみんなスペ
イン語で会話をしています。これは大きな誤算で、スペイン語
の勉強を疎かにしていたために、最初は街の人とはもちろん、
ルームメイトやクラスメイトとのコミュニケーションに大きく
苦労しました。英語圏以外へ行くなら、たとえ校内での使用言
語が英語であっても現地の言葉は覚えておいたほうがいいで
しょう。

特技は最強のコミュニケーションツール
言葉が通じない人には、警戒心からなかなか心を開けないも

のですが、何か自分の価値観に合うものを見つけた途端に心を
許してしまうものです。言葉で自分を表現できなくても、ス
ポーツやゲーム、芸術でなら誰かと通じ合えるかもしれませ
ん。僕の場合は、写真でした。趣味や仕事で撮った写真を見せる
と興味を持ってくれて、ルームメイトの写真を撮りました。彼
の紹介で今度は別の人。その人の紹介で、というようにどんど
ん輪が広がっていくのです。まったく言葉の通じない旅行先で
も写真をきっかけに仲良くなることが少なくありません。周り
にはサッカーで仲良くなっている日本人もいれば、日本のゲー
ムで盛り上がっている人もいました。そうやって好きなことを
通して輪を広げていくのも大事なことで、コミュニケーション
は言葉だけじゃないと改めて実感するのでした。

スペイン暮らし
さて、そろそろスペインでの暮らしの様子にも触れてみま

しょう。サラマンカでは、前期は寮で、後期はピソというシェ
アハウスのような共同住宅を借りて暮らしていました。寮は

「Colegio Mayor de Oviedo」というサラマンカ大学公認の寮
のなかではもっとも賃料の安いところ。食事や掃除、ジムや図
書館も付いていて、なにひとつ不自由なく生活ができますが、
月に最低600ユーロかかってしまいます。これに教材費や交際
費なども含めると少々負担は大きくなります。一方で、ピソは
150～300ユーロほどで借りることができます。光熱費などは
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条件によりますが、多くても50ユーロほどで、基本的には家具
や食器も用意されています。ほかに必要なのは食費と消耗品く
らいで、物価の安いスペインでは大きな負担になりません。私
の場合は、月に数回の外食も含めて毎月の支出は500ユーロほ
どでした。ピソはアタリ・ハズレがありますが、現地の人と一
緒に暮らすことで学校の中では得られないような経験をするこ
とができます。たとえばルームメイトが皿洗いをしてくれなく
てシンクが溢れかえっていたり、水道が故障してシャワーもト
イレも使えないのに、修理屋さんが来るまで1週間もかかった
りするなんて経験は学校のなかではできないでしょう（苦笑）。

それから皆さんが気になっていることといえば治安の問題か
もしれませんが、どちらも心配ありません。バルセロナやマド
リードなどの大都市ではスリなどの被害が頻発していますが、
サラマンカは比較的安全な街です。サラマンカでスリに遭った
という話は聞いたことがありませんし、差別をされることもあ
りませんでした。実はサラマンカはスペインにおける日本研究
の拠点でもあって、日本や日本人には比較的理解のある街で
す。深夜に街の中心に行くと酔っ払いの若者があちこちにいて
面倒でもありますが、犯罪になるようなことはほとんどありま
せん。全裸で街の広場を駆けまわっている人を見て野次馬が馬
鹿騒ぎをしたり、街の外れで牛や馬があくびをしていたり。そ
んな平和的な街がサラマンカです。もちろん、だからといって
100%の安心はできませんが、心配しすぎることもありません。

サラマンカでの生活はなんだかんだ笑いの絶えない日々で、
やっぱり行って失うものはなかったと思っています。誰かが

「留学に行って後悔している人を見たことがない」と言っていま
したが、自分が留学に行っていなかったら、きっと今頃後悔を
しているでしょう。

人間社会学域国際学類　夏畑　李香
はじめまして！私は2015年9月から2016年6月まで約

9ヶ月間、スペインのサラマンカ大学に留学しました。みなさ
ん、きっと頭の中に「サラマンカってどこ？？」という疑問が浮
かんだと思います。それが普通です。調べてみてください（笑）。
9ヶ月間の留学を終え、みなさんにお伝えしたいことを何点か
にわけてお話します。

留学準備
スペインは何もかもが気まぐれです。メールの返信が来ない

ことは日常茶飯事です。すべて辛抱強く臨んでください。私
は出国2週間前にビザ書類の再提出を食らった人なので、ビザ
は、受け取る最後まで安心しないで下さい。そして、メールを
何度も送ることは失礼に当たらないので、聞きたいことがあれ
ばすぐに連絡をとりましょう。

サラマンカ
金沢大学にはスペインの留学先が3つあるのですが、スペイ

ン語標準語圏はサラマンカだけなのです（ちなみにスペインは
多言語国家）。私がサラマンカを選んだ理由はその標準語とし
てのスペイン語に触れたかったということ、また外国人でも当
たり前にスペイン語で話しかけてくれるという環境で生活した
かったからです。大都市では外国人は当たり前のように英語で
話しかけられます。しかしサラマンカは街が非常に小さく、英
語を話してくれる人がほとんどいないため、わからないときは
現地の人が一生懸命にスペイン語で説明してくれます。また、
スペインはスリが多く”危ない”というイメージを持つ人が多い

と思いますが、サラマンカは非常に治安がよく、夜でも危ない
と感じることがほとんどありませんでした。

さらにサラマンカはとても安い！たくさんのbarはしごがで
きます。

授業
サラマンカ大学には留学生専用の学部もありますが、金沢大

学の派遣留学の協定ではどうやらそちらの学部は選べないよう
なので、正規学生の学部で勉強していました。正規生と一緒に
レベルの高い授業を受けることで、知識の専門性が高まりまし
た。授業はとても難しいですが、同じ授業のネイティブの友達
に助けてもらったおかげでなんとか単位を取得することができ
ました。正規生の人は優しい人ばかりです。聞き取れなかった
りわからないところを質問すればノートを見せてくれたり教え
てくれます。それがきっかけとなって、ネイティブの友達がつ
くれます。話しかけることは非常に勇気がいりますが、がん
ばって話しかければ一気に世界が広がりますよ！

生活
前期は大学寮の二人部屋で生活していました。はじめはアメ

リカ人の子とルームシェアしていたのですが、性格が合わず部
屋を変えました。現地では、ルームメイトと合わない、また隣
人の騒音問題などで部屋を変えることはよくあることだそうで
す。後期は大学寮を出てスペイン人の男の子2人、ペルー人の
男の子1人とフラットをシェアして生活しました。全員男だっ
たので、皿はそのまま、掃除当番はまわらない、ゴミは捨てに
行かない等まだまだ問題はありますが（笑）。とにかく大変でし
たが、全員スペイン語のネイティブスピーカーということもあ
り、家に帰っても必然的にスペイン語を話さなくてはならない
状況におかれていたため、スピーキング能力はとても上がりま
した。また困ったときはすぐに助けてくれるので、とても助か
りました。

スペインで生活する上での注意点
スペインは郵便事情が非常に悪いためほとんどの荷物が税関

で止められ、高額な税金を支払って数カ月後届きます。この税関
手続きはとても面倒なので、現地で調達できるものはなるべく
現地で、日本でしか買えないものは日本から持ってきましょう。

日曜日はカフェ・レストラン以外すべて閉まります。買い物
は土曜日までに終わらせましょう。また、事務・警察などは基
本的に12：00か14：00には閉まります。スペインでは午前中
の行動を心がけましょう。
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最後に
サラマンカ大学に留学する最大の長所は、標準語のスペイン

語に触れながら、自分を高められること。正規生と勉強すると
いうことは想像以上に大変ですが、その分言語能力は格段に伸
びます。出国前とはひとまわりもふたまわりも大きくなった自
分に出会うことができます。限られた時間でどれだけ自分を試
せるか、留学ではこれがとても大切になってきます。日本では
経験できない一瞬一瞬を大切に、でっかくなって帰ってきてく
ださい！

イギリス

シェフィールド大学
人間社会学域国際学類　菅　　　忍

私 は2015年8月 か ら2016年2月 ま で イ ギ リ ス の シ ェ
フィールド大学へ留学しました。8月からシェフィールド大学
のELTCが運営する4週間のサマースクールに通い、その後9月
から秋学期開始するという形でした。

同学年の多くの生徒が3年次に留学に行く中、私は4年次の
留学で迷いもありましたが、行ってよかったです。

留学前
3年の春に初めてIELTSを受験し、留学直前まで受験し続け

ました。自学以外にもIELTS勉強会に参加したり留学生と積極
的に関わったりすることで英語を使う機会を増やしていまし
た。面接練習や志望動機書の添削など過去に同学校に留学して
いた先輩が助けてくださいました。英語の学習においても先生
からアドバイスをいただき、周囲に助けられたからこそ実現し
た留学でした。

ビザに関しては、サマースクールの期間と授業期間のビザを
別々に申し込まねばならず、ビザ申請と共にNHSというイギリ
スの国民保健サービスも申請するため少し複雑でした。NHSは
正式な授業期間のみの申請で大丈夫です。ビザ申請に必要な向
こうからの受け入れ許可証はビザ申請に必要な時間分より前に
届くので焦らず待っていれば大丈夫です。

生活
緊急事態や病院、ビザの延長、銀行口座の開設等など最低限

生活に必要な事は学校が始まる前に大学が教えてくれる機会を
設けてくれるので安心です。親身にサポートしてくれる機関も
あります。

住居に関しては、学生寮が整っているシェフィールド大学です
が、私はシェアハウスで留学生4人と共同生活をしていました。

家を探す際同大学が運営するProperty with USという部屋
探しをサポートしてくれるホームページを利用しました。条件
に合った家を見つけたら大家さんと直接英語でメールのやり取
りをし、出国2週間前ほどに家を決定させました。敷金の送金
に少し時間がかかるのでシェアハウスを考える人は早め早めに
探すことをおすすめします。

私はスペイン人2人と中国人1人メキシコ人1人（途中でイ
ギリス人1人に交代）と暮らしていましたが、特に大きな問題
はなく（もちろん意見を言い合い妥協し合った結果ですが）留学
中で一番仲のいい友達になりました。全員シェフィールド大
学、大学院への留学生や正規生です。周辺のシェアハウスはこ
のような生徒が住んでいる場合が多いです。

周辺環境
バスとタクシーがあるので交通の便はよかったと思います。

ただ、とにかく坂が多いので歩くのは少し大変です。学部ごと
に建物が違っていて、学部によっては少し遠い建物に行かなけ
ればいけません。生活においては、スーパーや薬局や病院は周
囲に沢山あるので問題なかったです。大学のメインの建物から
中心街は歩いて15分ほどで生活用品は全て揃います。市場もあ
り、安い野菜や肉、生魚（種類は少ない）も買えます。Chinese 
marketも3店舗ほどあり、そこで日本の品もある程度おいて
あります。治安は良いです。

授業
3つのモジュールを取っていました。政治学部の「西洋政治

思想」「グローバリゼーション」と東アジア研究学部の「南北北朝
鮮と周辺外交」です。加えて、ELTCという学校の英語サポート
機関の行っている英語のクラスにも参加していました。

政治学の授業は週に1回の講義と1回のディスカッションの
セットで構成されています。ディスカッションは先生が話し合
うためのtipsを用意してくれますが、生徒同士が積極的に発言
し、お互いの疑問をそこで解決しており、日本の授業とは全く
違う印象を受けました。正解を導き出すための議論というよ
り、お互いの意見を交換して理解を深めるための時間という印
象でした。南北北朝鮮の授業は週1回の講義と1回の生徒の発
表＆軽い意見交換で、日本の授業と少し似た印象がありました
が、日本の外側から日本や周辺外交を見ることができ、偏りな
く自国を見るいい機会でした。

課外活動
秋学期が始まる前に学校と生徒が運営する大きなイベント

ウィークや、Societyと呼ばれる様々なクラブ活動のようなも
のがあります。そこで新たな友達と知り合い、英語を使う機会
も増えます。そういった活動はいつでも沢山あるので、積極的
に動けばいくらでも友人の輪を広げられる環境があります。

留学を終えて
実際に留学をしてみると、想像と違う事ばかりでした。文化

の違いや言葉の壁というのは話に聞くのと体験するは全く違い
ました。

自分の言いたい事が伝えられず歯がゆい思いをする事もあり
ますが、完璧な英語じゃなくても伝えようと対話しようと試
み、伝わることが何より楽しかったです。今まで学校でイン
プットしてきた英語が、ただの知識じゃなく自分の言葉として
自分のものになっていく感覚が嬉しかったです。留学は自分を
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知る上でも、将来のことを考える上でも役立ちました。知識以
外で得るものも多くあります。もちろん楽しい思い出もたくさ
んできます！

沢山の人に支えられ、いかに自分が恵まれているか体感する
留学でした。留学を迷っている人は、行ける機会があるならば
ぜひ行ってほしいです！

人間社会学域国際学類　古谷　広志
私は2015年の8月から2016年の6月までシェフィールド

大学へ留学しました。この報告書ではシェフィールド大学を選
んだ理由、履修した授業、経験した苦労、そしてそれらを踏ま
えたうえでの留学前に必要だった準備について触れたいと思い
ます。

シェフィールド大学を選んだ理由
英語を上達させ将来に活かしたい、多様な価値観に揉まれて

多くのことを留学中に学びたいと考え、「英語力を伸ばせる環
境」、「国際色が豊かな大学」の二点に絞り留学先を検討した結
果、それらを満たしたシェフィールド大学を選ぶこととなりま
した。まず第一に英語力を伸ばせる環境について。今の時代、
学ぼうと思えばどこでも英語を学ぶことはできますが、特定の
言語を学ぶ上でその言葉が生まれた国で勉強するに越したこと
はありません。「英」語は「英」国で生まれました。本場の英語を
体験し、本物の英語に少しでも近づけるようになりたいのでイ
ギリスの大学へ留学しようと思いました。なかでもシェフィー
ルド大学はELTC （English Language Teaching Centre）とい
う、外国人向けの英語学習クラスが設けられており、留学生は
ELTCの開講する授業を履修することで英語力を底上げできる
のです。

またシェフィールド大学は大変国際色が豊かです。なんと全
学生数のうち20%が留学生です。アジア圏、ヨーロッパ圏、中
東、北米、世界中から多くの人が集まっています。留学生が多
い分、大学側も留学生向けのサポートやサービスが手厚く、こ
の点でもシェフィールド大学は留学に適した環境であると言え
ます。

履修した授業
シェフィールド大学は政治学や東アジア研究、エンジニアリ

ングで有名ですが、私は東アジア研究の授業とELTCの授業を
履修していました。東アジア研究の授業の内容は環境学や国際
関係学、文化論など多岐にわたり学ぶことができ、日本という
東アジアの一国から距離を置いて時刻や周辺国を見直す良い
きっかけとなりました。ELTCからはアカデミックスピーキン

グなどに加え、イギリスの文学やニュースメディアの授業を履
修しました。ELTCの授業は語学力によってレベル分けがされ
ているため、自分の英語力に合わせた指導を受けることができ
ます。ELTCの授業を通じて、かなりの英語力の伸びを実感し
ました。実際、ニュースメディアの授業の先生は、最終日の授
業終了後に「英語力も伸びたし、発言する際のためらいもなく
なった」と褒めてくれました。英語を伸ばしたいのならELTCの
授業を履修することをお勧めします。

授業は基本的にレクチャーとセミナーの二部構成です。レク
チャーとは教授が板書やプレゼンテーションをする時間のこ
とで、日本の大学の講義のようなものです。セミナーとはレ
クチャーやリーディングの内容をもとに生徒たちが少人数のグ
ループを作り、与えられたトピックについて議論をする授業で
す。どちらも1時間弱ほどでした。

経験した苦労
体調を崩しました。このように書いただけではあまり重大で

はないように思われるかもしれませんが、留学中、とりわけイ
ギリス留学中ではこれがかなり重大な出来事なのです。異国の
地では症状がうまく伝わらないだとか、医者の言っていること
が正確には理解できないだとかはよく聞きますし、イギリスで
もそうでした。しかし、なにより大変なのは、診察がなかなか
受けられないという点です。こんなことがありました。ある日

（たしか金曜日）私は風邪をひき、のどがたいへん痛かったので
大学と提携を結んでいる病院施設へ行き、受付をしようとしま
した。すると受付のスタッフが「今日は予約が埋まっている。火
曜日になるがいいか」と言いました。4日も後か、かなり先だけ
ど待っていようと思い、了承し、詳しく説明を聞くと、予約が
取れる日は再来週の火曜だったのです。そんなに先なら風邪く
らい治ってしまいます。

イギリスでは医師の数が慢性的に足りず、診察の予約を取る
のも一苦労する状態です。風邪程度ならみんな薬局の薬で治し
てしまうし、痛み止めもかなり強力なのが市販されているので
それらを使う人が多いらしいです。

留学前にするべき準備
留学を通じ、英語の基礎力向上、自国の理解、薬の3つを留

学前に準備することが重要だったと痛感しました。英語の勉強
は渡航前にできるだけやるに越したことはありません。とりわ
けスピーキングやリスニングは授業だけでなく生活にも不可欠
なので、必ず勉強していったほうがいいです。自分なりに勉強
していったつもりでしたが、それでもスーパーでの買い物やセ
ミナーのクラスでは苦労をしました。自国の理解も大変重要で
す。フラットメイトや友人たちは日本に興味を持ってくれて質
問してくれる人が多かったし、東アジア研究の授業では日本の
歴史的な出来事について質問されたり、意見を求められること
もよくありました。そして最後に、薬はめちゃくちゃ大事です。
病院の予約を取ることも難しい、処方された薬が合わないなど
というのは留学先ではしばしばあるトラブルだと思います。特
に前者はイギリスでは大変一般的です。持病がある人は余裕を
もって薬を多く日本から持って行ったり、英語の処方箋や診断
書を、渡航前に事前に医師に用意しておいてもらうといいと思
います。また、体の調子の悪いところは渡航前に治しておくの
が良いと思います。とりわけ、目や歯の治療は保険でカバーし
てないケースが多いので、要注意です。
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イギリス

セントラル・ランカシャー大学
人間社会学域人文学類　田中　祥子

10か月間イギリスのセントラル・ランカシャー大学に留学
に行きました。

現地でのカリキュラムなど、他に一緒に行った人がしっかり
書いてくれていると思うので、何か別のことを書きます。

わたしは留学期間を含めて4年間で大学を卒業します。留学
の直前まで、人文学類の学生が留学した上で4年間で卒業する
ことは不可能だと思っていました。ネックだったのが必修の卒
論とゼミで、3年後期と4年前期の授業に出られないので、卒
業要件を満たせないと思っていました。しかし、担当の教授と
相談して、ゼミにはSkypeで参加させてもらえることになり、
条件付きですが単位を取得できることになりました。留学中
に、留学先の大学の勉強や課題と同時に、専攻のゼミや卒論に
ついても取り組むことになりました。

現地での授業は必修科目以外に選択科目があり、わたしは
Human Resourceについての科目を履修しました。秋学期で
は、基本的な人的資源の管理について勉強し、春学期には効果
的なトレーニングやモチベーションの上げ方など、人の能力の
開発の仕方について学びました。普段の予復習に加え、それぞ
れの学期で2つずつ課題があり、いずれも実際にありそうな状
況を与えられて、授業を踏まえ自分だったらこうするというこ
とを示すようなものでした。もっと具体的に言えば、春学期に
やったプレゼンテーションは、実際にある企業の人事担当であ
ると仮定して、新入社員への教育プログラムを計画するという
ものでした。

また、授業や普段の生活だけでは英語を使う機会が不十分だ
と思い、現地の大学の柔術部に入部しました。柔術部を選んだ
理由は、もともと合気道をやっていたので稽古にもついていけ
るだろうと思ったことと、日本への関心が高い人がいれば仲良
くなりやすいかもしれないと思ったからです。毎稽古後にみん
なでパブに行ったり、映画を見に行ったり、泊りがけで大会に
行ったりするなかで、英語力と友人のどちらも得ることが出来
ました。お酒が入った状態だと素面の時よりもよくしゃべるこ
とが出来る（気がする）ので、おすすめです。

ところで、留学中に大事件がありました。盲腸炎で急遽入
院・手術することになったことです。基本的にイギリス人はあ
まり病院に行かないという話を聞いたことがあります。インフ
ルエンザくらいならスーパーで薬を買えること、病院には予約
が不可欠でなかなかその予約が取れないことが理由だそうで
す。このことが念頭にあったのと、ルームメイトに相談したら
お湯を飲んで寝てろと言われたので、腹痛に苦しみながらも丸
一日横になって我慢していました。しかし、もう他に打つ手が

なく、苦し紛れに留学前に学校で加入した保険の会社に電話を
したところ、危険な状態なのですぐに病院へ行くべきであるこ
とや、心配なら電話で通訳をしてもらえることを教えてもらい
ました。無事に退院した後は、2、3週間学校を休みました。
学校に診療所があり、そこがわたしのかかりつけ医（BP）とし
て登録されていたらしく、退院後はそちらに通院しました。ち
なみに、国民保健（NHS）に加入していたので医療費は全て無料
でした。

個人的な話ばかりでしたが、留学に行く予定の人の参考にな
ればと思います。留学すると、環境の変化も大きいし、急なア
クシデントにも見舞われます。それらを解決していくなかで得
られるタフさは、大きな財産になると思います。

人間社会学域国際学類　関　　結友
はじめに

私は2015年9月から2016年6月までのおよそ10か月間、
イギリスのプレストンという田舎町にあるセントラルランカ
シャー大学に派遣留学をしていました。私が在籍していたのは
IBC（International Business Communication）という留学生
専用の学部です。私のレポートでは主に、IBCとはどんな学部
か？現地でどうやって英語を勉強したか？という点に絞って書
きたいと思います。

IBCとはどんな学部か？
留学後一番多く聞かれた質問は、IBCとはどんな学部です

か？という質問でした。留学パンフレットには国際ビジネスと
しか書かれていないので疑問を持つのも当然です。実際私も学
部についてはよく分からないまま、憧れのイギリスに行って
本場の英語を学びたい！せっかくだから語学学校ではなくて、
何か学部に入りたい！という動機のもとにセントラルランカ
シャー大学の派遣募集に応募しました。IBCとは、留学生を対
象とした学部で英語コミュニケーションをベースにビジネスを
学ぶことができます。詳しくは以下の通りです。　
〈必修の科目〉
・International Business Communication

多国籍環境におけるビジネスコミュニケーションに特化し
た授業。グループで商品やサービスを考案し、それらをsales 
pitchという形で販売するプレゼンを行う。最後の課題では他
の生徒と1対1でビジネス交渉を約15分行う。
・Managing international business

ビジネス理論を学び、その理論に基づき企業の商品や戦略を
研究する。
・Research methods for IBC

1年かけて合計約5000字の卒業論文のようなものを書く。
選択の科目に関連したテーマを決め、関連図書を読んでその
テーマに関する筆者の意見をまとめたり、アンケートやインタ
ビューを行って得たデータをグラフにあらわしたりして最終的
な結論を出す。
〈選択科目〉

選択科目は観光、マーケティング、ファイナンス、人事管
理、アジア情勢、マネージメントの6つの項目から1つ選ぶこ
とができる。私は観光を選択したので、前期は観光の基本的な
ことを学ぶinternational tourism development、後期はイベ
ントを作って実施するcultural event managementを受講し
た。後期の授業では5人でグループをつくり2時間のイベント
を企画した。私のグループは、大学生にヨーロッパ旅行を薦め

ヨ
ー
ロ
ッ
パ



40

るという目的で、旅行アドバイスなどを行うイベントを実施し
た。グループの1人1人それぞれが1つの国の紹介ブースを作
り、ゲームや旅行のパンフレット、各国の言語案内などを製作
してイベントを盛り上げた。

このようにIBCの授業は、金沢大学で受けているような座学
とは違い、ディスカッションやプレゼンテーションなどのグ
ループワークが非常に多く、授業内容も実際の働く現場を意識
した実践的なものが多いです。そういう点では金沢大学で受け
ている授業とは違った学び方ができ、貴重な経験になりまし
た。また、IBCでは原則他の学部の授業を受けることは不可能で
すが、先生に相談すれば聴講が可能な場合もあります。私はど
うしても現地のイギリス人学生と一緒に授業を受けてみたかっ
たため、興味のあった観光学部の授業を聴講しました。そこで
は、30分近くに渡って、中国人の爆買いというテーマに関して
発表をしたりディスカッションしたりしました。現地の人々と
議論するということは、IBCでの授業と全く違った雰囲気でと
ても緊張しましたが達成感がありました。

現地でどう英語を勉強したか？
もちろん授業を受けているだけでも英語の勉強にはなりま

す。しかし私はそれだけでは足りないと考え、前期の空いてい
る時間も勉強に充てていました。その中から勉強法をいくつか
紹介します。セントラルランカシャー大学は非常に多くの留学
生を受け入れているので、英語の学習ツールをたくさん提供し
ています。例えば、毎日学生による英語の模擬授業が行われて
いて、そこに生徒として参加することができます。この模擬授
業は、学生が先生として授業を行うものの、実際の授業のよう
にしっかりと内容が決まられていて、好きな時に参加すること
ができます。この模擬授業は、日頃会うことのできない留学生
と知り合いになれる良い機会でした。また、学校の施設の中に
言語交換掲示板というものがあり、自分の勉強したい言語と教
えられる言語を書いてポストするだけで、language partner
を探すことができます。私は、そこで日本に留学した経験があ
る学生と出会い、週1回彼女の家や、学校のカフェで英語と日
本語を使い会話の練習をしていました。彼女とは今でも仲の良
い友人の1人です。またその他にも挙げるときりがありません
が、日常的にもフラットメイトと仲良くなって日常的にキッチ
ンで話したり、クラブ活動に参加したりしてみるのも学習の
機会になると思います。私は一度だけハリーポッターのクイ
ディッチクラブの無料トライアルに参加させてもらいました。
思っていたより激しい運動でクラブに入ることはしませんでし
たが、自分にとっては興味深い経験でした。積極的に外にでる
ことで、思いがけない出会いやチャンスなどが待っていて英語
を話す良いきっかけが見つかるかもしれません。

おわりに
私が留学で最も悩んだことは、留学先が自分が思い描いてい

た環境とはまったく違ったということでした。最初はひどく思
い悩み、このままこの場所で留学を続けていくべきか真剣に考
えました。しかし、環境は変えることはできない、自分自身が
どう頑張るかで留学は変えられるのだと思い様々な事に積極的
に挑戦してみました。その結果、私の留学生活は充実したもの
となり、またその努力が自分自身の成長にも繋がったのではな
いかと思っています。留学先では大変なことや辛いことのほう
が楽しいことよりも多いかもしれません。しかし、その苦労は
日本では決して経験できない事です。辛いことがあった時は辛
いことを経験しに留学に来ているんだ！と思って前向きに考え
てください。そうすれば、きっと、1年後には成長した自分に
会えるはずです。

人間社会学域国際学類　平野菜々子
私が留学したセントラル・ランカシャー大学（UCLan）

は、イギリス北西部のプレストンという小さな街にあります。
2015年9月から2016年5月まで約9ヶ月の間派遣留学生と
して勉強しました。

留学のきっかけ
国際学類に所属しているために身近に考えやすかったことも

あると思いますが、個人的には2年次夏に行ったオーストラリ
ア・モナシュ大学への語学研修がきっかけになりました。数週
間の滞在でしたが、中国、アラブ、ベトナム等様々な国から集
まったクラスメートや現地学生との交流を通して、海外の大学
で勉強してみたい、英語で暮らしてみたいという願望が芽生え
たのを覚えています。帰国後すぐ派遣留学に行きたい！と思っ
たのですが、語学力もままならなかった私は、あと半年勉強し
てよく考えてから応募しようかとも考えていました。しかし教
授に相談した際に言われた「どこの国のどこの大学に行くかで
はなくて、自分がそこで何をするかだ。」という言葉がなぜか響
いて、応募しようと決心したのを覚えています。自慢できる動
機ではないけれど、今となっては、あの時応募する勇気を出し
ていなかったら留学自体諦めていた気もします。タイミングは
人それぞれだと思いますが、もし少しでも気持ちが芽生えてき
たならぜひ思い切って行動に移してみてください。

留学中
〈生活について〉

帰国後、他に聞くことないの？と思うくらい聞かれるのが
「ご飯はまずいのか」です。まずくはないです。ただ、味がない
か、しょっぱすぎるかの二択であるというのが個人的な感想で
す。寮では自炊になるので、結局は自分次第だと思います･･･。
寮での生活に関してですが、私は学校寮ではなく私設寮に入っ
て3人の現地学生と生活していました。大学内には24時間開館
している図書館のほかに、無料で使えるジムがあり、気分転換
によく利用していました。イギリス、特に北西部は天気が悪い
日が多く、また、秋頃から午後4時には暗くなるので、体調管
理や気分転換は重要です。
〈授業について〉

大学では国際ビジネスコミュニケーション学部に所属してい
ました。この学部は留学生専用で、主にフランス・スペイン・
中国からの留学生とディスカッションやプレゼンをしていまし
た。学部名から察せる通り、異文化間コミュニケーションとビ
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ジネスに関するカリキュラムで構成されており、授業自体から
も異文化間での円滑なコミュニケーションの難しさ・考え方の
違いを実感することが多かったです。特に印象的だったのは、
後期の授業でとったCultural Event Planning in Practice で、
イベント内容の企画・運営までを講義と並行して行う授業でし
た。私は、中国人2人フランス人2人とのチームで、ブースを
出して各国のゲームや食文化を紹介するイベントをしたのです
が、使用場所の決定やリスク管理の書類作成、予算の調整、当日
のボランティア募集など、仕事を分担して情報共有しながら進
めていかなければなりませんでした。私のチームの場合、基本
的に積極的でストレートに物を言うフランス人と、対照的なア
ジア人という感じでした。チーム内の温度差や意見の不一致な
ど大変な思いもしましたが、当日多くの学生が参加してくれ、
無事に終わって先生に「大成功だね」と言われたときはとても達
成感がありました。いろいろトラブルもありましたが、異文化
が交わったとき、完全には理解できなくても互いに尊重してい
く態度が必要なのだと改めて考えさせられた授業でした。
〈課外活動・人間関係について〉

1年近くイギリスに暮らしてみて、語学力（特にスピーキン
グ）に直接繋がったのは、授業ではなく友人との交流だったと
感じています。私の学部は留学生用だったので、現地学生と関
わるには、自分から行動することが必要でした。私は、Japan 
Societyという日本に興味がある学生の集まるサークルに参加
するほか、全学生向けの中国語初級クラスや、学校主催の格安
ツアー、近所の教会の国際交流イベントなど、いろいろなとこ
ろで積極的に友人の輪を広げました。そうやって外に出る機会
を増やしていくうちに、自然と英語を話して過ごす時間で埋
まっていきました。最初は英語の話し相手が欲しい！と思って
いましたが、それだけでは仲良くなれないことにも気がつきま
した。日本にいるときと同様、相手を知りたい、気が合うから
仲良くしたいという気持ち・態度があるからこそ友情が成り立
つのだと思います。現地で仲良くなった友人達と、日本にいる
ときのようにカフェでひたすら談笑し、互いの価値観等も話し
合える関係になれたおかげで、充実したイギリス生活を送るこ
とができたのだと思います。

最後に
留学から戻りすんなりと日本に馴染んでしまった今、あっと

言う間だったイギリスでの一年が懐かしく、また不思議なもの
のように感じられます。一年で自分が大きく変わったとは思い
ませんが、人の温かさに触れ、異なる価値観に多くのことを考
えさせられました。留学経験者によく聞きますが、まあなんと
かなる、という楽観的思考は確かに身に付いた気がします。も

ちろん辛かったことや悩んだこと、ああすればよかったという
思いもありますが、それらも全部含めて留学してよかったと今
思うことが出来ます。これから留学される皆さんが、自分らし
い充実した留学生活を送れることを願っています。

ロシア

カザン連邦大学
人間社会学域国際学類　長島この実

私は2015年9月から2016年6月までの9か月間、ロシアに
あるカザン連邦大学に留学しロシア語を学びました。今回はロ
シアでの留学生活について報告させていただきます。

カザンについて
カザン連邦大学はロシア連邦にあるタタールスタン共和国の

首都カザンにあり、文豪レフ・トルストイや政治家のレーニン
も学んだ大学です。カザンはモスクワから約800km東に位置し
トルコ系民族のタタール人やロシア人が主に暮らしています。

留学について考えているときにカザンはキリスト教（ロシア
正教）とイスラム教が互いに認め合って共存している街である
ことを知り、ここに行けば語学以外にも学べることがたくさん
あるのではないか、とカザンに興味を持ちました。また、せっか
く留学するなら日本とは全く異なる文化や社会の中で生活して
みたいと考えていたためロシア、カザンに行くことにしました。

留学準備
留学準備としてはカザン連邦大学への数種類の書類の提出や

ビザの申請、感染病の検査（HIV、梅毒）などがありました。書
類などはすべてロシア語での提出になるので苦労しましたが先
生や留学企画係の方の助けを借りながら準備しました。私はビ
ザが渡航前に届きましたが、他大学からの留学生はビザの発給
が遅れたため1、2か月遅れでカザンに到着していました。事
務処理などは日本と比べるとかなりゆっくりしていて、そのた
めに留学中大変な思いをすることもありました。

授業について
留学生はヨーロッパ、韓国、中国の各地域に分かれたコース

で勉強します。日本人は少ないのでいずれかのコースに入りま
すが私は韓国のコースで勉強しました。このコースは文法を中
心に勉強し（文法・読解・リスニング・作文・会話など）、後期
はТРКИ（ロシア語検定試験）試験対策を主にしていました。
私は留学開始時にはロシア語が初級レベルで右も左もわからな
い状態で行ったので、基礎をしっかり学べてよかったと思いま
す。授業はすべてロシア語で行われ、最初は先生が言っている
ことが全く分からず辛かったのですが一か月ほどで授業にも慣
れ、ロシア語で理解するという感覚も身につけられたように思
います。授業では座学のほかにプレゼンテーションや、先生の
案内で市内の名所を巡ることもありました。クラスメイトは韓
国人で最初はなじめるか不安でしたが皆優しく、すぐに仲良く
なり勉強面でも生活面でもお互い助け合いながら過ごしていま
した。ロシア文化だけでなく韓国文化も知ることができ韓国語
も日常会話程度ですが話せるようになりました。前期、後期の
学期末には各科目で試験があります。試験は少し難しいですが
モチベーションにもなりました。授業は比較的ペースが早いの
で毎日の復習が肝心だと思います。ロシア語を使っての専門的
な授業を受けるまでにはいかなかったのが反省点ですが、一年
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間の成果としては帰国前に受けたロシア語検定試験で1レベル
（CEFR B1）に合格することができました。

寮生活について
留学中は大学寮で生活しました。この寮は2013年のユニ

バーシアードカザン大会の選手村として建てられたもので新し
く、またロシアの大学寮の中では一番とも言われていて快適に
過ごすことができました。警備は厳重で寮の敷地内に入るとき
と建物に入るときに通行証を見せなければなりません。部屋は
4人部屋か一人部屋、もしくは2人部屋になります。私ははじ
め4人部屋でしたが途中で急に2人部屋に移動することになり
ました。ルームメイトとは相性も良く時折夜遅くまでおしゃべ
りをすることもありました。部屋はキッチン、バスルームつき
で、洗濯は週に2度共用の洗濯機を使用することができます。
寮の中には食堂やスーパーがあり、たまに利用していました。

生活について
ロシアは寒い！というイメージがありますが、実際にカザン

でも真冬には－30度になることがありました。この位の気温に
なるともはや寒いではなく痛い、という感覚になります。でも
建物全体にセントラルヒーティングの設備が整っているので屋
内では快適に過ごすことができました。日照時間も短く朝8時
半ごろにようやく昇った太陽は3時にはもう沈み始めてしまい
ますが、反対に夏になると午前2時半に空は明るくなり夜は10
時近くまで日は沈みません。これも緯度の高いロシアならでは
の体験かなと思います。

授業後にはよくロシア人の友達とクレムリンを散歩したり、
カフェや食堂で夕食を食べながらおしゃべりをしたりしていま
した。お互いにロシア語や日本語を教えあうことが多かったの
ですがその時には皆丁寧に教えてくれました。実際にロシア語
で話す機会は授業では意外に少なかったのでこのような時間は
貴重な機会でした。（教科書には載っていない表現を知るのも
友達からです！）休日にはロシアやタタールのお祭りに出かけ
たり、郊外やお隣の共和国に遊びに行ったりして過ごしまし
た。ロシア料理やタタール料理はとってもおいしく、物価が安
いこともあってよく外食をしていました。カザンにはロシア料
理のほかトルコ料理やグルジア料理などのお店もあり日本でな
かなか味わうことのできない料理を楽しむことができます。

休暇中には旅行にも行きました。北欧やバルト三国などを
巡ったほかポーランドでは金沢大学に留学していた友達のお家
に滞在させていただき、街を案内してもらったこともありま
す。国内ではモスクワの他に黄金の輪と呼ばれる古都群のう
ち、ウラジーミルとスーズダリという街に行き多くのロシア正

教の教会を見学しました。夜行列車での一人旅は思い出深いも
のがあります。

最後に
ロシアでの生活は楽しいことばかりではなく、びっくりする

ことや戸惑うこともたくさんありました。しかし生活に慣れる
につれ対応力が身につきましたし徐々に心の余裕も生まれまし
た。異文化の中で得た経験と友人は私の大切な宝物です。海外
について知りたいと思い留学をしましたが、ロシアや国際社会
に対する関心が深まったと同時に近すぎて見えていなかった日
本のことについてももっと知りたいという意欲がわいてきまし
た。
「百聞は一見にしかず」という言葉がありますが、それを実感

したのがこの留学でした。もし留学を迷っている方がいればぜ
ひ挑戦してほしいなと思います。きっとかけがえのない経験に
なるはずです！

ロシア

極東連邦大学
人間社会学域国際学類　小泉　愛佳

大学について
私は極東連邦大学に10か月留学しました。大学があるウラジ

オストクともう一つの協定校が位置するカザンは8,000kmも
離れているので、両都市の気候や文化は大きく異なります。日
本海に面した港湾都市であるウラジオストクは、極東ロシアの
軍事と経済における重要な地域とされていて、海軍関係のイベ
ントや経済会議などが頻繁に開かれています。9月には東方経
済フォーラムが開かれ、極東連邦大学で安部首相とプーチン大
統領が会談を行ったそうです。このような重要な会議が行われ
るため、大学の施設や管理はとても良いです。

大学の寮も新しく、2人部屋でしたが部屋掃除のサービスも
あり快適でした。

学習について
初日に行われるテストでクラス分けがなされます。授業は週

10コマで、文法と会話が8コマ、作文とリスニングが2コマで
した。留学するまでネイティブの先生の授業を受けたことがな
くリスニングも苦手だったため、初めは授業内容や先生の指示
を理解することすら困難でした。しかし2か月もすると、話す
こと聞くことに慣れて一気に授業が楽しく感じられました。ク
ラスは中国人、韓国人、日本人で構成されていましたが、それ
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ぞれの語学レベルと学習意欲はバラバラでした。この大学の留
学生には（日本人にそのような学生はいませんでしたが…）宿題
をしない、授業を頻繁にさぼり遊ぶ学生もいました。それにイ
ライラしたこともありましたが、なんとか気持ちを切り替えま
した。授業ではいつも先生の前を陣取り、一番多く話せるよう
に心がけました。また、60分600ルーブルで個人授業を受ける
こともできます。私はТРКИという語学試験の対策として利
用しました。

放課後・休日について
留学生活に慣れ余裕が出てくると、時間がたくさんあること

に気づきました。大学内や、街の日本語センターでは日本語会
話クラブが活発に活動しているので、ロシア人と交流しやすい
と思います。また日本人会というものがあり、日本人学生や日
本企業、領事館の方との交流もできるそうです。私は、週末は
現地の友達とバンド練習をしていました。スタジオで曲を合わ
せる、楽器店で楽器の不調を直してもらうといった場面を通し
て、なかなか授業では使わない単語も覚えられました。日本人
のクラスメートも各々が、ダンスや陸上、日本語教室のバイト
などを、学内外でやっていました。現地の友達との交流では、
会話だけでなく、SMSのやり取りも語学力UPにつながると感
じました。また、この大学では、留学生は特定の長期休暇はあ
りません。そのため、旅行する際には授業を休まなければなり
ませんでした。

反省とアドバイス
どこの国でも留学中に言語交換をする機会が多いと思うので

すが、その際に日本語の知識があると便利だと思います。日本
語を教える際に、文法の説明がうまくできないことが多々あり
ました。国際学類では日本語系の授業がいくつか開講されてい
ますが、私は留学前にそのような授業を一切受けていなっかた
ので、少しでも受けていたら良かったです。

留学中は、煩雑な手続きや細かなトラブル、不条理だなーと
思うことがたくさんありましたが、今思えばそういったことも
語学学習や文化理解に大いに役立ったと思います。留学を通し
て自分にとってマイナスになったことはありません。帰国して
数か月が経ち、ロシア生活を恋しく思うこともあります。

金沢大学は奨学金制度も充実しています、ぜひ派遣留学に挑
戦してみてはいかがでしょうか！！

カナダ

モントリオール大学
人間社会学域国際学類　杉戸くらら

私は2015年9月から12月までの4か月間、カナダのケベッ
ク州主要都市であるモントリオールのモントリオール大学に留
学していました。大学を4年で卒業したいと思っていたので、
就活にも十分に取り組めるように半年の枠で申請しました。確
かに一年間留学した方がより多くの事を経験できるとは思いま
す。けれど半年は半年なりに、沢山のことを、今まで自分が知
り得なかったことを肌で感じることができたと思っています。

留学前
一年留学するのにCAQやらビザやらが必要だそうですが、

半年枠の私はそれらを準備する必要がありませんでした。パス
ポートと大学の受け入れ許可証だけで本当に行けるのかとって

も不安でしたが、入国審査は無事通過。航空券は最初は某旅行
会社に相談してみましたが、結構お高かったうえにアメリカ
ルート（少々厄介なルート）だったので、自分でネットから探し
てゲットしました。安いです。

住むところですが、私は大学の寮に住んでいました。もし寮
を選ぶならお早めに。満室で断られた人もいるようです。寮以
外の選択肢としてシェアハウスがあります。他大学の友人が
シェアハウスしていて、結構快適そうでした。

留学中
〈モントリオールの街〉

治安はいいと思います。かと言って油断はしない方がいいで
すが。街の人は優しい人が多くて、地図を持って立ち止まって
いると、声をかけてくれて場所を教えてくれる人もいました。
大学の近くにはカフェなどの飲食店、スーパー、マルシェ（主
に野菜や果物がある）、ドラッグストア、郵便局等々揃っていて
便利です。特にカフェは沢山あって、勉強している人も多いの
で勉強場所にもおすすめです。アジアンスーパーもあるので日
本の調味料が恋しくなればここで買えます。地下鉄やバスを使
えば、旧市街、中華街、オフィス街など多種多様な街並みを楽
しめます。モントリオールはトロントに次いで大きな都市なの
で建物も多いですが、街には沢山の広い公園があるのでそこで
のんびり過ごすのも良いです。公共交通機関ですが、バスと地
下鉄の両方で使える定期を購入しました。バスは24時間運行し
ているのでとても便利です。ただし、バスは日本のバスのよう
に次に停車するバス停を教えてはくれないので要注意です。地
下鉄も本数が結構あるので長い間待つことなく乗れます。中心
街は、驚くほど地下が繋がっているので、極寒の冬でも外に出
ることなく目的の店に行けるなんてこともあります。
〈授業〉

私は大学内の語学学校を受講していました。初めに自分のレ
ベルを自己申告＆軽く面接をして、その結果で1～6のクラス
にわけられます。自己申告では日本人特有の謙虚姿勢を発動
してはいけません。もし自分のレベルに合わないと思った時は
先生の相談してみましょう。時間割は毎週午前中は必ず授業が
あって、週二回午後の授業があります。授業内容はクラスや先
生によっても違うとは思いますが、私のクラスでは午前中は文
法の確認、グループワーク、プレゼンテーションなど、午後は街
の探検？やアンケート調査などアクティブな授業でした。どの
先生も優しく、わからないことは親身になって教えてくれます。

授業ではありませんが、毎週水曜日に日本語に興味のある学
生と言語交換会があります。堅苦しいものではなく、アジア研
究室のようなところでおしゃべりしながらお菓子とお茶をいた
だくようなゆるい集まりで、友達ができたり、宿題をみても
らったりしていました。
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〈生活〉
・寮

私が住んでいた寮はキッチンや洗濯機が共同でした。共同な
んてと思われるかもしれませんが、段々通っていると同じ寮に
住んでいる学生と顔なじみになって仲良くなれることがあるの
でおすすめです。他にも自習室や音楽ができる部屋、ゲームが
ある部屋などもありました。
・大学

大学内にはいくつか食堂やカフェ＆バーがあります。食堂で
は、料理の種類は多く美味しいですが、あまり安くはないので、
ほとんど自分でサンドイッチ作っていました。カフェでは安く
て美味しいコーヒーが飲めます。
・イベント

モントリオールはとにかくイベントが多いです。普段
facebookは使っていませんでしたが、この留学中のイベント
をチェックするためしょっちゅう使いました。バザーやマル
シェ、クリスマスパレードなどなど。モントリオールは特に
アート推しで、アート関連のイベントは特に多いです。オペラ
やバレエ、サーカス（シルク・ドゥ・ソレイユはモントリオー
ル出身です）もあります。

最後に
以上でモントリオール、モントリオール大学の魅力発信はお

しまいにします。以下からは、私が思ったことを少し書かせて
いただきます。まず、例えば、授業中話すのが下手でもとにかく
発言すべきという意見があります。それも一理あるとは思いま
すが、無理やり「やらなきゃだめだ」って思い込む必要はないと
思います。それは、心の負担を軽くすることもありますが、他
にも、私たちは日本人で、日本人は授業中無駄な発言はしませ
ん。ステレオタイプに賛否両論あれど、日本人としての誇りと
自信をもってもいいんじゃないかと私は思います。もちろん、
指名されたら最後までつっかえても発言すべきですが。その代
り、友人とはしっかり話しましょう。笑顔で。日本語に興味あ
る学生とは友達になりやすいですし、下手なフランス語でも最
後まで聞いてくれます。そしてもう一つ。留学に行って価値観
が変わった！かというとそれほどでもないと思っています。価
値観がそう易々と変わるものでもないかと。ただ、考え方は変
わりました。今までは留学終わったらとりあえず就職！と考え
ていましたが、留学中に様々な人生を経てきた人々と出会った
ことや「日本人は自ら伝統文化を消失させている」といった客観
的意見を聞いたことがきっかけで、日本文化の存続と発展に関
わりたいと思い今は公務員を目指しています。この留学で得ら
れたものは「出会い」と言えるかもしれません。

取り留めない長文乱文失礼しました。留学中に得られた経験
はここでは収まりきらないものになると思います。つらいこと
もあるとは思いますが、そんな時はゆっくり公園やカフェで息
抜きです。せっかくの留学なので楽しく充実した日々を目指し
てください。

最後になりますが、素敵な出会いのきっかけを与えてくれた
友人、不出来な私を支えてくださった先生方、留学生係の方々、
家族にこの場を借りて感謝申し上げます。

人間社会学域国際学類　深沢和香子
みなさんこんにちは。
カナダのケベック州のモントリオール大学に3年生後期から

4年生前期にかけて留学していた深沢和香子です。モントリ
オール大学では、フランス語と専門科目を履修していました。
この報告書では、街の紹介、留学を志した理由、留学中の学習
面について書きたいと思います。フランス語を留学先で学びた
いと思っている方は、どうぞこのページも飛ばさずに読んで頂
けたらと思います！

街の紹介
私が留学していたカナダのケベック州の公用語はフランス語

でした。カナダの東に位置するケベック州とその首都モントリ
オールは、多種多様な人と文化が共存し、自由な空気が流れる
地域でした。

街の中には異なるバックグラウンドを持ち、異なる言語を話
す人が生活しています。モントリオールには、それぞれの人が、
それぞれの文化で生活していくことに寛容な街でした。共存と
は、こういうことか、と実感することができます。違っているこ
とが当たり前で堅苦しいスタンダードが存在しませんでした。
違うルールがあることを認め合う雰囲気を感じました。だから
こそ治安の良い平和な街でいることができるし、異文化の中で
マイノリティとしての生活のしづらさを感じることがなかった
ように思います。

留学を志した理由
私がモントリオール大学を留学先として選んだ理由は留学

生との交流でした。大学2年生の春、モントリオール大学から
やってきた留学生たちと友達になる機会がありました。とても
感じの良い、フレンドリーな人たちでした。誕生日にサプライ
ズパーティーをしたり、家で料理をつくって一緒に食べたり、
進路の話から恋愛の話まで、日本人の友達と同じように時間を
過ごしました。自分の分野に関する知識も非常に深く、違う国
の大学生はこんなに真面目に頑張っているのか、と刺激されま
した。ただ留学生としてではなく、一人の人間としてとても尊
敬できる友達たちでした。ただ、当時、私はフランス語で意志
疎通が出来るようなレベルではありませんでした。彼らの母国
語であるフランス語で会話することが出来たら、もっと深い話
ができるようになるのではないか、と思い始め、そこから私は
フランス語の自主学習を始めました。

留学前の準備
準備として学習・手続きについて触れたいと思います。フラ
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ンス語学習に関しては、開講される授業の履修の他に具体的に
は、フランス語で日記をつける、フランス語圏のラジオをアプ
リで聞く、などでした。フェイスブックで行う留学生とのメッ
セージのやり取りは、貴重なアウトプットの場であり、自然な
フランス語をネイティブから学ぶ場となっていました。

手続きに関してですが、ケベック州に留学するためには、州
へのビザ申請、カナダ政府へのビザ申請の2種類の申請が必要
になります。気を付けてください。

留学中の学習面
私は、2セメスター（秋学期・冬学期）をモントリオール大学

で過ごしました。9月～12月までの秋学期では、語学の授業を
履修しました。平日は毎日授業があり、1週間のうち2日は午
後も授業がありました。クラスメイトは移民や留学生で、国籍
も年齢も性別も多種多様でした。話すことが最も重要とされて
いました。前半の授業を通して話す力や聞く力、語彙力が他の
学生より足りないと痛感しました。みんなの前での発表する機
会も多く、人見知りしやすい私にとって前期は少々ハードでし
た。ひたすらアウトプットに時間を使うことに集中しました。
これから留学に行く皆さんには、日常生活で使われる単語を覚
えていくのがいいと思います。

1月~4月の冬学期では、専門の授業を3科目履修しました。
法人類学・言語学・美術史の授業を履修しました。秋学期と比
べて授業のスタイルや雰囲気は大きく変わりました。授業は、
ほとんどの場合大講義室で開講されていましたが、学生の質問
や討論で盛り上がっていたのが印象的でした。周りはネイティ
ブの正規学生がほとんどで、主に先生が口頭で話し、その内
容を学生がノートを取ります。各授業の前に論文（ 6ページか
ら20ページほど）が配布され、その内容を把握して授業に臨む
ことになります。1回の授業は3時間で内容も専門性が高く、
量・質と共に泣かされました。ネイティブの友達に助けてもら
いながら、なんとかレポートとテストを乗り越え3科目とも単
位を取ることが出来ました。専門の授業を第二外国語で履修す
るには、やはり相当の学習時間が必要です。日本の大学と同じ
ようにはいきませんので、困ったときや精神的に辛くなったと
きは（辛くなる前にも）、友達を頼りましょう。また、全て完璧に
やろうとするのではなく、全ての事を少しずつ出来る範囲で、
短いスパンの小さな目標を立てながらやるといいと思います。

もう一つ、フランス語を学んでいた場があります。それは週
に一度の言語交換の会です。日本語を学びたい学生と、フラン
ス語を学びたい学生が集まり、気軽に会話したり勉強を手伝い
合ったりしながら双方の言語でコミュニケーションを図りま
す。私は、留学してすぐにこのコミュニティに参加し、帰国直
前まで参加していました。友達づくりの場にもなり、特に仲良
くなった友達とバーに行ったり、カフェで勉強したり、カメラ
を持って散歩したりと休日も楽しい時間を過ごせました。少人
数の輪の中で話していたので、授業中より発言しやすかったで
す。このような場があったことにとても感謝しています。

生活面
〈住居〉

大学の留学生向けの寮に住んでいました。家賃は月に4万円
程です。部屋は小さめですが、ベッドや机、クローゼットは備
わっています。トイレ・バス・キッチンは他の学生と共有して
いました。

〈食〉
おそらくどの留学先よりも充実していると思います（笑）街に

は色々な国のレストランがあり、ブラジル料理、韓国料理、レバ
ノン料理、日本料理、アイリッシュバーなど、もちろんケベッ
クの伝統料理のお店もあります。スーパーには日本の調味料や
米もそろっているので、日本食にも困りませんでした。

〈物価〉
高くもなく、安くもなくといった感じです。日本にいるとき

の金銭感覚で生活していました。ただ、外食の際には食後に
チップを払う習慣があったので少し高く感じる時もありました
が、果物や野菜はとても安価で売られていました。

最後に
今、留学を少しでも考えている皆さん、「派遣留学」という選

択をすることは大変勇気のいることだと思います。うまくやっ
ていけるかな、友達できるかな…など不安は尽きないと思いま
す。しかし、留学を通して得るものは大きいです。望んでいて
もいなくても、最悪なこと最高なことの連続です。自分の力が
常に試され、自身と向き合う時間になることでしょう。ぜひ悔
いのない学生生活をしてください。

人間社会学域国際学類　和田　千秋
Hi！ Bonjour！

私は2015年9月から2016年4月までの約8か月間、カナ
ダのモントリオール大学に派遣留学させていただきました。カ
ナダと言えば、英語のイメージが強いと思いますが、モントリ
オールのあるケベック州はカナダで唯一フランス語のみが公用
語である地域です。それゆえ、モントリオール大学では基本的
にはすべてフランス語で授業を受けます。しかし、面白いこと
にモントリオールはバイリンガルの都市で、街に繰り出すと英
語もフランス語も聞こえてきます。まさに、Hi！ Bonjour！

なぜモントリオール？
なぜ、フランス語留学でフランスではなく、カナダのモント

リオールを選んだのかと疑問に思われる方も多いと思います。
確かに、留学先を考えた時フランスという選択肢もありまし
た。しかし、私はフランス語の向上という留学目的以外にも
①興味分野の専門授業を受けること
②多文化共生の在り方を学ぶこと

という二つの目的があり、その環境が整っているのがモント
リオール大学でした。

前半に確実にフランス語を向上させ、後半からは正規学生と
一緒に専門授業を取るプログラムになっていたので、語学留学
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では終わらせたくなかった私にとっては魅力的でした。また、
一度オルレアン大学の語学研修でフランスに行ったことがあっ
たので、同じフランス語圏の移民国家でも、多民族主義の社会
政策が進んでいるカナダに興味を持ち、肌で多文化共生とは何
か感じたかったのです。

留学前の準備
私が留学前に行ったことは以下の通りです。 

・留学された先輩や大学のホームページから情報を集める
・モントリオール大学から来た留学生のチューターをする
・集中的なフランス語授業の履修（週3コマ）
・フランス語検定やDELFの受験

渡航前に日本でできるだけフランス語を向上させることと、
それ以上に留学先の学生とコネクションを作っておくことは大
切だと思います。留学当初は知っている人があまりおらず寂し
い思いをすることがありましたが、金沢大学で出会った留学先
の友達が心の支えになってくれました。

授業について
私は、前半に語学授業を履修し、後半に専門授業を履修しま

した。
まず、語学授業は初めにプレスメントテストをしてクラス分

けされます。クラスメイトは留学生よりも移民の方が多く、授
業も生活に根付いたもので実践的に話す能力が求められます。
一方的に先生から文法などを教えてもらう受動的な授業より、
グループワークやプレゼンをする能動的な授業が多かったで
す。基本的には、国際的な標準フランス語を学ぶのですが、ケッ
ベク独特の言い回しやアクセントであるフランス語（ケべコワ）
を紹介してくれることもありました。フランスのフランス語と
は少し異なるので、初めは理解に苦労しましたが、最終的には
だいたい聞きとれるようになりました。フランス人のフランス
語もケベック人のフランス語も両方分かるようになるので、こ
こでしか学べない貴重な経験をしたと思っています。

そして、専門授業は留学生向けのものがあまりなく、基本的
に正規学生と同じ授業を受けることができます。世界中から集
まった優秀な学生と一緒に講義を受け、話し合うことはとても
刺激的でした。しかし、その分、ひとつの授業につき、毎週2、
3個の英語やフランス語の文献を読んだり、10枚ほどのレポー
トを書いたりしなければなりませんでした。授業についていく
のは大変でしたが、教授や友達に助けてもらいながら最終的に
はすべての単位を取ることができました。最後まで逃げ出さず
に諦めなかったことは私にとって大きな自信になりました。

課外活動について
モントリオール大学には日本語を勉強している学生とフラン

ス語を勉強している日本人との日仏言語交換の会であるÉCFJ 
（Échanges Culturels Franco-Japonais de l’Université de 
Montréal）があります。毎週水曜日に行われていて、そこで日
本に興味のある現地の学生と出会うことができました。その他
にも、街中のカフェで行われている言語交換のMeet upにも参
加して、大学外の人と知り合いになることができました。

また、モントリオール大学には部活動やサークル活動がない
ので、他大学のダンスサークルに時々参加していました。初め
は知り合いがいなくて、不安しかありませんでしたが、心地よ
く受け入れてくれて嬉しかったです。あの時、飛び込む勇気を
出したおかげで、新しい人脈を築くことができました。

その他にも、モントリオールで日系企業が留学生向けに企業

説明会や選考を開催していたので参加していました。海外にい
ると、日本の就職活動の状況がわかりづらいので、早いうちか
ら就職活動に向けて動き出したい人は積極的に参加するといい
と思います。

私にとって留学とは
留学中うまくいかないことや悩むこともありました。怖くて

踏み出せないこともありました。しかし、留学中はその時そ
こでしかできない目の前のことに全力を尽くすべきだと思い
ます。留学当初はまだうまくフランス語が話せないからといっ
て、挑戦を後回しにしてしまうことがありました。しかし、派
遣留学は長くても一年間という期間が決まっています。だから
こそ、その時力が足りてなくても、自信がなくても挑戦してみ
ることが大切だと思います。先を考えて恐れていると何もでき
なくてあっという間に時間が経ってしまいます。失敗すること
も多いですが、そうやって私は自分の弱さと向き合って成長し
てきました。そして、いろんな人と会う中で、語学力よりも大
切なのは、自分の気持ちを伝えたい、相手のことを理解した
い、そして、一緒に笑い合いたいという「意志」であることに気
づかされました。留学とは、新しく見えてくる世界、新しく学
ぶこと、新しい出会いがあります。そして、何よりも今まで気
づかなかった新しい自分と向きあうことができます。約8カ月
間の留学を終えて、私はカナダのモントリオール大学に留学で
きてよかったと心の底から思います。第二外国語であるフラン
ス語でモントリオール大学に留学したからこそ学ぶことができ
たことがたくさんありました。留学をする方は「自分だけの留
学とは何か」を見つけられるように頑張ってください。応援し
ています。最後になりましたが、私の留学をサポートしてくだ
さった先生方、先輩方、留学企画係の方々、そして家族や友達
には本当に感謝しています。ありがとうございました。Merci 
beaucoup！

アメリカ

ニューヨーク州立大学バッファロー校
人間社会学域学校教育学類　千葉　悠光

私は2015年9月から約9か月間ニューヨーク州立大学バッ
ファロー校へ派遣留学していました。留学に興味・関心あるみ
なさんに少しでも助けになるよう情報提供していきたいと思い
ます。
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K A N A Z A W A  U N I V E R S I T Y

なぜ私が留学に
私の家族はみな留学経験があり、留学は千葉家にとっていわ

ば“通過儀礼”のようなものでした。ただ漠然となんとなく「大学
生になったらどこかに留学に行きたいな」と思いながら過ごし
てきました。とはいいつつも、私は留学する前提で大学選びを
したわけではなく、高校のときは理系で機械系の学部を志望し
ていましたが残念ながら第一志望に不合格。浪人をしてもう一
度進路を見直すときがありました。英語が好きだったため、ど
うせもう一度勉強するなら英語の先生になりたいと文転し、金
沢大学に入学しました。入学してから斉木先生のTOEFLの授業
を受講する機会があり、共に学ぶ友に刺激を受けました。また、
斉木先生に留学のことでアドバイスを受けニューヨーク州立大
学バッファロー校を勧められました。

留学準備
まず金沢大学から派遣留学生として選ばれるためには、

TOEFL-ibtやIELTS等のスコア提出が必要です。もちろん大学
によって要求されていることは違うので確認することが必要で
す。私が行ったバッファロー校はTOEFL-ibtでは約80点を取得
することが要求されていました。受けたことがある人はわかる
と思いますが、そう簡単に点数は伸びるものではないです。私
も恥ずかしながら6回受験をしました。試験会場も金沢だけで
なく、日本全国で受けられます。毎回の受験料が約3万弱なの
で経済的にも大ダメージを受けました。

またなぜ自分が留学に行きたいのか、理由を明確にする必要
があります。私の場合前にも述べたように何となく行きたいと
しか最初は理由がありませんでしたが、自分で「この為に行く
んだ！」という信念のようなものを持っておくべきです。もち
ろん志望理由は選考会で聞かれるので大切ですが、何よりも自
分のために必要です。というのは留学中私の場合なぜここで勉
強するのかわからなくなり、何事にも身が入らない時期があり
ました。勉強を妨げる誘惑が沢山あり、どうすればいいのか本
当にわからないときがあります。そんな時自分を助けてくれる
のは留学の目的である理由です。初心に帰って自分が進むべき
道を示してくれる理由を明確にしておきましょう。

授業
私は主に統語論や意味論といった言語学を履修していまし

た。学期ごとに4コマ毎履修していましたが、一回の授業で週
2～3回あったので実質10コマ程でした。「少ない」と思われる
方もいると思いますが、一回一回の授業の予習や復習が日本の
授業とは比べ物にならないくらいです。日本の大学の授業は予
習や課題が出たらその日の一週間後までに終わらせればよいで
すが、先ほど言いましたように週に複数あるので大体2日後ま
でに終わらせなければならないです。また授業のレベルも高く
私が履修した意味論では大学院生との合同授業であったため、
60歳の方などが多くいらっしゃいました。また日本人も数人い
ましたが、タイでの日本語教師を経て、ハーバードで研究員を
した後に院に入学したという強者もおり、授業のレベルは私の
手には到底及びませんでした。授業の中ではなかなか発言はで
きなかったので、その代わり毎週予習範囲に関してコメントを
すれば点をもらえるという制度があったので、コメントをした
り中間テストは友達に聞いたりして頑張りました。

また最終課題は自分でプロジェクトを決め、10ページを英語
で埋め尽くしてくるというものでした。当時は私は大学3年生
で卒論も書いたこと無かったので、教授にどう論文を書けばい
いのかアドバイスを頂き、“Where is below?”という題で認知

意味論の観点でプロジェクトを始めました。参考文献等読み漁
りとても骨の折れる授業でしたが、大変為になりました。

生活
基本的に留学生は大学内の寮に住むことになります。私は4

人部屋を選びました。ルームメイトはみんな出身国が違い、ア
メリカ・韓国・オーストラリアでした。

また気になるのは食事だと思いますが、前期は基本的に大学
にあるDiningで食事をとっていました。様々な国の味が楽し
めるのでとても嬉しいですが、金額は割高でした。私が留学し
ていたころは1ドル約120円ほどでしたので、余計お金を払わ
なければいけませんでした。（2016年10月時点では1ドル約
100円という円高）ですので、安くて美味しいピザばかりを食
べていました。後期は調理器具を買って自炊をしていました。
毎週土曜日はモールに行けるバスが出ているので、利用しまし
た。Wegmansは本だしやカップ焼きそば一平ちゃん等の日本
食がおいてあるのでお勧めです。日本と違い野菜も肉も安いの
で自炊をすると生活費がガクッと抑えられます。また寮で自炊
をすると、たくさんの人が“Smells good, man!”と声をかけて
くれます。そこから交友関係も広がっていくこともあるのでお
勧めです！

最後に
本当にニューヨーク州立大学バッファロー校は国際色豊かで

様々な国の人と交流できます。
私が一番仲良くしていたのはアルゼンチンの人でした。彼は

とても世界でトップのプリンストン大学に合格するくらい聡明
で、本当に彼から多くのことを学びました。留学の半分以上を
彼と過ごしたくらい密な関係でした。一か月ほどある冬休みに
は彼の故郷であるアルゼンチンに赴き、今でも信じられないく
らい素敵な時間を過ごしました。世界7大不思議に数えられる
氷河を見に連れて行ってくれたり、アサドと呼ばれる大変美味
しいバーべーキューを何回もしてくれたり、南半球なので1月
ですが真夏なので海辺を歩いたり沢山のかけがえのない経験が
できました。留学をしなければこのような経験ができなかった
のでとても感謝しています。

ただ皆さんに覚えて頂きたいことは留学は楽しいことばかり
ではないということです。私の場合は初めての海外であったと
いうこともあり、苦労の連続で日本に帰りたいと思ったことが
数え切れないほどありました。また不慣れな環境だからこそ、
自分の弱点がたくさん洗い出され自分と向き合うことが沢山あ
りました。表現するのが難しいですが、海外という外の世界に
旅することができましたが、同時に自分という内面の世界を旅
することができました。世界は広いと思いがちですが、自分の
中のほうが実は広く沢山のことを学ぶことができます。この若
い時にこういう経験をすることはとても大切だと思います。話
をうまくまとめることができませんでしたが、皆さんにとって
少しでも参考になれば幸いです。

人間社会学域国際学類　千種　麻莉
アメリカから日本に帰ってきてすでに4か月が経ちますが、

いまだにアメリカに戻りたい気持ちでいっぱいの今日この頃で
す。毎日が刺激的で、英語に囲まれた生活が楽しくて仕方あり
ませんでした。10か月間留学してよかった、この一言に尽きま
す。私の経験談が皆さんのお役にたったら嬉しいです。

留学前にすべきことはひとつ。できるところまで英語力を高
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めておく。「語学力の向上は、資本家の資産倍増に似ている」と
いう話を聞いたことがあります。渡航時点である程度語学力が
あれば、現地で生活していると「ネイティブはこういう風な言
い回しを使うんだ」とか「このフレーズ便利だな」といった発見
が次々得られます。逆に言えば、初めの語学力が乏しいとネイ
ティブの会話を聞いていてもただの雑音にしか聞こえてこない
かもしれないのです。留学先で滞在できる時間は限られていま
す。最大限に何でも吸収できるよう、早い段階で要求スコアを
達成して、地道に語学力を向上させておくことが充実した留学
生活を送る上で大切なことになると思います。

学内でのおすすめはIELTS勉強会に参加することです。ス
ピーキング・リスニング力の向上だけでなく、留学を志す仲間
に出会うことができます。留学経験者の先輩ともつながること
ができます。私はこの勉強会を通して事前に日本で英語力を向
上させることができました。また留学先での授業形態を予想し
て金沢大学で英語ⅢやE科目の授業を積極的に受講していまし
た。周りが留学生ばかりであったり、留学から帰国した先輩方
と授業を受けたりしていたので、大変でしたが力になりました。

私 が 過 ご し たUniversity at Buffalo（以 下UB）は 数 あ る
ニューヨーク州立大学群の中の4つの総合大学の1つでした。
そのため生徒数も3万人弱いて、学内に本格的なスタジアムが
あったり、様々な文化の食事を食べることができたりと、設備
も充実していました。Buffaloはナイアガラの滝まで車で30分、
カナダに隣接しています。バッファローチキンと冬の厳しい寒
さで有名ですが、私がいた年は暖冬だったので予想していたよ
うな豪雪にはなりませんでした。

私は学生寮に入りました。イギリス人の交換留学生と中国人
の正規学生の合計3人で1つの部屋で過ごしていました。トイ
レやシャワー・キッチンを共有するフロアメイトは20人弱い
て、アメリカ人から他の国から来ている正規学生まで様々でし
た。初めは四六時中誰かと一緒にいることに慣れませんでした
が、仲良くになるにつれて、常に英語で話さなければならない
という環境が楽しくなってきました。また、毎日誰かが「今日は
どうだった？」と聞いてくれるおかげでホームシックになるこ
とはありませんでした。自分の英語に自信がなくても、「あなた
と話したいんだ！」というパッションと愛嬌さえ忘れなければ
何事も乗り越えることができると思います。私も最初の方はネ
イティブの会話のスピードについていけず悔しい思いをたくさ
んしましたが、間違いを恐れず常に積極的でいることを忘れな
いようにしました。

授業は自分がずっと学びたいと思っていた環境学の授業を中
心にとりました。初めの頃は現地学生の堂々と意見を発表する

姿勢に圧倒され、授業のスピードについていけず何度も泣きた
くなりました。そこで途中から「 1回の授業で必ず1回以上意
見を発表する」等自分の中でルールを決めて授業に臨むように
しました。それを達成しようと予習に力を入れたり、授業後教
授の元へ質問しに行ったりして、克服することができました。
エネルギーの授業では、東日本大震災のことや原発について日
本の状況や一日本人として意見を求められることが多々あり、
アメリカの視点から環境問題について学ぶことができたのは日
本ではできない経験だったと思います。すべての授業で読む文
献や課題の量が多く、図書館や寮の学習スペースに足しげく
通っていました。寮には深夜1時まで開いているフードコート
やスターバックスなどもあり、友達と励まし合いながら勉強し
ていました。

UBの大規模で多文化な雰囲気を象徴するのが、多様なSA
（Student Association）です。私はJSA（Japanese Student 
Association）のアクティブメンバーとして、サッカー（アメリ
カで初めて挑戦しました）のリーグ戦やInternational Fiesta

（ダンスの祭典）、J-nightと呼ばれる劇（まさかの主役級でした）
などに参加しました。ほとんどの活動が自分にとっては初めて
のことばかりでしたが、こんなに様々なことを経験できる機会
はまたとないと思い、がむしゃらに参加していました。一年間
の終わりにクラブへの高い貢献度が認められ特別賞をもらいま
した。その賞の名前は”Kanazawa Princess”、UBで金沢の知
名度を広げてきた自信があります。また、帰国間際に現地学生
から来期のJSAの幹部になってほしいと頼まれ、泣く泣く断り
ましたが、現地の学生の信頼を得られたことはとても大きな自
信となりました。

私は留学前から1年間交換留学しての4年間での卒業を考え
ていたので、渡航前の3年前期の夏休みに興味のある企業のイ
ンターンシップに参加したり、11月末にボストンで行われたボ
ストンキャリアフォーラムに参加したりしました。ボスキャリ
でご縁のあった企業の中から、帰国後日本で面接をしていただ
けることになり「将来グローバルに活躍したい、特に日本の製
品を海外に売りたい」と思っていた自分の希望する企業から内
定を頂くことができました。

またUBでアジア系アメリカ人の友達も多かったことから、
第2外国語として履修していた中国語への関心が高まりまし
た。そこで帰国後の夏に金沢大学推薦枠で山東大学のサマース
クールに参加しました。派遣留学を通して、更に他の世界や文
化について知りたいという思いが強くなり、海外に対するフッ
トワークも軽くなったようにと思います。

1年間海外で過ごす、というのは不安も多いかもしれませ
ん。でも「今」しかできないことです。金沢大学は協定校も多く
他大学に比べ、希望する多くの人がチャンスをつかみやすい環
境だと思います。自分の興味のある学問を、日本で学ぶのとは
違った視点で勉強することができる、様々な民族・バックグラ
ウンドを持った人たちと出会うことができる、どんな問題が起
きても対応することができるようになるなど、留学先でしかで
きないことは数え切れません。約10か月の留学を通して、自分
の限界を自分で決めてしまっていた弱い自分に打ち勝つことが
できました。少しでも派遣留学に興味のある人、迷っている人
がいればぜひ背中を押したいと思います。留学前・留学中、辛
いことがあっても、その経験は一生の財産になります。頑張っ
てください！
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アメリカ

ニューヨーク州立大学ニューポルツ校
人間社会学域学校教育学類　干場　優花

私はニューヨーク州立大学ニューポルツ校（以下SUNY New　
Paltz）に約9ヶ月間留学し、ESL、言語学、TESOL（英語が母
語でない生徒への英語教育）を中心に学んできました。

留学目的について
私の当初の留学目的は主に3つで、一つ目は私の卒業論文の

テーマである認知言語学の知識を深め新しい視点を取り入れる
こと、二つ目は異文化交流を通して将来英語教員になるための
教養を身につけ、あらゆる国の教育を知ること、三つ目は自身
の語学力やコミュニケーション能力向上のためです。しかし、
向こうで学ぶうちにやりたいことや考え方というのは変わっ
てくるものだなと思ったのが正直なところです。私の意志は
最大の目的であった言語学からは離れ、特に後期はTESOLと
Diversityの勉強に力を入れていました。大学のESLプログラム
を通して素晴らしい先生方と出会えたおかげで、州のTESOLカ
ンファレンスでポスタープレゼンテーションの機会を頂き現場
のESLの先生方と交流できたり、自分が将来教育者として取り
入れたいテクノロジーや教授法を吸収できたりと、言語学より
も教育の方に関心が寄っていきました。結果的には日本の教育
ではまだ行き届いていない、テクノロジーを駆使した英語教授
法や多様性溢れる教室内でどう教えるかなどを学べたため満足
しています。

もちろん目的を持って留学準備を進めたり留学期間も忘れな
いでおくことは必須です。しかし、視野を広く持って自分がや
りたいと思うことを満足いくまでやってみることはちゃんと自
分の糧と自信になるものだと実感しました。

大学について
SUNY Newpaltzはニューヨークのダウンタウンからわずか

90分の距離にありながら自然に囲まれた町ニューポルツの中
心に位置する緑豊かなキャンパスです。ニューヨーク州という
だけでも多様性に富んでおり様々な人種や国籍、文化や言語に
触れることができるほか、ニューポルツにも世界中からの留学
生が来ているので日々カルチャーショックを楽しみながら生活
していました。キャンパス内にある寮や図書館、ジム等の施設
は充実しており勉強しやすい環境で、日本の大学でいうサーク
ルのようなコミュニティも豊富で学生たちが活発に参加してお
り、正規生や他の留学生と親交を深めることができます。私は
留学生が多く集まるコミュニティと、アジアにゆかりのある学

生で構成されるコミュニティに所属していました。そこで、自
分の大学や日本についてのプレゼンテーションをする機会をも
らったり、日本文化を紹介するイベントに携わったりすること
で、語学力だけではなく協調性や主体性も身につけることがで
きました。

楽しかったことと苦労したこと
一番楽しかったのは何よりも友達と共に過ごす時間でした。

最初は自分の英語が通じるか、聞き取れるかなど心配だらけで
したが、自分から色々な機会や場所に飛び込んでみることでそ
の不安はすぐに消えていきました。日本と違い、自分から行動
を起こさなければ、自分から話しかけなければ、この子は物静
かな子だなで終わってしまい、なかなか輪に入れません。とに
かく勇気を出して、下手くそな英語でもいいから自分のことを
知ってもらおう相手のことを知ろうとする気持ちが大切だと思
いました。そうしていくことでできた友達とご飯を食べたり、
勉強したり、パーティをしたりする日常が、私にとっては一番
リラックスできて好きな時間でした。

自分がクラス内で留学生一人という状況で正規生に混じって
受ける授業はなかなか辛いものでした。しかし、多少強引でも
友達を作ったり先生に質問したりボイスレコーダーを使ったり
と自分なりに工夫することで少しずつ慣れることができまし
た。日々の予習復習（特に予習が辛い）はもちろん、テスト勉強
やレポートは何回も徹夜するほど苦しかったです。しかし、全
て自分のためになると思い、友達やチューターの力も借りなが
ら諦めずにやりきった時の達成感はたまりませんでした。私は
ホームシックにはなりませんでしたが、何よりも日本食が恋し
くて仕方ありませんでした。アメリカでも買えますが高いの
で、日本から送ってもらえるととても助かると思います。

留学経験を生かして
今回の留学経験で学んだことは一生モノです。自分がどれだ

け多くの人に支えられているのか、自分はどれだけ無知で生き
てきたのか、そしてこれから何を考えてどう過ごそうか、たく
さん考え悩み気づいた9ヶ月間でした。これからもずっと連絡
を取り続けるであろう、また会えるであろう友達もたくさんで
きましたし、少し自分自身に自信が持てるようにもなりまし
た。私は来年の春から英語教師として働きますが、英語そのも
のだけでなく、世界にはいろんな人がいることや自分の意見を
持って表現する大切さなど、私自身この留学で気づいたことを
子ども達に伝えていきたいと考えています。

最後にメッセージ
これから留学へ行こうかなと迷っている方は、その気持ちを

強く持って是非挑戦してもらいたいです。不安要素は山ほどあ
りますしお金も要ります。しかし不安は、楽しみや成功のため
に必要なことでそれを乗り越えた先に達成感や新たな目標が必
ず見えてくるのではないかと思います。不安に押しつぶされそ
うでも、どんなトラブルに巻き込まれても、必ず誰かが助けて
くれましたし、自己解決する力も絶対に身につきます。こんな
に素敵な経験ができて本当に良かったと思っているので、是非
一歩踏み出してみてください。

人間社会学域国際学類　中田　悠輔
私はニューヨーク州立大学ニューポルツ校に留学しました。

約10カ月という時間はあっという間に過ぎ、アメリカでの生活
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を今でも非常に恋しく思っています。人生の中で最も充実した
期間のひとつであることは間違いありません。この留学で様々
なことを学び、感じることができました。ここで書くことはそ
の中の一部ですが、これから留学を目指したいと思っている人
の役に少しでも立てばと思います。

大学生になったら留学をしたい、というのが高校時代になん
となく持っていた夢でした。実際に国際学類に入学して、初め
はその夢を実現しようと思っていたけど、当時の自分は英語の
勉強もろくにしていなかったし、だらだらと大学生活を送って
いたので、その夢はいつの間にか頭の中から消えかけていまし
た。結局、派遣留学の一次募集では応募しませんでした。しか
し、留学を決心した周りの友人たちを見て、自分の中で気持ち
が動きました。このままだらだらと、何か達成したと言えるよ
うなものが無いまま大学生を終えていいのかと考え、消えかけ
ていた留学という夢を叶えようと決心しました。親や先生方に
相談して、二次募集に応募し、派遣留学候補生として選考して
いただくことができました。

留学が決まってからは、大学のホームページと先輩の体験談
をもとに準備を進めました。実際に留学に行っていた先輩にお
話を聞くのは、やはり情報が確かだし不安なこともいろいろ聞
けるので、準備期間はどんどん先輩とコンタクトをとるといい
と思います。ビザの手続きや予防接種など時間がかかるものも
あるので、何事も早めに。出発まであと○か月だなーと思って
いたらあっという間に出発の日。なんの実感もないまま成田空
港に向かっていました。

アメリカの空港に到着したときは、楽しみというよりもほと
んど不安な気持ちしかなかったです。周りは外国人ばかりで、
目にする文字や聞こえてくる言葉はもちろん英語。海外旅行も
あまり行ったことがなく、初めての環境が少し苦手な私は怖気
づいていました。大学に到着して、いきなり大量のPIZZAが振
る舞われたのはさすがアメリカと思いましたが、その日は彼ら
とほとんど会話もできずに、不安なまま眠りにつきました。し
かし、この類の問題は時間が解決してくれました。一週間もす
れば、スイートメイトと少しずつ会話ができるようになり、授
業のオリエンテーションが始まれば、同じ授業をとる学生とも
仲良くなっていきました。英語の問題もそうだけど、時間が解
決してくれることはたくさんありました。

授業はESLを秋学期で取り、春学期は文化人類学や黒人音楽
の授業などを履修しました。ESLはアカデミックレベルの英語
スキルを身につけることが目的だったため、英語でディスカッ
ションしたり、レポートを書いたり、基礎的なことを学び、非
常にためになりました。日本の英語の授業とはまた違う雰囲気
で英語を学んで、自分の将来に生かしたいと思うことがたくさ

んありました。春学期は現地学生に混ざり授業をとって、初め
はついて行くので必死でした。講義や生徒の発言を聞き取るの
が難しく、課題の量がESLよりもかなり多かったので、夜遅くま
で勉強している日が多かったです。その中でも同じ授業をとっ
ている友人やルームメイトに助けてもらいながら、無事すべて
単位をとることができました。どの大学に留学しても授業は大
変だと思うけど、自分が興味のある授業をとれば、なんとか頑
張ろうと思えるし、金沢大学では学べないようなことを学んで
自分の視野を広げることができます。留学をする一番の目的は

「勉強」なので、そこは忘れないようにしましょう。
とは言っても、もちろん遊ぶこともとても大切です。多く

の友人をつくり、ご飯を食べたり外に出かけたりすることで、
様々なことを感じることができます。私はクラブ活動を通し
て、アメリカ人だけでなく世界中から集まっている多くの留学
生と友だちになれました。彼らとお酒を飲んだり遊んだり、毎
日楽しく過ごせました。日本に帰ってきた今でも、連絡を取り
合える友達ができたことはとても幸せなことです。また大学の
地理上、ニューヨークシティに何度も行き、世界一といわれる
大都会を楽しんできました。タイムズスクエア、自由の女神、セ
ントラルパークなどテレビで見ていた場所に実際に自分が立っ
ていることに初めは興奮しましたが、だんだん慣れてしまうか
ら不思議なものです。様々な背景を持った人が混ざり合ってで
きているニューヨークは、隣の通りに入るだけで雰囲気が全く
違ったり、個性的なファッションをしている人がたくさんいた
り、全く飽きることがない刺激的な町でした。

この留学で私が強く感じたことは、自分の世界が広がった、
ということです。文字にするとどこでも見るような薄っぺらい
言葉だなと思うかもしれないけど、単にアメリカに行っていろ
んなものを見てきたという以上に、人と文化に触れて、今まで
生きてきた世界を見直すことができ、自分自身の成長につな
がったと思います。すべてを言葉にするのは難しいくらい、本
当に多くのことを感じることができた10カ月でした。

留学に行かなくても、自分が成長できる機会というのはいく
らでも見つけられると思います。でも、一度日本を離れてみる
と、そこでしか感じることのできないことが必ずあります。そ
してその経験が今後の自分の人生に必ず生きるはずです。留学
を迷っている人、行くと決めた人、一番いい選択をできるよう
に、そして最高の留学になるように、いろんな人に話を聞いて、
一生懸命頑張ってください。私も相談に乗ります。あまり上手
な文章ではありませんでしたが、最後に、私の留学をサポート
してくださった留学企画係の皆さま、国際学類の先生方、そし
て一番支えてくれた両親に感謝したいと思います。ありがとう
ございました。

アメリカ

ネヴァダ大学リノ校
人間社会学域国際学類　曽山　沙智

私は約9ヶ月間、アメリカ西部にあるネヴァダ大学リノ校
（UNR）へ留学していました。目的は主に3つあり、英語力の上
達、多文化共生について見識を深めること、そして留学生とい
う立場で留学や国際交流を考えることでした。留学生への支援
がしっかりしていてイベントなどがたくさんある大学、さらに
様々なバックグラウンドを持つ人々がいる場所、というのが私
にとって魅力的で、それがUNRを留学先に選んだ理由です。
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リノとUNR
ネヴァダ州といえばラスベガスが有名ですが、リノも商業・

観光都市としてにぎわっています。その一方で、ダウンタウン
を抜けたところには壮大な山脈や川などが広がっており、自然
を肌で楽しむこともできます。また、大学では木々や芝生がき
れいに整備されており、晴れた日にはその芝生の広場で友人と
おしゃべりしたり勉強したりして、過ごすことができます。そ
してリノは乾燥していて朝晩の気温差が激しく、当初は体調管
理が大変でした。

UNRは心理学や環境学が有名で、経済学も人気があります。
図書館や各建物に、勉強できるスペースがたくさんあるのが魅
力的です。現地の留学生センターから各学生に割り当てられて
いるアドバイス教員もとても親切で、学習環境はかなり高水準
です。食事ができる場所もたくさんあり、Wi-Fiも完備されて
いるのでかなり環境の良い大学だと思います。

UNRでの授業
秋・春学期共に、ESLの授業と一般のアカデミック授業の両

方を履修していました。アカデミックの授業では、アメリカと
ネヴァダの歴史やコミュニケーション学、環境について学び
ました。もちろん慣れるまでは大変でしたが、優しい先生方や
クラスメイトの助けもあって、大変な授業も次第に楽しみにな
り、どれも自分の留学目的につながるものだったので、とても
面白い授業でした。また、日本語教育にも興味があったため、
現地の先生に頼んで日本語クラスの聴講をさせていただきまし
た。自分の学びたいことをたくさん学ぶことができ、本当に有
意義でした。

UNRでの生活
クラブ活動については、留学生も現地の学生と同様に活動す

ることが出来ます。私はインターナショナルクラブという留学
生のサークルに参加し、週に1回集まり、ゲームをしたり学内
のイベントを行ったりしていました。様々な国の話をきいたり
することができるので、異文化理解も留学の目的の1つであっ
た私にとっては、楽しみと同時に勉強の場でもありました。

私は学生寮で、アメリカ人のルームメイト1人と生活してい
ました。一緒に勉強をしたりお話したり、最初から気が合う友
人でよかったと思います。寮内で親睦会がよくあるため、そこ
で多くの学生と知り合えるのが寮住まいのいいところの1つか
と思いますが、金銭的な面を考えるのであれば、寮生は基本的
にミールプラン（割高）に登録して学内で食事をすることになっ
ているため、それと寮費も含めると、シェアハウスで生活する
ほうが出費はかなりおさえられます。私自身は結局寮生活でよ
かったと思っていますが、留学中は改めて住まい選びの大切さ
を感じたので、これから留学を考えている方には、この点も

じっくり考えて決めることをおすすめします。
ここで、多くの留学生に起こる問題について書きたいと思い

ます。UNRには、色々な国からの留学生が様々なプログラムで
来ていますが、その中でも日本人留学生はかなり多いです。そ
のためどうしても日本人同士で行動を共にし、英語を話す機会
を自分たちで減らしてしまうということがよくありました。留
学当初は私自身もそうでしたが、その状況を改善すると決めて
からは、できるだけ有意義な留学生活にするために、クラブ活
動に積極的に参加したり、ルームメイトやクラスメイトとのコ
ミュニケーションを増やしたり、また日本人同士でもなるべく
英語で会話したりと、英語しか使わない環境に身を置こうと挑
戦していきました。このように留学中は色んな困難に直面しま
したが、努力次第で解決できることがほとんどだったので、い
い経験になり自信がついたと思います。

留学を終えて
帰国してしばらく経ち自分の留学を振り返ってみると、充実

していたと思う一方で、正直なところ後悔もあります。これを、
「でもいい留学だったな」で完結させないように、これからの大
学生活や将来へのモチベーションにし、またこれから留学を考
えている人たちへの支えになれればいいな、と思います。

アメリカ

イリノイカレッジ
人間社会学域国際学類　菅野　梨穂

私は、平成27年9月から12月までの1セメスター期間、アメリ
カのイリノイ州にあるイリノイカレッジという大学に留学しま
した。イリノイカレッジは、学生数が少なく、他の大学に比べて
学生や教授とより親密になることができます。そのことが自分の
力になると考えたのがこの大学を留学先にした大きな理由です。

渡航前
語学の面では、イリノイカレッジが要求しているスコアを満

たすためのTOEFLの勉強を中心にやりました。また、友人に留
学生の知人を紹介してもらったり、留学生のチューターになっ
たりと、実際の生活に活かせる英語を意識して準備しました。

生活の面では、現地の留学生センターの方や、イリノイカ
レッジで日本語を教えていらっしゃる日本人の先生と積極的に
メールのやり取りをすることで、渡航前に不安のないようにし
ました。中でも一番役に立ったのが、実際にイリノイカレッジ
に留学された先輩からお話を伺えたことです。学生目線で、必
要な物や注意するべきこと、やった方がいいことなどを伺えた
のは大変心強いものでした。
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留学中
勉強面では、イリノイカレッジには留学生のための語学の授

業等がないため、最初から正規生と同じ授業を受けていまし
た。自分の専攻外でも授業をとることができるので、本当に
必要な知識を自分で選んで得ることができます。少人数制なの
で、積極的に授業に参加することが求められますが、その分確
実に力が付き、同じ授業をとった人とも仲良くなりやすいので
とてもいい経験をしました。

生活面では、留学生と新入生は必ず寮に入ってルームシェア
をしなければなりませんでした。初めは我慢することも多く苦
労しましたが、話し合うことでだんだんと最初よりもいい関係
が築けたのではないかと思います。また、留学中に所属してい
たJapanese Clubの仲間とは遠出をしたり、料理を作ったり、
パーティーをしたりととても楽しい思い出を作ることができま
した。今でもメールのやり取りや、逆に日本に留学に来た友人
と会う機会もありました。

帰国後
渡航前と帰国後では、留学に行った友人を見ていてもそうで

すが、自分自身も大きく変わったように感じます。まず、人と対
話することが以前よりも楽しく感じられるようになりました。
留学中は、日本よりも自分の意見を主張して当たり前という環
境だったので、帰国後は以前よりも積極的に人と関わっていく
ことができたように感じます。また、留学中に毎日課題に追わ
れて勉強をする癖がついたことが、公務員試験の対策に活かさ
れたと強く感じています。最近、グローバル化によってわざわ
ざ海外に行かなくても学ぶことができると言われていますが、
この留学で得られたものは何にも代えられないと思います。留
学をするかどうか迷っている方には、ぜひ挑戦してみることを
お勧めします。

最後に、この留学を支援してくださった国際学類の教授や留
学企画係の方、一緒に留学の準備をしたり励ましあったりした
友人、アドバイスをくださった先輩、何よりも一番応援してく
れた両親に心より感謝しています。ありがとうございました。

人間社会学域国際学類　種田　桃子
イリノイカレッジ（以下IC）はアメリカ・イリノイ州の西部、

ジャクソンビルにあるとても小さなカレッジです。イリノイと
聞くと大都市シカゴを思い浮かべるかもしれませんが、シカゴ
までは車や電車を使っても4時間近くかかります。州都スプリ
ングフィールドの空港から車で40分の道。広大なコーン畑の景
色がしばらく続き、衝撃を受けました。コーン畑がやっと終わ
り見えてきたのは、田舎町にある小さな学校でした。全校生徒
は1000人弱しかおらず、そのほとんどがキャンパス内にある
寮で生活をしています。

ICの大きな特徴の一つがリベラルアーツです。学生たちは自
分の専門科目だけでなく、様々な分野の授業を受けることがで
き、その中で自分がやりたいことを見つけていきます。文系や
理系だけではなく、美術・音楽・舞台といった芸術の専攻があ
るのも特徴です。留学生向けの語学学校やESLのようなものは
なく、私たちも現地学生と同じ授業を受けます。（今年からESL
ができたようです。）私は社会学や心理学、舞台の授業を受講し
ました。また、少人数の授業体制を取っているので、教授たち
は学生一人ひとりをしっかり見てくれます。

語彙力もないし、スピーキングとリスニングはかなり苦手。
初めは何もかもが不安でした。授業は先生の言っていることを

聞きとるのに精いっぱい。友達が話しかけてくれても何度も聞
き返してしまったり、ゆっくり話してもらったり。言っている
ことが理解できても、自分の言いたいことがうまく返せない。
悔しい日々が続きました。しかしここで落ち込むことはありま
せんでした。「これができるようになるために来ているんだ。」

「毎日ちょっとしたことでもいいからできるようになっていけ
ばいいんだ。」と、プラスに考えるようにしていきました。また、
クラスに最低一人は友達を作り、わからない時には教えても
らったりしました。教授にもよく質問をしていました。人間は
面白いくらいいろんなことに慣れていくもので、授業の内容も
次の学期には普通に聞き取れていたし、スピーキングに関して
も、話す機会を増やしていくうちにどんどん話せるようになっ
ていました。たとえ片言の英語でも、向こうはちゃんと聞いて
くれるので、話すことに対するためらいはなくなりました。同
時に友達も増えていきました。

勉強面でもそれ以外の場面でも、友達に助けてもらう場面は
多々ありました。課題やテスト勉強を手伝ってもらったことも
あったし、会話の言い回しなどをたくさん教えてもらいまし
た。病院や銀行に用事があるときには手続きを助けてもらった
りしました。その代わりに、彼らが困っている時にはできるだ
け助けてあげるようにしていました。特に日本語を学んでいる
学生のヘルプは積極的に行っていました。チューターとしてプ
レゼンや作文の添削をしたり、実際授業に参加してサポートを
していました。こちらも学ぶことが多かったので、やっていて
よかったと思いました。
「経験を生かすも殺すも自分自身。」私の好きなアーティスト

が言っていた言葉です。その通りだと思います。帰国して5か
月が経ち、英語を使う機会も減ったと同時に、英語力も低下し
ているように感じます。ICで得たものを無駄にしないために
も、今後は英語を使える授業やイベントには積極的に参加した
いと考えています。他にも、経験を生かして留学に関するアド
バイスを後輩たちにしたり、チューター活動による留学生のサ
ポートなどをできればと考えています。
「留学ってなんかかっこいいよな。」最初はこんな理由でも構

いません。少しでも留学に興味があるならぜひ行ってくださ
い！「でも英語喋れないし…。」自然と少しずつ慣れていくもの
だし、話さなければならない環境に置かれると、人は話せるよ
うになります。恐れることはありません。今しかできないこと
だと思います。語学力だけでなく、友達、異なる文化の経験、
価値観の変化など、さまざまなものを得ることができると思い
ます。そして、留学先ではとにかく楽しんできてください！勉
強ももちろん大事ですが、現地でしか経験できない楽しみがた
くさんあるはずです。皆さんが充実した留学生活を過ごされる
ことを願っています！
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