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中　　国

蘇州大学
人間社会学域国際学類　大島　成実

わたしは2017年9月～2018年7月まで蘇州大学に留学しま
した。金沢大学は中国の大陸部にも提携校が多いですが、実際
留学する学生は比較的少ないように思うので、これを読んで少
しでも大陸部への留学に興味を持ってもらえると嬉しいです。

留学する国と大学を選んだ理由
中国へ留学を希望した理由は、どんな場所なのかずっと気に

なっていたからです。
具体的に言うと、日本のテレビ番組や小中の授業で耳にする

中国の話題には、ネガティブなものが多い気がしていました。
冷凍餃子などの食の安全に関するニュースや、一人っ子政策、
ヤミっ子、急激な経済成長や大気汚染、地域による経済・教育
面等での格差、歴史や領土の問題、反日デモなど。また、バラエ
ティ番組にある面白動画の紹介コーナーでも、中国からの映像
は（パンダに関するもの以外は）大抵おっかない枠として紹介さ
れているような印象を受け、「今の中国って漢文や歴史で習っ
たのとは違う感じなのかな」「よく分からないけどなんだか怖い
国みたいだな」と思っていました。

そのイメージが変わったのが高校生の頃です。同級生の中に
昔中国で数年暮らしたことのある人がおり、当時の生活につい
て話を聞くことがありました。その子が話してくれたのは日常
生活や日本人学校での思い出など他愛のない内容が殆どでした
が、わたしにとってはその他愛のなさが衝撃で、今思うと本当
に失礼な言い方になりますが「中国って、日本人が年単位で住
んでも大丈夫な場所なんだ」と驚きました。その子が住んでい
た場所を聞いたのが、わたしが蘇州という地名を知ったきっか
けです。

その後大学で中国語を勉強し始め、授業を通じて中国人の生
活についても知る機会が増えました。もともと留学に興味が
あって国際学類を選んでおり、熱心で親切な先生方や中国人留
学生の姿を見ていると、この人達が育った中国という国をもっ
と知りたいと思い、大陸部への留学を志しました。

大学選びは選択肢の多さに迷いましたが、丁度蘇州大学が金
沢大学の提携校の一つであり、学類内に実際に蘇州へ留学した
方がおられたことにも縁を感じ、第一志望にしました。また、
高校の同級生の話から蘇州に日本人が比較的多いことも知って
いたので、万が一怪我や病気をしても精神的に安心だと思いま
した。

留学前準備
必要な手続きは留学推進係の方がメールで丁寧に教えてくだ

さるので、その通知を見逃さないように気を付けました。留
学先で使えるカードや携帯など、不明な点は留学推進係の方
に伺ったり、留学経験者や蘇州大学の事務員さんに相談しまし
た。自分でネットで調べて済ませるのもありですが、特に蘇州
は日系企業が多いことから、日本人が何年か前に書いた古い情
報（≒今とは異なる情報）も結構混ざって出てくるので注意が必
要です。

金沢大学には中国人または中国に行ったことのある先生・学
生が多いので、鉄道やバス、食事のことなど、中国でのちょっ
とした話を聞いてみるとよいと思います。

留学先での授業
蘇州大学では留学生向けに口語・総合・写作の必修授業（午

前）と選択授業（午後）が開かれています。必修授業については
学期初めのテストで学生が7つのレベルに分けられます。授業
は基本的に全て中国語で行われますが、教室にいる人間は先生
を除き全て「中国にやって来た外国人」なので、特に口語の授業
は中国を知るというよりも、教科書に書かれたトピックについ
て自国のものと比較したり、色んな国から来た留学生と中国語
で話し合ったりすることになります。わたしの居たクラスは韓
国人が最も多く、次いで日本とロシア、それからイタリア、そ
の他各国といった感じだったので、トピックについて韓国の場
合との共通点に親近感を覚えたり、ヨーロッパとの相違点に興
味を持ったりと、中国にいても中国以外の国について知る機会
が結構ありました。

また、日本人や韓国人のクラスメイトの中には、旦那様のお
仕事の都合で蘇州にいらっしゃる奥様がおられます。奥様方と
の交流は、日本の食料品が買えるお店や外国人の生徒が通う学
校、海外転勤のことなど、留学生としてキャンパス内で生活し
ているだけではなかなか見えないことについて知り、自分の進
路についても考える機会になりました。

留学先でのおすすめ
〈桜クラブ〉

中国語の授業ももちろん大切ですが、留学生向けに授業をし
ている先生方は外国人の中国語の発音に慣れているので、慣れ
ていない中国人にも通じるかどうか確かめることをおすすめし
ます。蘇州大学には中国人と日本人の交流サークル「桜クラブ」
があり、定期的に交流イベントも開かれています。メンバーは
日本人や日本語に興味があって入っているので、語伴（お互い
の語学学習の練習相手）を探すならこのクラブのメンバーに呼
びかけるとすぐ見つかります。この他にも、普段行く食堂や
スーパーの店員さん、門番さんなどに話しかけたり、大学内で
HSKを受けたりするのもいいと思います。

〈日本語の授業〉
日本語学科の中国人学生が取っている日本語の授業を聴講し

ました。中国人がどう日本語を勉強しているか、日本語の表現
や日本の文化を中国語でどう説明するかが分かり、中国人学生
の知り合いも増えます。わたしは1年生のクラスに参加しまし
たが、先生も教材も、勉強し始めて半年の学生向けとは思えな
い程レベルが高く、参加するたび刺激を受けました。

〈蘇州観光〉
蘇州の名所の中でわたしが好きなのは園林です。世界遺産に

指定された複数の園林を始め、蘇州にはたくさんの園林があり
ます。中国の観光地というと赤や金をイメージする人もいるか
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もしれませんが、蘇州の園林は水や緑に合う落ち着いた色合い
が綺麗です。興味のある方は是非ネットで調べてみてくださ
い。

参観料は学生証を見せれば割引になりますが、色んな園林を
回りたい場合は園林カードを買うと、大人は百元、留学生はそ
の半額程度で対象の園林などに1年で百回まで入ることができ
ます。また、大学のすぐ近くにも幾つか観光地があるので、気
軽に足を運べます。

最後に
わたしが中国留学を決めた時、家族や友人は、とても心配し

ていました。実際に滞在してみて、衛生面や文化の違い、中国
独特のルールなどに触れ「確かにこういう所は気になる人もい
るだろうな」「これは知らずにされたら誤解するかもしれない
な」という場面に出くわしたこともあります。それだけでなく、
中国にいて楽だな、好きだなと感じることもたくさんありまし
た。地下鉄やバスにご高齢の方が乗ってくると誰かが必ずさっ
と席を立つことや、外で気軽に道を訊けたり訊かれたりするこ
とがそうです。

留学に際し色んな方にお世話になったので、今後は金沢大学
で恩返しをしていきたいです。そして将来どんな仕事に就いて
どんな一生を送るか分かりませんが、いつかもう一度、蘇州へ
行きたいと思っています。

中　　国

大連理工大学
理工学域数物科学類　郭　　允哲

留学に至るまで
私は両親ともに中国人ですが、日本で生まれ育ちました。親

族関係で中国を訪れることは幼い頃より多々ありましたが、当
時は中国語に対して少しばかりの抵抗感を持っており、中国語
での会話に消極的でした。そのまま大学に進学し、あっという
間に3年生になり、就職を見据える時期になりました。そこで、
ある日本企業が開催する中国でのインターンに参加しました。
正直、自分は中国語に苦労しないだろうという甘い考えを持っ
ていましたが、真逆の現実が待っていました。情けなさの反面、
言語を個性として活用している他の参加者の姿に感化され、帰
国後、中国への留学を迷うことなく決断しました。そして、大
連は文化が比較的日本に近いこともあり、大連理工大学を選択
しました。

留学の事前準備
まずは言語面。留学とは言語を自身の個性にするものである

と思うので、最低限以上の言語力、特に会話力は必要です。次に
生活面。現地での生活はトラブルがつきものです。私自身、寝
具がないことを到着してから知り、慌てて買いに行きました。
ちなみに、インターネットにはあまり情報がなく、あってもか
なり古いものなのであまり頼れません。最後に精神面。資格で
もなんでもいいのですが、目標の設定は何より必須だと感じま
した。ちなみに私の目標は、「中国人の会話」でした。

留学中
学期初めにテストと面談によってクラスが分かれます。授業

では課題が出ますが、苦にならない程度でした。言語の授業が
久しぶりだったので、高校時代のような楽しさが思い出にあり
ます。授業以外の場では、想像以上に多種多様な人と触れ合い
ます。クラスメイトの韓国の留学生とお酒を交わし、現地で日
本語を勉強する大学生と教え合い、時には寮の前で毎日授業を
サボるアフリカのお兄ちゃんと世間話をする、みたいな感じで
す。もちろん同大学に留学する日本人学生とも交流がありまし
た。その中でも、友人の誘いで参加した大連留学生社団という
学生団体では、年1回のお祭り開催に携わるなど、とても有意
義な時間を過ごせたように感じます。

留学中の困難としては、授業では学びきれない細かい部分や
より日常的な表現が多くあり、自身の言語力が思い通りに成長
しない時期がありました。そこで、現地の日本語の授業を手伝
う中でコミュニケーションをとり、後日喫茶店などで会話をす
るなどして、出来るだけ中国人の会話に近い環境を作りまし
た。

留学を終えて
私はこの留学を通して、行動力・打開力・客観力の3つを身

に付けたように感じます。現地ではどんな困難も自ら行動して
乗り越えなければならないですし、多種多様な方と関わる際に
は客観による判断が重要でした。もちろん言語面での成長もあ
り、HSK6級を取得することができました。現在は留学生チュー
ターとして活動しています。また、就職活動では自身の専攻知
識・性格・言語力を活かせる、メーカーの営業での就職が決定
しております。社会に出るにあたり多少の不安はありますが、
海外での勤務やプロジェクトなど、楽しみに思っています。

留学を志す皆さんへ
もしかすると、留学に行くか悩んでいる方は少なくないと思

います。正直、私がそうでした。留学はお金も時間もかかりま
すし、異国での生活は疲れます。不安要素は数えきれない程で
す。しかし、現地でしか学べないことや留学を通しての自身の
成長が必ずあると思います。有難いことに、金沢大学には私た
ちが挑戦しやすい環境が整っています。もし、留学後に少しで
も成長した笑顔の自分を思い描けたのであれば、私は皆さんの
大きな1歩を応援しています。
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中　　国

東華大学
人間社会学域経済学類　松崎　桜子

私は2017年9月から2018年7月までの10カ月間、中国上
海の東華大学に留学しました。

留学先の選択
私が上海を留学先に選んだ理由は、2つあります。まず、留

学に行きたいと考えていた頃、先輩方の派遣留学報告書を読ん
で、その中である先輩が「都市」にこだわったと書いていて、そ
れに非常にピンと来るものがあったからです。第二に、小松空
港からも、私の地元の富山空港からも上海への直交便が出てお
り、とても身近に感じられたためです。留学に行く前、中国に一
度しか行ったことがなく、上海には行ったことがありませんで
した。金沢大学は中国各地の大学と協定を結んでいますが、留
学先の希望を出す際、あまりにも情報が少なく、私はほぼ直感
で決めてしまいました。留学が始まる前は、不安を感じること
もありましたが、どんな状況に置かれても、どうしていくかは
自分自身と割り切っていたので、充実した留学を終えた今は、
自分の選択に間違いはなかったと思っています。とはいえ、事
前に情報を沢山得ておくに越したことはないと思うので、留学
先の選択に迷っている場合は、先輩や中国人の友達など色んな
人に話を聞いてみると良いと思います。

留学前の学習
大学1年の時に、初修言語として中国語を選択してから、留

学前の3年前期までに金沢大学で開講されている中国語の授業
をかなり履修しました。中国語の授業に限らず、中国の文化や
歴史に関する授業も積極的に履修しました。私の入学年度では
24単位まで他学類の授業も卒業単位に含むことが出来るので、
中国語や中国に関する授業を沢山履修しました。また、台湾で
の語学研修に参加したり、中国語検定とHSKを受験したりもし
ました。

留学前の準備
中国に留学するにあたって、留学前の手続きに関して主なも

のは、海外でも引き出すことが出来る銀行口座の開設とビザ申
請、それに伴う健康診断、海外保険の申し込みです。中国ビザ
は、個人で直接申請することが認められておらず、ビザ申請の
業者を通して申請しました。必要な書類を集めて、パスポート
と共に郵送するのですが、初めてだったのでとても不安でし
た。調べると業者は幾つか存在するので、電話をかけてみるな
どして信頼できそうなところに頼むと良いと思います。また、
健康診断については日本で受けると2万円くらいですが、東華
大学では現地に着いた後に集団で健康診断を受ける機会が用意
されていました。確か400元で、約8千円でした。値段の差に驚
いたことを覚えています。私は日本で受けていったのですが、
現地で再度採血だけしました。

授業について
私が参加した東華大学の中国語Aコースの授業は週五日午前

中に行われます。中国語を1から学び始めるA1クラスから上級
者向けのA5クラスまで、8段階約30クラス展開です。1クラス
に約20人が在籍しています。このことからも分かる通り、東華
大学では国籍、年齢、性別、職業が様々な沢山の人々が中国語

を学びます。私は1学期目にはA3+、2学期目にはA4に在籍し
ました。A3+までは、市販のテキストを使うのですが、A4・
A5は先生方オリジナルのテキストを使います。中国の文化や
企業、上海の文化や方言など、内容に富んでいて、2学期目の
授業は特に興味深く感じました。午後には派遣留学生が参加す
ることが出来る選択授業があります。中国文学や中国経済、中
国文化などがあります。また、この他にも中国人学生と交流し
ながら中国文化を体験する活動がよく開かれていました。

留学中の生活
留学中は大学の寮で生活しました。二人部屋で、私たちの部

屋はシャワー・トイレ・二段ベッド・机があり、洗濯機やキッ
チンは階毎に共同でした。一か月2万5千円程で学期毎の一括
払いでした。一人部屋もありましたが、数が少なく、価格は二
人部屋の1.5倍だったと思います。私は10カ月間、日本人同士
だったので生活習慣という観点から考えると良かったと思いま
す。しかし、大学に入学してからしばらく一人暮らしに慣れて
いたので辛いと感じることもありました。寮に関してはそれぞ
れの考え方があると思うので、自分に適した選択をしたり、自
分で適応したりしていけばよいと思います。

学校外での活動
学校での活動の他に、上海剣道愛好会に参加しました。上海

剣道愛好会は、毎週末日本人学校で、上海に駐在されている日
本人の方々や日本人学校の小中学生、さらに中国人の方々が共
に稽古を行っています。上海剣道愛好会に参加させて頂いたこ
とは、私にとってとても良い経験となったと思います。6、7
段の先生方が多数いらっしゃって、とても充実した稽古に取り
組ませて頂きました。また、私より年上の中国人の女性の方々
が、とても熱心に剣道に取り組んでいらっしゃって、それには
とても良い影響を受けました。大学に入学してからほとんど稽
古をしていませんでしたが、留学中はかなり稽古をしました。
蘇州や天津、北京、香港で開催される大会に参加させてもらっ
たり、色んな話を聞いたり、とても貴重な経験をさせて頂きま
した。中国人の方と交流し、自分の中国語の能力向上にも確実
に繋がったと感じています。海外で働いていらっしゃる日本人
の方とお話させて頂いたこともとても貴重な機会だったと思い
ます。上海で剣道を通してお世話になった方に本当に感謝の気
持ちでいっぱいです。

興味深かったこと
中国で10カ月生活する中で、興味深いと感じたことの一つ

にキャッシュレス社会が挙げられると思います。現時点で、日
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本ではまだまだ進んでいない文化なので、実際にキャッシュレ
ス社会に身を置いて生活出来たことはとても良い経験になっ
たと思います。上海に着いてすぐに、現金があまり使われて
いないことが分かり、街の至る所にQRコードがあることに
初めはとても驚きました。留学生活が始まって一週間も経た
ないうちに銀行で口座を開設し、支付宝（Alipay）や微信支付

（Wechatpay）を当たり前に使うようになりました。ものを
買ったり、チケットなどを予約したりするのに、とても便利で
した。

最後に
留学をして最も良かったと感じられることは、普通に大学生

活を送っていては、知り合うことが出来ない人たちと交流でき
たことだと思っています。留学前までは、知らない人と話すの
は苦手な方だったのですが、留学中、国籍や年齢が異なる様々
な人たちと話をすることで、自分の考え方が刺激され、視野が
広がりました。また、日本の良さを改めて感じることが出来ま
した。一方で中国という国にさらに魅力を感じ、より一層好き
になりました。本当に素晴らしい経験をさせて頂いたと感じて
います。留学に行くことを応援してくれた、祖父母や母をはじ
めとする家族には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。その
他、お世話になった全ての方にお礼の言葉を伝えたいです。留
学で学んだことを無駄にすることなく、これからに繋げていき
たいです。

人間社会学域国際学類　松野　美月
私は大学2年の2017年9月から2018年6月まで中国・上

海の東華大学に留学しました。留学のきっかけは中学生の時に
私の出身地である市のプログラムで約1週間北京と上海に交流
団として訪れたことでした。実際に見た中国は、自分の中で想
像していた中国の姿とは全く違っていて、もっと中国のことを
知りたいと思うようになりました。

留学前
私は本来3年次に留学に行こうと思っていて、2年の時期に

留学に行こうとは全く考えていませんでした。そのため一年の
前期まではのんびりと過ごしていましたが、留学もして4年で
卒業して欲しいという母の強い要望があり、二年次での留学を
決意しました。大学選びでは、大きな都市に留学したいと考え
ていたので言語の先生に相談して東華大学に決めました。面談
やビザなど、留学に必要なものは友達や先生の協力を借りて準
備をしました。今思うことは、留学経験者の先輩方にもっと話
を伺えばよかったということです。私は留学を決めてから急
ピッチで準備を進めたので、情報収集の時間がありませんでし
た。もっと話を聞いて情報を集めていれば、留学前に感じた「こ
れでいいのかな」という不安は軽減できたのではないかと思い
ます。

大学・授業について
東華大学は上海の中心地に位置しています。大学から徒歩3

分のところにバス停、さらに徒歩5分で最寄り駅があります。
飲食店も数多く立ち並び、ジムや公園もあり、とても立地が良
いので不便なく生活できます。東華大学は服飾で有名な学校で
すので、校内ではオシャレな中国人学生が見られます。大学の
クラスについてですが、様々な中国語コースがあり、クラスも
細かくレベル別で分けられています。入学前にクラス分けテス

トがあり、一クラスは20～30人くらいです。留学生の国籍は
多様で、私のクラスメイトの出身地は10カ国以上でした。しか
し日本人学生の数は少なく、私のクラスでは私も含めて二人だ
けしかいませんでした。中国語学習の場としてとても良い環境
です。授業は8:30~12:00まで中国語の授業で、午後は自由に
過ごすことができます。しかし午後は留学生向けに言語以外の
授業も開講されており、希望すれば参加できます。必修の授業
時間は午前だけと決まっているので、午後の過ごし方を自分の
好きなように決められるのがとても良いです。

留学生活
留学始めの頃は中国語が全くできずに苦労しました。留学前

は金沢大学で第二言語として一年半中国語の授業を受け、中国
語検定3級も合格して上海にきましたが、授業で先生がいうこ
と、周りの留学生達の発表が理解できずに悔しかったし、悲し
くもありました。授業が終わったら予習と復習をしてだんだ
んと周りのいうことが理解できるようになって嬉しかったで
す。ある日韓国人の友人に、私の中国語は発音の誤りがたくさ
んあって何を言っているのかわからないと言われたことがあり
ました。ある程度中国語ができるようになったと思っていたの
でショックでした。だから中国人の友達に頼み込んで中国語の
発音を教えてもらいました。ネイティブから教えてもらった方
が、正解だし向上が早いとこの時に感じました。授業中に使う
中国語とネイティブの中国語は違います。とにかくスピードが
早くて聞き取れません。それから私は中国人の友人を増やし、
交流することを心掛けました。

休日などの自由時間は友達と上海の街に繰り出したり、中国
国内を旅行して楽しみました。ご存知の通り、中国はとにかく
大きくて有名な観光地がたくさんあります。時間とお金にある
程度余裕のある留学期間中しか中国巡りはできないと思ったの
で、休日や長期休みを利用してたくさん旅行に行きました。そ
れでも行きたいところ全ては行けなかったので中国は本当に大
きいとつくづく感じます…。

また、授業以外でも中国語を使いたいと思っていたので、中
国人学生に日本語を教えたり、逆に彼らに中国語を教えても
らったりしました。二学期目からは留学生活にも慣れてきた
ので上海の知り合いの飲食店でお手伝いもさせていただきまし
た。上海にきて半年以上たっても相手の言っていることがわか
らないことがあり苦労しましたが、実用的な中国語が学べたの
でこの時間はとても有意義でした。

思いがけなかったこと
一つ目は英語も話せるようになったことです。中国語習得の
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ため留学しましたが、留学生同士で交流するときは英語を使う
場面が多く見られます。英語も中国語もできなかった私はとに
かくどうにかしてコミュニケーションを取らなければならない
と思い、中国語だけではなく英語も勉強しました。留学前は中
国に留学して英語も話せるようになるとは思ってもみなかった
ので思いがけない収穫でした。留学を考えている方は留学前に
英語も勉強しておくことをお勧めします。

二つ目は食あたりに二回もなったことです。中国の食事は本
当に美味しいのですが、衛生面が日本のように良くありませ
ん。食あたりになったときは三日間くらい何も食べることがで
きず、日本病院に駆け込みました。事前にきちんとした保険に
入って現地にある日本病院を確認してください。

留学を終えて
2年の時期に留学するのは早いのではないかと迷ったことも

ありましたが、留学を終えて言えることは、留学して本当によ
かったと言うことです。留学中、もちろん苦労や困難に遭いま
すが、それを乗り越えたら自分に自信がつきます。私は辛いこ
とよりも楽しくて充実した時間が多かったです。留学を通して
たくさんの人に出会って、いろんなことを経験し、自分の世界
が広がって彩られていく感じはたまりません。留学で得たこと
は今後の人生の糧となるはずです。もし留学しようか迷ってい
る方がいたら、彼らの不安や迷いを払拭して背中をひと押しす
るような役割をしていきたいです。後悔なく留学を思いっきり
楽しんでください。

マレーシア

マラヤ大学
人間社会学域経済学類　半田　千尋

私は、2017年9月～2018年6月までの2学期分、マレーシ
アの首都であるクアラルンプールにあるマラヤ大学に留学しま
した。まず、マレーシアに興味をもつようになったのは、大学
で会ったマレーシア人の友だちがきっかけでした。その友だち
に会うまで、マレーシアは「東南アジアにあるなんとなく暑そ
うな国」というイメージしかありませんでした。しかし、その友
だちとさまざまな話をするうちにマレーシアに興味を持つよう
になりました。

留学前、1番魅力に思ったのはマレーシアが多民族国家とい
うことです。マレー系、中華系、インド系などがそれぞれの言
語を話し、それぞれの宗教を信じているという話を友だちが話
してくれた際、最初は想像できませんでした。日本ではみんな
が日本語を話しているし、宗教をしっかり信じているという人
は多くないからです。この話を聞いて、実際のマレーシアの雰
囲気を感じたいと強く思いました。

事前準備
留学に行く前、ビザの取得や大学への申し込みなど事前に準

備しなくてはいけないことがたくさんありました。どの申請も
1日、2日で終わるものではないため、早めに準備することを
おすすめします。申請が不十分な状態でマレーシアに渡航して
しまうと、最悪の場合、帰国しなくてはいけない場合もあるの
で注意してください。また、マレーシアのビザ取得や大学申し
込みに関しては自分で得られる情報がかなり少ないと感じたの
で、前年度留学した先輩などに連絡をとるのもいいと思いま
す。

語学面に関しては英語力を強化することに超したことはあり
ません。マラヤ大学の場合、語学学校などの英語強化プログラ
ムはほとんど用意されていないため、いきなり専門科目を英語
で履修することになります。専門の授業でも対応できるような
知識をもって留学をすれば、得られる知識の幅も広がると思い
ます。

大学の授業について
マラヤ大学はマレーシアでトップクラスの大学ということ

で、レベルの高い学生が集まっているというのが印象的です。
ローカルの学生と同じ授業を受けることが多く、語学面や知識
面で良い刺激を受けることが多かったです。留学生が受けられ
る授業というのは決まっていますが、その種類は幅広く、東南
アジアの政治に関する授業からジャーナリズムの授業、マレー
シアの伝統楽器の授業までありました。私は外国語も勉強した
いと思っていたのでマレー語や中国語の授業も履修しました。
留学生が受けられる授業の中に含まれていない授業でも、教授
が承諾すれば受けられる場合もあるため、自分の受けたいと思
う授業には、まず出席することをおすすめします。

文系の授業は2時間分の講義と1時間分のチュートリアルと
いう3時間分で構成されていることが多いです。チュートリア
ルというのは、ディスカッションやプレゼンテーションなど生
徒が主体的に活動する時間です。講義で学んだことを活かして
チュートリアルに臨むことで、クラスメイトや先生と意見を共
有し、自分の知識が深まったと感じました。また、プレゼンテー
ションでは、人前で英語を話さなくてはいけなかったので、英
語力を強化するのにはいい経験になったと思います。

テストは、日本の1問1答の試験とは全く異なり、ほとんど
が持ち込み不可の記述式でした。もちろん回答はすべて英語で
書かなくてはいけないので、テスト対策に苦労したことを覚え
ています。評価はテストの結果とレポートの結果、その他のプ
レゼンテーションや授業態度などで決まります。マラヤ大学で
は評価をとても気にする学生が多く、テスト前や学期末は多く
の学生が図書館で勉強していたのが印象的です。

マレーシアでの生活について
マレーシアと聞くと発展途上国で治安が悪そうと思う方もい

ると思いますが、実はとても住みやすい国です。治安面では、
危険な場所に行かなければ安心して生活することができると思
います。危険な
事件に巻き込ま
れたという話は
ほとんど聞きま
せんでした。日
本より安全とは
言いがたいです
が、日常生活で
恐い思いをする
ことは少ないと
思います。言語
面については、
マレーシア、特
に ク ア ラ ル ン
プールでは英語
がほとんど誰に
でも通じます。
アクセントは独
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特ですが、多くの人が外国語として英語を話しているので、間
違えることを恐れずに英語を話すことができました。このよう
な英語環境は、ネイティブの国では味わえない独特なものだと
思います。物価に関して、特に食べ物が日本よりも安いと感じ
ました。学食であれば1食5リンギット（約150円）程度、ロー
カルのレストランであれば10リンギット（約300円）～20リ
ンギット（約600円）程度で食べることができます。洋服の値段
は日本とあまり変わらないと感じました。住居に関して、私は
2人1部屋の寮で生活していました。最初は2人で生活するこ
とに不安でしたが、実際に生活していると楽しかったです。最
初の学期は中国人、2学期目はタイ人がルームメイトで、文化
の違いやお互いの授業などについて話してとても面白かったで
す。寮は正直きれいとは言えませんが、多くの留学生と関わる
ことができるのでおすすめです。

最後に
マレーシアへの留学はアメリカやイギリスと比べると、あま

りメジャーな留学先とは言えないかもしれません。ですが、マ
レーシアに留学して後悔している人を見たことがありません。
マレーシアという国は多民族国家だからこそ、いろいろな人を
受け入れてくれる国だと思います。みんな違うのが当たり前。
私はそんなマレーシアの雰囲気が忘れられません。また、マ
レーシアは暖かい気候であるせいか、国全体がゆったりとリ
ラックスしています。キビキビした日本人にとってはたまにス
トレスになってしまうかもしれませんが、慣れるととても快適
に過ごすことができます。

大学生活でほぼ1度しか体験できない派遣留学、日本とは異
なるリラックスした国に留学してみてはいかがでしょうか？

人間社会学域国際学類　藤井　麻由

そもそも留学では何をするの？
わたしは、一年間マレーシアにあるマラヤ大学の社会学部東

南アジア学科生として、現地学生と同様に授業を受けたり活動
したり課題を提出したりテストを受けたりしていました。今ま
で勉強したことのない分野や日本語でも書いたことのない形式
のレポート、今までと異なる授業形式に、毎日なにかしらの困
難にぶつかっていました。

私の場合は授業のほかに、現地学生や他国留学生のための日
本語セッションを週に一回開催したり、週末にマレーシアに住
む日本人児童の日本語維持教室のボランティア活動をしたりし
ていました。教室の予約・生徒の募集・協力してくれる日本人

の募集・クラスの雰囲気づくりなど、さらに新しいことの連続
でした。

逆に休暇期間は日本にいた頃からは信じられないくらい頻繁
に旅行に行き、すっかり東南アジアファンとなって帰国しまし
た。

留学を通して学べたことは？どうやったら学べるか？
留学すれば必ず学びはあります。さらに言うと、必ず学びは

あるのだから、よりよい学びのために、工夫しながら生活する
必要があります。わたしは英語が大好きで得意というタイプで
はありませんが、そのような有利な能力がなくても生活するだ
けなら可能です。そこにどう工夫していくかが重要です。

留学中必要な英語は、資格試験のように評価を目指す目標地
点ではなく、自分の目的を達成するための道具です。例えば、単
位互換のための成績証明書はどこで発行できるのか知りたいと
思ってその学校の留学生担当に聞きに行きます。その時に「証
明書」「発行」の英単語が分からないために担当の方に悪い評価
を受けて終わり、ということはありません。最終的に「成績結果
は、留学が終わってから学校のホームページにログインして自
分で印刷すれば手に入る」などが分かれば目的は達成されます。
また、隣に座った友達ともっと仲良くなるためにお互いの大学
や過去について話そうと切り出して、上手く言葉が繋げられず
に授業が始まってしまい、授業中ずっと気まずい思いをするこ
ともあります。このような小さな生活の課題に挑戦しながら、
自分の限られた能力でよりよい生活にしていくという大きな経
験を作り上げていくことが、留学の学びだと思います。

現状に満足していない人でも、さらに自分をレベルアップさ
せたい人でも、留学は失敗経験を積みに行くというマインドで
臨めばよりよい留学にできると思います。

アドバイス？
留学生活自体に安心してチャレンジできるよう、ビザや語学

試験の準備でつまずかないように気を付けてほしいです。失敗
経験を積めばいいと書きましたが、書類不十分で強制帰国と
なってしまってはそれどころでなくなってしまいます。

留学を計画していると、周囲に留学に行くことを伝えなけれ
ばならなかったり、自分の留学について説明したり、また許可
を得る必要があったりします。調子がいいときはしっかり志望
理由や留学目的を伝えられても、対話していくうちに迷走して
自信がなくなる時期も経験するかと思います。治安・衛生面、
予算、日本語対応の病院はあるのかなど、自分が気にしていな
かったところを聞かれて心配されることもあるでしょう。一喜
一憂する必要はなくいろいろな人の力を借りて準備を進めれば
いいと思います。

また留学中・留学準備中は1～3カ月に一度振り返りの記録
を付けておくと、この留学レポートを書くときなどに便利で
す。奨学金によってはありがたいことにそれくらいの期間で記
録提出が課されます。めまぐるしい留学中の生活でも忘れず提
出してください。

ア
ジ
ア



8

台　　湾

国立政治大学
人間社会学域法学類　関　可奈子

私は平成29年9月から約10ヶ月間、台湾の国立政治大学に
留学していました。大学1年生の夏休みに短期の英語研修に
行った時の友人や出来事がきっかけで、ぜひ日本と関係の深い
国に留学したいと思いました。将来の進路や自分の興味をもと
に考慮した結果、台湾に留学することに決めました。観光地と
して大人気の台湾ですが、治安が良く、留学先としても大変過
ごしやすく魅力的な場所でした。少しでも多くの人に台湾留学
に興味を持っていただきたいと思っています。

留学前の準備
VISAの取得や書類の準備はもちろん、何よりも中国語の勉強

をきちんとすることをお勧めします。私は、派遣が決定してか
ら中国語の勉強を始めたので、渡航するころにはピンインと簡
単な文法事項がわかるのみで、会話や聞き取りは全くダメでし
た。英語や日本語が堪能な学生はたくさんいるので、大学内で
はそこまで困りませんが、一歩外に出ると話せない・聞き取れ
ないことの不便さを痛感しました。幸運にも、台湾人の友人が
空港まで迎えに来てくれ、様々なことを手伝ってくれたので何
とかなりましたが、台湾に留学する以上、中国語ができるに越
したことはありません。また、留学生活は長いようであっとい
う間に終わってしまうので、やりたい事、行きたい場所などを
事前にリストアップしておくとよいと思います。

授業について
留学生は、現地の学生が受ける通常授業（英語開講あり）、留

学生向けの授業（英語開講）、中国語の授業（政大華語中心の先
生が行う）、さらに併設されている語学学校（政大華語中心）の
授業を受けることができます。私は、通常授業（英語開講）と留
学生向けの授業、語学学校の授業を受けていました。

語学学校について、大学レベルの交換留学生は語学学校に無
料で通えるようですが、金沢大学が結んでいるのは学部レベル
の協定なので学費を納める必要があります。語学学校は大学と
違い4学期制で1学期は大体3ヶ月ほど、週5日毎日3時間授
業があります。午前と午後に分かれており、1学期通して同じ
クラスメイトと先生で進みます。最初のクラスは、筆記試験と
面接による口頭試験によって決まります。基本的に学期ごとに
次のレベルのクラスに上がることができ、飛び級などはできな
いので、より高いレベルの中国語を学びたい人はしっかり準備

すべきだと思います。学期中は、Day tripや朗読会なども開催
されます。

交換留学生は、大学の授業も受けることができます。もちろ
ん中国語開講の授業のほうが数は豊富ですが、英語開講の授業
もたくさんあります。私は、台湾原住民に関する授業や台湾映
画に関する授業などを履修していました。授業は台湾人の学生
と知り合う良い機会にもなるので、興味があるものがあれば積
極的に足を運んでみることをお勧めします。

私の場合、秋学期には午前中に語学学校に行き、午後は大学
の授業を受けていましたが、春学期はより中国語学習に集中し
たいと思い、語学学校だけに通いました。その分空いた時間に、
日本語を勉強している台湾人と言語交換を行いました。相手は
語学学校の掲示板や言語交換サイトで見つけたり、友達の紹介
で出会ったりしました。

生活について
まず住居についてですが、留学生は学校の寮に住むことがで

きます。1つは現地の学生が住む自強9舎と呼ばれる寮で、も
う一つはI ‐ houseという留学生専用の寮です。私は、ずっと
自強9舎に住んでいました。この寮は4人で1部屋を使い、シャ
ワー・トイレは共用です。秋学期は中国人2人と日本人、春学
期はマカオ人と日本人のルームメイトがいました。ほぼプライ
ベートのない生活に初めは戸惑いましたが、常に中国語が聞こ
えてくるこの生活はリスニング力の向上に役に立ったと思いま
す。ただ、この寮は清潔とはいいがたく、引っ越す人も何人かい
ました。私は寮に住んでいたので詳しくはないですが、アパー
トを借りたりシェアハウスを探したりするのはそこまで難しく
はないようです。

政治大学は台北の郊外に位置し、周辺には動物園や猫空など
の観光地があり、どちらかといえば自然豊かな環境だといえま
す。日常生活で必要なものは大体手に入りますし、バスやMRT
ですぐ台北の中心地まで出ることができます。台北はそこまで
大きな都市ではないうえ、交通が発達しているので、どこにで
も遊びに行きやすいです。休みの日は、友人と観光したり、ご飯
を食べに行ったりしていました。また、台北には小さなカフェ
がたくさんあり、気に入ったカフェを見つけて言語交換や勉強
をしていました。

最後に
私は、留学を決意した時期が早いとは言えず、万全な準備で

留学したわけでもありませんでした。留学前は台湾での生活を
楽しみにしていた反面、本当に1年卒業を遅らせてまで留学す
る意味はあるのかという疑問も常にありました。実際に留学を
終えてみて、中国語能力などは台湾留学していたというには不
十分かもしれませんが、台湾での生活が私自身に与えた影響は
計り知れないものです。10カ月間の台湾生活、そこで出会った
人々、得た経験は間違いなく、私の考え方や価値観を豊かにし
ていると思います。留学に興味はあるけど様々な理由で躊躇し
ている、という人はたくさんいると思いますが、やってみて無
駄なことは1つもないので、ぜひ挑戦してみてください。
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タ　　イ

チェンマイ大学
人間社会学域国際学類　谷　　遙栞

サワディーカ！わたしは2017年8月から10カ月間、タイの
チェンマイ大学に留学していました。ここでは、留学の動機、留
学前、留学中での授業や生活、留学後について、おおまかに報
告したいと思います。タイに約1年間留学していたと言うと、
なんで？とほぼ100％聞かれますが、この報告書を見て、少し
でもタイもいいかもと思っていただけたら、と同時にこれから
留学に行かれる学生、留学を考えている学生の参考になれば嬉
しいです。

チェンマイはタイの北部に位置し、北方のバラと呼ばれる古
都です。首都であるバンコクとは、大体東京ー石川の距離ほど
離れており、バンコクとは全く違う雰囲気で、歴史のある都市
です。観光地としても人気です。

留学の動機
わたしは、海外のドラマや歌が好きで、高校生の頃から漠然

と留学したいと思っていました。しかし、どの国へ、何を学び
たいかなんて正直、全く考えておらず、本格的に行動に移した
のは2年生になってからでした。2年生になり、わたしはアジ
アコースに所属し、アジア圏で英語も学べる国に留学したいと
思うようになりました。また卒論準備の研究を通じて、自分は
観光に興味があると感じ、観光地として人気のあるタイを選び
ました。チェンマイを選んだのは、歴史的な建造物、文化、自
然を観光資源として売りにしているところが石川県と似ている
と思ったからです。タイに留学していた先輩方からのアドバイ
スも大学を絞る上でとても助けになりました。

留学前の準備
留学準備で大変だったことは、TOEFLのスコア条件を満たす

こと、留学先の担当の方との連絡、ビザの取得でした。わたし
は英語をあまり勉強してこなかったので、何回もTOEFLを受け
ました（受験料が高いので、何回も受けることはオススメしま
せん）。また、タイはゆったりしているので、留学先から返事が
なかなか来なくて、わたしは留学中の住居も決まらないまま渡
航しました。ビザの取得も入学許可証が届かず、ギリギリで申
請しました（ちなみに渡航後のビザ延長も苦労しました）。予防
接種については、地域によって推奨される注射が違うので、間
に合うように早め早めに計画して接種すると、滞在先でも安心
して過ごせると思います。

留学中の生活
住まいが決まらないまま渡航したわたしでしたが、日本に以

前留学していた友達のおかげで、なんとか当日に寮が決まりま
した。大学に近く、一人一部屋（トイレ、シャワー付）で、光熱
費、水道代含め、1カ月約18,000円でした。門限もなく、管理
人さん、警備員さんが常駐しているので安全で過ごしやすかっ
たです。治安も比較的安全で、夜遅くに一人で外出しないこと、
スリなどに気をつけるなど、最低限のことに気をつけていれば
問題ありません。また物価が日本の1/3 ということもあり、食
費も交通費もかなり安いです。

留学にきたからには、他国の学生と交流しないと！と思われ
る方が多いと思います。もちろんそうですが、わたし自身日本
人学生との交流も大切だと感じました。母語以外で話すとき

は、どうしても100％相手に伝えたい事が伝わらないもどかし
さがストレスになって、日本人同士で話すのが良い息抜きでし
た。そして、近況を聞いて、わたしも頑張らなければいけない！
とエネルギーも貰えます。また、インターナショナルフェアと
いう各国からの留学生らが、ブースを作って、それぞれの国の
文化を紹介するお祭りがあり、日本人学生らで日本のお菓子を
作ったり、ダンスを踊ったり、協力して日本文化の発信を行い
ました。チェンマイ大学はイベントが多いので、積極的に参加
すると留学生活がもっと充実するし、イベントを通じて、たく
さんの人との出会いがあります。

留学中の授業
留学生にはバディーとアドバイス教員がついて、留学生のサ

ポートをしてくれます。学部にもよりますが、わたしについて
くれたのは日本語学科の学生と先生でした。履修登録はイン
ターネットで行います。授業は英語かタイ語で、英語の授業の
ほとんどは英語学科の授業でした。わたしはタイ語が0からの
スタートだったので、英語学科の授業を履修し、タイ語は留学
生用の授業を取りました。英語学科の中でも観光に関する授業
があり、わたしが留学前から取りたいと思っていた授業は履修
できました。登録後は教科書を専用のカウンターで購入します。
土日と水曜が休みで、授業は月曜と木曜、火曜と金曜がセット
になっていて、同じ科目の授業を受けます。授業は基本的に少
人数で、中間テストと期末テストがあり、筆記試験、プレゼン
テーションや寸劇など、授業によってテスト形式は異なります。

学部ごとに建物があり、大学内はとても広く、無料バスでの
移動になります。路線がいくつかあるので、あえていつもとは
違うバスに乗って、学内を探検するのも面白いと思います。

留学後
留学を振り返って、行ってよかった～と思います。上手くい

かないこと、タイ特有のまった～りとした気質から、遅い！と
少しイラっとすることもありましたが、楽しい思い出の方が強
く残っています。それも大学の先輩、現地での友人、家族、先
生方の支えがありきの留学生活でした。とても感謝していま
す。英語やタイ語が上手くなったかと言われると微妙ですが、
話す力はついたと思います。まだまだ向上の余地があり、今は
タイ語が好きになり、タイ語の勉強に熱中しています。発表の
ある授業が多く、最初は負担でしたが、タイ人学生と一緒にす
るので、なんとかなる！と思えてきて、そのおかげで友人もで
き、人前で話すことにストレスを感じることが少なくなりまし
た。また、異文化に身をおくことで、何事に対しても、受容的
になったように思います。自分とは異なるものを受け入れる、
ということが習慣になったのだと思います。タイ気質を表すマ
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イペンライ（気にしない、大丈夫）という言葉がありますが、何
事にも大らかなタイ人の気質を、わたしもゲットできたのでは
ないかと思います。

なんとなく留学がしたいという気持ちだけでも、なんとかな
ります。マイペンライです。もちろん留学前に、留学後を見据え
た計画があれば完璧ですが、留学中に見つけるというのでも、
遅くはないと思います。留学に行って後悔したという人は聞い
たことがありません。わたしも行ってよかったと心から思いま
す。たかが一年（半年）、されど一年（半年）。みなさんなりの素
敵な留学生活を送れますように。

インド

ティラク・マハラシュトラ大学
人間社会学域国際学類　稲岡　　仁

僕はこの1年、インドはマハラシュトラ州プネーにあるティ
ラク・マハラシュトラ大学で社会学を学びました。感覚とし
て、かつて持ち得たある程度の繊細さ、弱さがこの1年でどこ
か手の届かない場所へ追いやられた気分です。それほど生命力
が増した心地のする濃厚な1年間。伝えたいことは書ききれな
い程あるのですが、ここでは3点に絞ってお話ししたいと思い
ます。

日日コースにおすすめ
ティラク大学には日本語学部があり、100人を超える学生が

日本語を勉強しています。文科省が毎年募集している奨学金
や、全インドの日本語スピーチコンテストでトップの成績を収
めており、多くの学生が熱心に日本語を学んでいます。

渡印直後はこの日本語学部キャンパスにあるゲストハウスが
用意されていたため、日本語を学ぶインド人の友達が多くでき
ました。その中でも僕が仲良くなったのは、仕事や他大学での
授業の後に開催されるオープンコースの学生でした。学部生と
は異なり殆どが地元の出身なので、祭など特別な行事だけでな
く、普段から家に遊びに行ったり、何かと手伝ってもらったり
していました。彼らは僕たち日本人学生と仲良く遊ぶだけでは
なく、常に日本語の勉強に関する質問をぶつけてきました。ネ
イティブにとっては考える必要もない事の意味を説明すること
は意外と難しく、また理解してもらえた時は自分も嬉しくなる
ので、自分も勉強して日本語教師になろうかと思ってしまうほ
どでした。ただ、日本語を話せる人が多いため、自分もついつ
い日本語を使ってしまうことが多く、他の言語がそれほど上達
しなかったことは後悔しています。

ティラク大学は日本語教育の実績が高く、インド自体が近年
日本語学習者が増加している地域なので、ここで日本語教師の
勉強をするのはオススメだと思います。

留学中の心構え
僕は留学中、「インドにいる間にしか経験できないことをす

る」という事を第一に考えていました。正直に言うと、僕は他
の国に留学した学生と比べて、大学での座学にはそこまで力を
入れていないと思います。授業をしっかり聞いて学術的な知識
を増やすことはもちろん大切ですが、本を読めばわかることは
日本に住んでいてもできるので、僕は自分の五感でインドを学
ぶ事を意識して過ごしました。そのため、大学院コースの農村
キャンプに参加したり、友達の地元の村を訪れたりと様々な場
所に直接行き、現地の人とたくさん関わりました。

僕の留学目的は貧困などの社会問題を学ぶことであったの
で、当初はそれに関連した場所に行かなければならないと硬く
考えていましたが、次第にそれを意識しすぎなくてもいいと思
えるようになってきました。まず、活動目的を特定しすぎると、
何をするか考えてばかりで時間を無駄にしてしまう事があるか
らです。そのため留学のとりわけ後半は、「考える前に動いてみ
る」ことをモットーに、バイクでインド全国を回り、プネーでも
結婚式などの伝統文化に触れる機会をたくさん作りました。

また、先に述べた日本語の使用も、インドの文化を教えても
らうための手段として考えれば必ずしも悪いことではないと思
えるようになりました。インドについてより深く学べるのなら
日本語を使うことにも問題はありません。こうして、インド人
日本語学習者を通して現地の人々とも様々な会話を交わすこと
が出来ました。

このように、専門分野の勉強という大義を意識しすぎず、日
本語も利用して、現地の生活や文化をたくさん吸収すること
で、インド社会について多くの学びが得られましたし、そこか
ら自ずといくつかの問題点もわかるようになりました。

留学前の準備不足・言語について
僕が後悔しているのは、インドの諸言語はおろか英語さえも

十分な力を付けずに渡印した事です。専門分野の勉強ばかりに
意識がいき言語に関しては全く注意をはらっていませんでした
が、実際に大学のあるプネーに来てみると自分の英語力の拙さ
を痛感し、結局大切な留学生活の一部を日本でもできる英語学
習に費やしてしまいました。また、学生やオフィスワーカー以
外の現地人は基本的に英語を話さないため、僕のようにインド
の社会問題を学びたい人は現地の言葉を留学前にかじっておく
方がいいかと思います。インドではヒンディー語と英語が公用
語になっている為この2つの言語は役に立ちますが、各州ごと
の言語も準公用語として指定されており、プネーで活動する場
合はマラーティ語を勉強する方が便利だと思います。

インドへの留学はこれまでの価値観を大きく揺さぶること請
け合いです。そしてどこの国に行くにしろ、言語の勉強は大事
であり、とにかく現地の文化、生活、人々と密接に関わること
が留学を悔いのない良いものにしてくれるのではないでしょう
か。
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オーストラリア

シドニー工科大学
人間社会学域国際学類　柴田奈美穂

私は3年生が終わる2017年2月～12月までの10か月間、シ
ドニー工科大学（UTS）に留学しました。UTSはシドニーの中
心部にある総合大学です。工科大学という名前ですが、実際に
は非常に幅広い学部があり、アジアや欧米から多くの留学生を
受け入れているので、様々な国籍の人と交流することが出来ま
す。

留学前
留学前にしておくと良いことは2つあります。1つ目は、英

語でコミュニケーションを取る機会を作ることです。日本の英
語教育を受けてきた学生は、ある程度ReadingやWritingの力
はついていても、英語のコミュニケーション能力（Listeningや
Speaking）に自信がない人が多いように思います。留学に行
く前から、英語を話す機会が多い授業を積極的に取り、留学生
と友達になって英語での会話に少しでも慣れておくと、より充
実した留学生活が送れるに違いありません。2つ目は、人脈作
りです。金沢大学に来ている留学先の学生と仲良くなっておけ
ば、自分が留学した時に街中の案内や銀行口座、携帯のことな
ど、サポートしてもらうことが出来ます。また、同じ大学に留
学していた先輩と繋がれば、実体験を元にした有力なアドバイ
スや情報を得ることが出来ます。よって、留学に行く前から人
脈作りをしておくと、いざ現地で困ったときに頼ることが出来
て心強いと思います。

授業・学習面
私はAustralian Language and Cultures Courseの授業を

受講していました。UTSでは1コマ3時間の授業が週に3コマ
しかないので、予習や復習、また自分の興味のある分野の研究
にも時間を割くことができます。私は履修科目以外で観光学に
興味があったので、教授にお願いして聴講という形で授業に参
加していました。

授業以外でも、UTSでは手厚い学習支援サポートを受ける
ことが出来ます。例えば、金沢大学のチューター制度のような
Buddy Programがあり、定期的に1対1で話すことは効率的
な英語力向上に繋がると実感しました。Buddyとはお互いの
国や文化について話したり、時間がある日はバスで少し離れた
町に行って古着屋巡りやVegan Restaurantに連れて行っても
らったりしました。他にも、英語に不安のある学生向けに英会
話教室や発音練習、ライティング添削等のサポートを全て無料

で受けることが出来ます。英語の自然な言い回しやライティン
グ等のアカデミックスキルを鍛えることも出来るし、そこのク
ラスで出会った学生と友達になることも出来るのでおすすめで
す。また、UTSにはJASS（Japanese and Australian Student 
Society）というサークルがあり、そこでは日本に興味のある学
生と交流できる機会がたくさんあります。

生活面
シドニーの中心部での生活になるので、一言で言えば「シ

ティーライフ」を送ることになります。寮から大学へは徒歩
10～15分で移動でき、周りには大きなショッピングセンター

（DAISOもあります）や多国籍な飲食店が数多く存在するので、
基本的に生活面で不便なことはありません。しかし、シティー
中心部ということもあり、家賃や物価は比較的高いので、金
銭面では他の留学先より少し負担が大きくなります。UTSに
は4つ の 寮 が あ り、1st SemesterはGumalの4人 部 屋、2nd 

SemesterはYuraの6人部屋に住んでいました。私のルームメ
イトはUTSの学生に加えて欧米からの留学生が多かったです。
ネイティブスピーカーが多い英語環境に慣れるには苦労しまし
たが、そのような環境で生活できたことはとても刺激になりま
した。ルームメイトの国籍は部屋によって様々なので、アジア
人ばかりの部屋もあれば欧米人が多い部屋もありました。どの
部屋になるにしろ、他の国の学生と一緒に生活を送るのは、文
化や価値観の違いが肌で感じられるのでとても面白いと思いま
す。

自分らしい留学
私は約10か月の留学生活を有意義なものにするために、単な

る語学力向上や専門分野の研究だけでなく、勉強以外でも自分
の経験価値を高めるために様々なことに挑戦しました。

〈バレーボール部〉
留学生活が始まって最初の1か月間は、自分が想像していた

以上に他の国の学生との交流や友達作りに苦労しました。そこ
で、私は自ら多国籍な環境に身を置こうとバレーボール部に所
属しました。部活内でも英語でのコミュニケーションの壁にぶ
つかりましたが、その悔しさをバネに勉強に励んでいました。
また、言語面以外でも私がチームに貢献できることは何かと考
え行動することで、苦しくても粘り強く努力する忍耐力や、多
国籍な環境で自分の存在価値を生み出す人間力を身に付けるこ
とが出来ました。このように、私は継続的にバレーボール部の
活動に参加することを通して成長を感じることが出来たので、
留学先で何か部活動や団体に所属してみることは、自分を成長
させてくれる貴重な経験になるかもしれません。

〈海外インターンシップと就職活動〉
オーストラリアに留学する場合は2、3月に出国して11、12

月に帰国する場合が多いので、日本にいる学生のように夏のイ
ンターンシップに参加することが難しく、帰国後すぐに就職活
動を始めるというケースが多いと思います。そのため、自然と
留学中に自分の将来について考える時間が多くなっていまし
た。しかし、自分に適している仕事や自分のやりたいことは何
かと考えていても分からなかったので実際にやってみようと
思い、留学エージェントで3か月、海外インターンシップを経
験しました。日本で行われているインターンシップより比較的
期間が長く、責任のある仕事を任せてもらえることもありまし
た。また、海外インターンシップを通して、英語でのビジネス
メールのやり取りや日本人以外の働き方を学ぶことが出来、と
ても為になる経験を積むことが出来ました。
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加えて、シドニーではCFN（Career Forum in Sydney）が
毎年開催されています。参加企業は留学経験者を対象としてお
り、その場で面接も受けることができる就活イベントです。就
職活動の練習として参加するもよし、視野を広げるもよし、興
味がある方はぜひ参加することをお勧めします。

後輩へのメッセージ
もし留学に行こうか迷っているのなら、ぜひ一歩踏み出して

挑戦してみて下さい。私自身、元々自分に自信がなくて留学に
行くか迷っていました。留学先では想像以上の大きな壁に何度
もぶつかりましたが、それを乗り越えた後に感じた達成感や自
信、学びはそれ以上に大きく、大学生活の中で最も成長を感じ
られた10か月になりました。何事も価値ある経験にするのは自
分次第です。自分にしかできない、自分のための留学にぜひ挑
戦してみて下さい。心から応援しております。

人間社会学域経済学類　嶋田　貴之

はじめに
初めまして。まずこの冊子を手に取ってくれている皆さん

に、エールを送りたいと思います。派遣留学に行くことに関し
て、もしかしたら同調圧力にくじけそうになったり、果ての見
えない勉強に辟易しているかもしれません。そんな時に私の駄
文を読んで、少しでも前向きになってくれれば幸いです。人生
の大きな一歩を踏み出そうとしているみなさんに幸があります
ように。

留学前の私
ここでは①留学に行った理由と②留学に向けた準備の2点に

ついてお話ししたいと思います。
私が留学に行こうと決めたのは、就活を見据えて周囲の学生

と差別化したいというなんとも打算的な理由でした。そもそも
就活で何かを語れるほど何かに打ち込んだ経験はありませんで
したし、将来何がやりたいのか考えるにも手持ちの情報と経験
が少なすぎて決められない状態を打破したかったという気持ち
が非常に大きかったです。

留学準備として、私は金沢大学の提供している英語研修プロ
グラムELPを履修していました。ELPは英語ベースで講義が進
んで行くため、
英語力向上が望
めることに加え
て、現地の授業
を模擬的に体験
することができ
ます。私個人と
しては、留学前
に履修すること
を強くおすすめ
します。

留学中の経験
学内では現地

の 学 部 生 に 混
ざって会計学の
講義を履修した
り、チューター

制度を利用して少人数の大学院生と日常的に交流したりしてい
ました。一方学外では、WWOOFという農業系のNPO法人で
ボランティア活動をしたり、現地の就職フェアに参加したりし
ていました。

特に留学の良さを実感できた点は、金沢大学では巡り会えな
い機会をたくさん享受できたことです。特に私の場合、人との
出会いや就職活動がその好例です。

学内外の活動を通して、海外駐在を経験された総合商社の方
とお会いしたり、海外のヘッジファンドを経験したのち大学院
に入学してきた現地学生に出会えたりと、金沢では縁もゆかり
もなかった人たちに出会えたのは、ひとえに留学のおかげと言
えると思います。そしてこの経験は、間違いなく自分のキャリ
アへの考え方を形作ってくれたと実感しています。

加えて、前述の通り私は現地の就職フェアに参加したのです
が、運良く希望していた外資系コンサルティングファームのM
＆A部門のポジションから内定をいただくことができました。
実はこのポジションは、日本国内では新卒向けに募集がかけら
れていないため、もし留学していなければ、内定がもらえな
かったどころか応募すらできなかったのです。そういう点で、
留学が私により多くの選択肢を与えてくれていたことを感じる
ことができました。

留学後の方針
帰国後、私はM＆Aを軸にキャリアを構築していきたいと考

えるようになりました。その上で、ファイナンスや会計学、経
営学といった分野の専門性を育んでいきたいと考え、努力し
ています。この原稿を執筆している2018年9月時点では、米
国公認会計士試験（USCPA）4科目中2科目合格を達成してお
り、2018年12月にChartered Financial Analyst level 1（米
国証券アナリスト試験）とUSCPA AUDの受験、翌年2018年1
月にUSCPA REGの受験を予定しています。

最後に
留学と学生生活について、1つずつお話ししたいと思いま

す。
私の個人的な意見ですが、これから単なる語学留学はあまり

意味のないことになってくると思います。リアルタイム音声翻
訳や文章翻訳の技術が飛躍的に進化しており、個人がわざわざ
語学力を備える必要性が薄れてきているためです。しかし、も
し語学を学ぶこと以外に明確な目的があるのであれば、ぜひ留
学に行ったほうがいいと私は自信を持ってオススメできます。

そして学生生活について、皆さんにもぜひ周囲の学生のやっ
ていないことにどんどん挑戦していってほしいです。

もともと私はあまり特徴のない平均的な大学生でした。しか
し自分を差別化するために、（自分で言うのも憚られますが、）
普通の金沢大学生がやらないであろうことを多くやってきまし
た。その過程で、サークルを続けられなくなったり、学内の友
達づきあいが減ったりと、ある種典型的な大学生活の楽しさを
存分に味わえなかったと思うことがありました。また、同じよ
うな目標に向かって一緒に努力できる人は学内でなかなか見つ
かりませんでした。しかし、その過程を乗り越えたことで、と
ても多くのチャンスをモノにできたと自負しています。

留学を通して、世界の学生は知的探究心が強く、優秀だと痛
感しました。これからボーダーレスの世界に移り変わって行く
中で、外からどんどん優秀な人材が日本に流入してくると思い
ます。学生時代から彼らの存在を常に意識し、対抗できる能力
を育むようこれからも皆さんと一緒に努力していければと思い
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ます。将来皆さんと共に檜舞台で活躍できることを楽しみにし
ています。

人間社会学域学校教育学類　出村　知子

留学に行ったきっかけ
私が派遣留学に応募した理由は、将来英語の教師になること

を想定して自分のスピーキング力・リスニング力を本場の英語
に触れながら、上げたいと思ったからです。しかし、そもそも
私は留学せずに日本国内で語学力を向上させようと思っていま
した。親友が派遣留学に応募するためにTOEFLの勉強を日々頑
張っており、その姿を見て派遣留学のことを知った私が、自分
の力を試そうと思い、IELTSを受験してみたのがきっかけでし
た。私は今回の派遣留学が初海外・初長期滞在だったので、折
角行くならいろんな人種の人々が集まるところに行きたい、自
然豊かなところに行きたい、あまり馴染みのないイギリス英語
に触れられるところに行きたい、と思ってシドニー工科大学を
選びました。派遣留学というプログラムを知れることがそもそ
もラッキーだと思うので、少しでも興味があるならば、まずは
TOEFL/IELTSを腕試し感覚で受験してみることをお勧めしま
す。

留学前のこと
まずはIELTSの勉強をしました。シドニー工科大学はスコア

が正規の授業を履修するための点数に到達しなくても別プログ
ラムで留学できます。しかし私は正規の授業がとりたかったの
で日本にいるうちになるべくスコアを上げようと勉強していま
した。活用したのは、IELTS勉強会（主にスピーキング練習のた
め）、VOAサイエンスやTED等のサイト、英字新聞でした。英
語の勉強は日々コツコツやることが大切です。また、私は海外
に行くこと自体が初めてで、航空券の取り方や日本で使ってい
るiphoneをどうやってシドニーで使うか等を一緒に行く仲間
や先に渡航している先輩に尋ねたりしました。とにかく早め早
めに留学に関しての疑問点を見つけておき、分かりそうな人に
アドバイスをもらうことが肝心です。さらに、先に金沢大学に
来ている渡航先の学生とコンタクトをとっておくと、留学先の
ことが事前によく分かるのでよいと思います。

シドニーについて
シドニーはワーキングホリデーで来ている日本人が案外多

く、日本ショップも多いので日本との相違は他の国と比べると
そんなにありません。電車やバス等の公共交通機関の運賃がと
にかく安いのが利点です。特に日曜日はOPALカードという定
期券を使えばどこまで行っても500円弱という安さです。日本
から持っていくべきものについては、変圧器がないと使えない
もの（ドライヤーやアイロン等）は現地での購入をおすすめしま
す。また、現地の歯ブラシは日本のものと比べるととても大き
いので日本から歯ブラシを大量に持っていくことをおすすめし
ます…

留学中について
UTSでの授業は週に3コマだけで、課題期間以外は時間に余

裕がありました。オーストラリアの働き方やオーストラリアで
製作された映画を通して文法やオーストラリアの文化、歴史背
景を知るといった授業でした。友達とのインタビューを通して
現地の働き方を知れたり、アボリジニーの独特の文化が分かっ

て面白かったし、学びになりました。授業がない時間は図書館
で勉強したり、HELPS Buddy プログラムを通して知り合った
バディと会って英会話練習したり、UTSで開催されていた様々
なイベントに参加したりしました。自分1人で勉強する時間も
大切ですが、なるべく多くの仲間と行動を共にして積極的に英
語を話していくことが留学生活を充実させていく上で重要だと
思います。

シドニーにはマレーシアやトルコ、中国、韓国等、私には馴染
みのない様々な国の料理を扱う店が集まっていたので、現地の
レストランの料理は本当に美味しくて、新鮮でした。シドニー
は物価が高かったため、普段は自炊を心がけていました。自炊
のついでにルームメイトと買い物に行ったり、一緒に鍋やてん
ぷら作りをしたりと親睦を深められたので自炊を心がけてよ
かったなと今では思います。UTSでは水曜の朝と木曜の夜に無
料朝食・夕食があり、そのサービスもよく利用していました。
また、私は寮生活をしていたため頻繁に開催されるイベントに
参加したり、寮のメンバーを集めてパーティーを開催したりと
充実した毎日を送れたと思っています。休日や夏休み期間は、
公共交通機関が充実していたので少し距離が離れているビーチ
や郊外に友人と遊びに行ったり、メルボルンやケアンズに旅行
したりしました。特にメルボルンはオーストラリア第二の都市
というだけあっておしゃれなカフェがあったり、グレートオー
シャンロードという巨大な岩肌が見れる絶景ポイントがあるの
で必見です。

このように充実した日々でしたが、友達をつくること・語学
力がなかなか向上しなかったことでは苦労しました。初めの頃
は初海外で緊張していたのと英語がうまく話せなかったため、
自分の部屋にいることが多く、友達がいませんでした。しかし、
それではだめだと思い、ルームメイトに会ったら自分から話し
かける、1人でもイベントに積極的に参加するよう心掛け、友
達ができました。留学後半には自分でパーティーを開くまでに
なりました。また、こつこつ夜に図書館で勉強したこと、中国
人のルームメイトもIELTSの勉強をしていたので一緒に勉強し
たりしたことが語学力向上につながったと思います。

最後に
私は今回の派遣留学で自分の人生の財産になり得る本当に多

くのことを学ばせてもらった気がします。特に知れてよかった
と思うのは、世界には本当にいろんな人々・いろんな生き方が
あるのだという
ことです。シド
ニーは多文化共
存が多くみられ
移民もとても多
くいました。高
い賃金を求めて
アジアからシド
ニーに移住し、
将来シドニーで
働けるように勉
強している人、
いろんな国に住
んでみたくて世
界各地を転々と
している人、日
本 に 住 み た く
て、シドニーで
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働きお金を貯め、日本語を勉強しながら将来は日本で働くこと
を夢見る人等です。その人たちとの出会いを通して、自分の人
生を見つめ直して自分が将来したいことは何かを真剣に考え、
後悔のない取捨選択をしたいと強く思うようになりました。ま
た共に生活していく上で価値観を押し付けず、偏見に縛られ
ず、相手の生き方、考え方を尊重することが大切だということ
も留学を通してより深く分かった気がします。私は英語の教員
として来年度から教壇に立ちますが、自分が身につけた英語力
をいかし、留学中に学んだことを思い出しながら前向きに頑
張っていきたいです。皆さんも、今までと異なる環境で生活す
ることで人生における経験値を高められる派遣留学に是非挑戦
してみてください。

オーストラリア

チャールズ・ダーウィン大学
人間社会学域法学類　杉野　希恵

チャールズ・ダーウィン大学
私は3月～11月にオーストラリアのチャールズ・ダーウィ

ン大学（CDU）に留学していました。ダーウィンは、とてものど
かな自然に囲まれた、一年中暑い地域です。大学構内は金沢大
学より広く、教育施設などの様々な建物や、本屋、郵便局、カ
フェなどがあります。住んでいる人はとても親切な方が多く、
治安もよい地域です。

留学前
私はCDUへの留学が決まる前年度に派遣留学に応募しまし

たが、結局行くことができませんでした。しかし留学をあき
らめきれず、様々な人に相談しながらオーストラリアへの派
遣留学に応募し、候補者になれました。しかしその時点では
IELTSのスコアが足りず、CDUから1学期目に付属の語学学校

（Navitas）に通い卒業できた場合、2学期目は大学で授業を受
けてもよいと言われました。その後、両親に相談しNavitasの
授業料を出してもらうことで、留学という夢をかなえることが
できました。留学前に最もするべきことは、情報収集だと思い
ます。自分が行きたいと思う国や地域をしっかり調べ、そこで
何ができ、何をしてはいけないのかは最低限知っておくべきで
す。また、前年にその地域に派遣された先輩などがいる場合は、
その方々に直接話を聞き、実用的な情報を手に入れておくと、
スムーズに留学生活を始められると思います。私も実際、派遣
留学成果報告会で報告の終わった前年の派遣学生に時間をいた

だき、現地到着時間は夜中を避けるべきだ、などの役立つ情報
を教えていただきました。

授業
Navitasは15人ほどのクラスで、様々な国や地域からオース

トラリアの大学へ入学することを目標にする生徒たちと勉強し
ました。そこでは週5日、1日3コマの英語の授業を受けまし
た。誰でもそうだと思いますが、私も最初は授業のスピードと
内容、生徒たちの積極性についていけず本当に苦労しました。
しかし、分からないときは分からないと言えば、必ず説明を追
加してくれたり質問を言い直してくれるため、臆することなく
勉強できました。CDUでは、4つの法学に関する授業を学びま
した。オリエンテーションの際、法学は特殊で授業がとても大
変だと言われましたが、実際にその通りで、12週間の授業期間
には、週末も含めほぼ毎日課題や授業の復習・予習を行ってい
ました。CDUではonlineで授業を受けることができ、また全
ての授業が録画されていました。授業はやはり専門の言葉が多
く、意味を調べつつ文章の意味を理解するため何度も読むこと
も珍しくなかったため、他の学生よりはるかに時間がかかった
と思います。

生活
Navitasに通っていた3か月間は、ホームステイでインドネ

シア出身の家族にお世話になっていました。このホースステイ
から私は、とてもとても良い影響を受けました。初めての留学
で不安でいっぱいでしたが、ホストファミリーは優しい笑顔で
話を聞いてくれたり、宿題の手伝いをしてくれたりと何かと助
けてくれました。また、敬虔なカトリックで、毎週日曜に教会
に連れて行ってくれ、そこでキリスト教について教えてくれた
り、友達を紹介してくれたりもしました。この経験から、将来
の派遣学生には1か月の短期間でもいいので、ホームステイを
することをお勧めします。現地の生活を知るためには、ホーム
ステイが一番いいと思います。Navitasの卒業後は、一人暮ら
しをしてみたかったため大学構内にある寮に移りました。シャ
ワー、トイレ、キッチンは共有で、一人部屋に机、ベッド、ク
ローゼット、クーラー、冷蔵庫のあるシンプルな部屋でした。住
んでいる学生の多くは留学生でしたので、キッチンなどで様々
な国の話を聞くことができました。

アドバイス
大学の授業が忙しかった上、ネイティブの話すスピードがか

なり速くついていけないことが多かったことでストレスがたま
り、とてもつらかった期間がありました。そのような経験をこ
れからの派遣学生もするかもしれません。しかしそんな時は無
理せず、少し休んでもいいと思います。実際私は、3つの課題
が同じ締め切り日で、終わらない不安に駆られていた時、思い
切って授業を2週間休み、課題に集中しました。その後、授業
の録画を見て学期末試験に備えました。また、何もしない時間
を作り、気が済むまで睡眠をとり、友達と食事に行くなどして
精神的に回復したこともありました。自分のストレス解消法な
どは確立して、留学に行くことをお勧めします。ダーウィンは
日本人が少なく、英語と自然に囲まれた生活で、本気で英語を
勉強したい人に向いていると思います。日本人が少ないがため
に、日本への知識がない人も多く、どんな国なのか聞かれるこ
とも多かったです。そのため、日本の歴史や文化を簡単に英語
で説明できるといいかもしれません。また、事前にIELTSなど
の勉強ももちろん必要ですが、日常会話のための英語も勉強し
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ておくと、友達と会話をする際にきっと役に立ちます。

最後に、留学で学んだことはこれからの将来設計や生活に大
きな影響があると思います。もし留学を迷っているのであれば
周りに相談してみて、他の人の意見や経験を参考にしてみるの
もいいと思います。また、言語を専攻していない学生でも、留
学先で語学の授業を受けたり自分の専攻を勉強したりできるた
め、どの学類の生徒でも派遣留学にチャレンジできる機会があ
るので、ぜひ頑張ってください！

ベルギー

ゲント大学
人間社会学域国際学類　石岡　道子

Goedemiddag! 私はベルギーのゲント大学に1年間派遣留
学をしていました。西洋の文化や日本の価値観との違いを学び
たいと思い、留学することを決めました。ベルギーは西ヨー
ロッパの中心に位置し、首都ブリュッセルはEU本部も置かれ
ている国際都市です。公用語はオランダ語・フランス語・ドイ
ツ語の3つで、ゲント市はオランダ語圏に属します。ゲント大
学には日本語学科があり、その学生が所属する学生団体「友の
会」にはとてもお世話になりました。お互いに勉強を教え合っ
たり一緒に遊んだりして交流を深め、外国人が日本のどんなと
ころに興味関心を持っているか、また西洋との文化・価値観の
違いを学ぶことができました。

授業について
学部はArts & Philosophyに所属し、主に英語や西洋の歴

史・文化を学ぶ授業を履修していました。ゲント大学は世界
トップレベル100にもランクインする総合大学で、現地の学生
とともに授業を受けるのは大変でしたが、毎日遅くまで勉強し
ている現地の学生に感化され、留学期間が長くなるにつれ自分
のモチベーションもアップしていきました。

履修していた授業は、語学系の科目としては、English 
Grammar A, English Practice A, English Practice C, 
Advance Writing Skills of English, の 四 つ で、 文 化 や 歴
史の授業としては、History and Culture of Anglo-Saxon 
Countries, American Literature, History of Africa 1, 
Japanese History, Media, Culture and Diversityなどの科
目を、ベルギーの学生や他の留学生とともに履修していまし
た。事前に金沢大学の単位に替えたい科目をチェックしておく
と良いと思います。オランダ語で開講されている科目も多いで

すが、英語で行われる授業も多く、多様な学部・分野から選ぶ
ことができます。他にも、留学生向けに、ベルギーやオランダ
の歴史・経済・文化などについて幅広く学べるLow country 
studiesという授業があり履修していました。単位はもらえま
せんが、ベルギーやオランダに興味がある人にはおすすめの科
目です。

授業の情報はオンラインのシラバスから確認できるので、履
修する前によく読み授業形式・試験様式（口頭・レポート）を確
認すると良いと思います。

年間のスケジュールとしては、一学期：9月末～1月末、二
学期：2月第2週～7月第1週で、試験は1月の1ヶ月間と6月
の1ヶ月間に渡って行われます。休暇はクリスマス＆ニューイ
ヤー休暇と学期間休暇、そして二週間のイースター休暇（ 4月
の第一、第二週）がありました。

大学生活について
寮に入ることができればそれで問題ありませんが、絶対に入

れるわけではありません（私は抽選で落ちました）。その場合、
自力で住む場所を確保しなければならなくなります。私は寮に
落ちたとわかった7月中旬からインターネットでアパートを探
し始めました。ゲント大学のホームページにもいくつかリンク
が貼ってありますが、基本的に大学は手伝ってくれません。私
はKotatgent.be（https://kot.gent.be）というサイトを使っ
て最終的にアパートを決めました。事前に見に行くことができ
ないので日本からのアパート探しは困難を極めます。ゲントで
出会った日本人の中には着いてからホステル暮らしで家を探し
始めた猛者もいました。いい部屋が見つかるかどうかは運です
が、安全面からも周辺環境はチェックした方がいいと思いま
す。

ゲント市はコンパクトな街で、市中心部に大学のキャンパス
が点在しています。市中心部へのアクセスは徒歩で可能です
が、自転車をレンタルしている人もいました。市内はトラムと
バスが走っており、ブリュッセル、ブルージュ、アントワープ
など他のベルギーの都市にも電車で30分～1時間ほどで、とて
も交通の便が良いと感じました。

大学にはWi-Fiが完備されており、アパートにもWi-Fiがあっ
たので携帯は契約しなくても生きていけました。図書館や食堂
も充実しています。

ゲント市の治安はベルギーの他の都市と比べると良いと思い
ますが、夜中に一人で歩かない等の注意は必要です。

インターンシップについて
インバウンドに興味があり、金沢と姉妹都市で人脈のあるベ

ルギー・ゲント市役所でインターンシップを行い、金沢とゲン
トのこれまでの交流活動をPRしたり、ゲント市街を金沢から
短期で訪れた学生に案内したり、ゲント市中心部の教会群を普
及・保全する団体のオフィシャルフライヤーを英語から日本語
に翻訳したりしていました。キリスト教や聖書の知識が必須な
翻訳は骨が折れましたが、いかにわかりやすい日本語に直すか
取り組む過程はとても面白く、自分に合っているなと感じ、イ
ンターンシップを単位認定するための成果報告会も無事終える
ことができました。このインターンシップを振り返って、英語
での意思の疎通の難しさが1番の課題であり、外国でも報告・
連絡・相談の大切さを思い知りました。
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困難を乗り越えた経験
留学中のモチベーショングラフでは、留学開始直後とイン

ターンシップ開始直後に二度の挫折や落ち込んだ時期がありま
した。留学開始直後は、友人もまだあまりいない中、住民登録
の手続きがうまくいかなかったり、日本と比べサービスの質が
格段に劣ることなどに目がいってしまい、日本に帰りたいと
思っていました。インターン開始直後には、インターンの担当
者であるゲント市役所の職員とうまく意思の疎通ができず、コ
ミュニケーション不足から誤解が原因でミスを連発してしまい
ました。うまくいかないことは重なることが多く、気分がとて
も落ち込みましたが、多くの友人に励まされ、物事の良い面や
状況を客観的に見たりすることができるようになりました。こ
の経験から学んだことは、海外では日本と比べて良い面も悪い
面もあり、それを受け入れて楽しむことができるようになった
こと、心の余裕が生まれたこと、コミュニケーションの重要さ、
そして友人の大切さです。留学中不甲斐ない自分を支え続けて
くれた友人と家族、教授の方々に本当に感謝しています。

後輩にメッセージ
留学中にはゲント大学の日本語学部の皆さんと仲良くなり、

街を案内してもらったりイベントに誘ってもらったり、勉強を
教えあったりととても濃い交流ができました。留学を終えた
今、留学中に自分がしてもらったことを、他の人に還元したい
と考えるようになりました。この経験を通して、これからは金
沢大学に留学している留学生ともっと関わり、手助けしたいと
考え、現在は留学生の学生生活を支援するチューターの活動を
しています。

ベルギー・ゲントはオランダ語圏ですが、ほとんどの場面で
英語が通じますし、多くの授業が英語で受講可能で、そのレベ
ルは非常に高く刺激が多い環境です。西ヨーロッパの中心に位
置し、その地理的、歴史的背景は興味深いものがあります。首都
ブリュセルにはEU本部も置かれ、国際機関やインターナショ
ナルな国に興味のある人に最適です。ベルギー第三の都市で住
みやすく、観光地としても有名な美しい街ゲントで、学びの多
い留学生活を送ってみませんか。

人間社会学域国際学類　津畑　実穂

はじめに
私は2017年9月から2018年7月までベルギーのゲント大

学へ留学していました。楽しいこともつらいことも多くのこと
を経験した10ヶ月でしたが、振り返ると留学に行くまでの期間
も含めて自分のやりたいことや将来を見つめなおす充実した時
間を過ごすことができました。今回の留学報告がこれから留学
に行く皆さんの力になればと思います。

留学のきっかけ
大学に入学するまで海外で勉強するという選択肢がなかった

私にとって留学を決意することは多くの不安がともないまし
た。一つの選択肢として留学を考えてみようと思い、1・2年
生の時に、留学経験者の先輩方から話を聞く機会にたくさん足
を運びました。その中で海外の大学生活に憧れを抱き、日本で
できないことに挑戦してみたいと思ったことが今回の留学に行
くきっかけとなりました。

留学前
正直に書くと私は選考書類を提出するまでにきちんと留学目

的を定めることができませんでした。一次選考の際に自分の中
に留学に対する不安や迷いが多く残っていたことに気づき、そ
れらの思いが自分の留学に行きたいという思いを揺らがせまし
た。二次選考に向けて自分がどうするべきなのかを考えた時
に、自分で留学に行くと決めたからにはやり通したいと思い留
学を決意しました。一次選考で落ちた際に一緒に頑張ってきた
友人や家族、国際学類の先生方が応援し続けてくださったこと
が私の励みとなり、最終的に派遣留学先をベルギーのゲント大
学に決定しました。私は子どもたちや移民、難民の権利、その
中でも教育を受ける権利について興味を持っていたことから、
ゲント大学のhuman rights center の教授が開講している人
権問題に関する授業を通して知識を深めること、こどもや移民
の教育をサポートしているボランティアに参加することを目的
として留学準備を進めました。

留学中
秋学期、春学期を通して平日は毎日1コマ～2コマ（ 1コマ約

3時間）授業がありました。奨学金の関係で履修しなければな
らない単位数が決まっていたため他の留学生より授業のコマ数
は少し多かったように思います。授業は講義だけでなくプレゼ
ンテーションやグループディスカッションで構成されているも
のもあったため、他の国の留学生やベルギー人の学生と一緒に
授業準備を進めました。私の場合は日本語学科の友人たちが宿
題やプレゼンテーションのアドバイスをしてくれていたのでな
んとか頑張ることができました。またゲント大学にはバディ制
度という制度があります。ベルギー人の学生が留学生のバディ
となって主に日々の生活や学習面をサポートしてくれます。近
況報告をしていく中でバディはとても心強い存在となりまし
た。さらに私の場合は土日もバディと一緒に遊びに行ったり、
ベルギー人のバディたちが留学生向けのイベントを開催してく
れたりしていたのでバディ制度を通して友達の輪を広げること
もできました。秋学期には移民の子育て支援や教育支援を行っ
ているボランティア団体に参加し、移民の方々が直面している
問題やその問題に対する支援の仕方について知識を得る機会を
いただきました。オランダ語又はフランス語が話せないと参加
できないと断られたケースが多かったのも事実ですが、快く私
たちを受け入れてくださる団体もたくさんありました。留学中
にやりたいことがあった時に一生懸命サポートしてくださる環
境が整っているのはゲント大学に留学する魅力の一つだと思い
ます。そして私の留学の思い出の一つに日本人留学生と日本
語学科の学生が主に協力して開催したJapan festivalがありま
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す。日本の遊びを体験することができる縁日ブースの担当をす
る中で他の国の方々が楽しそうに日本のおもちゃで遊んでいた
り、ベルギーに住んでいる日本人のご家族が日本を懐かしんで
いる様子を見て文化交流の素晴らしさを再認識することができ
ました。

最後に
留学に行きたいけど悩んでいる…という方に私はメッセージ

を送りたいです。きっと私のように留学に行くことに不安や迷
いを感じ、留学準備を通して落ち込んだりして自分に自信を無
くすことがあると思います。しかし一緒に留学に行くことを目
標に頑張ってきた友人やずっと応援してくれている先生方や家
族がいます。自分の大学生活を振り返った時に後悔していな
い！と言えるような選択をしてほしいです。応援しています。

フィンランド

ユバスキュラ大学
人間社会学域地域創造学類　一越　悠太

フィンランドという国・ユバスキュラという街
ムーミン、サンタ、マリメッコが有名であり、教育や福祉も

充実している国、フィンランド。それだけでなく、今年（2018
年）国連が発表した世界幸福度ランキングで堂々の1位に輝き
ました。その中で学生の街と呼ばれるほど、留学生の数も多い
ユバスキュラ大学に10か月間留学をしてきました。ここではそ
の【留学中の経験】と【留学から得た学び】を綴っていこうと思い
ます。今、留学を迷っている人、既に行く気のある人に何か伝
われば嬉しいです。

学校（勉強）について
履修する授業は、自分で自由に決められます。各授業の曜日

や時間、単位等が固定されておらず、授業によってスタイルは
様々です。自分で授業の管理をしなければいけませんが、その
代わりに、途中で履修を修正できたり、テストも紙媒体かイン
ターネットか選んだりすることも可能です。勉強については、
毎日膨大な量の課題をするというよりも、その授業でディス
カッションをして終わりだったり、授業の最後にレポートやテ
ストがあって終わりだったりするため、そこまで大変ではない
と思います。

生活について
日本と違う事があって最初の方は驚きと発見の毎日でした。

大学内を靴下で歩き回る学生がいたり、日本で6000円くらい
するような4時間のバスの移動がたったの3€（日本円で400
円くらい）だったり、と面白い発見がある一方、土日はほとんど
お店がやってなかったり、先生が休暇に行っていて連絡が取れ
なかったりと大変なこともありました。ただ、総じてフィンラ
ンドは日本に比べて生活しやすいと思います。理由は大きく分
けて2つあります。

1つ目は、フィンランド人の価値観です。それは「生活の中に
仕事があり、自分の生活を楽しんでいる」ということです。仕
事はもちろんしますが休みはしっかりととって、家族との時間
も大切にします。また、湖と森に囲まれ自然豊かな国であるた
め、郊外に出ずとも自然に触れる事ができリラックスもできま
す。

そして2つ目は「他者を過度に気にしない」ということです。
フィンランド人は、他者は尊重しますが、自分との境界線を
しっかりと持っています。そのため、自分のやりたいことが明
確にある場合、それを貫き通します。その強さは服装や行動に
表れているなと思いました。その環境にいると、「自分もありの
ままでいい」と思えるように無理に気張らないようになれる感
覚がありました。

留学中の苦労について
「英語」と「環境の適応」に苦労しました。英語に関しては最初

の2か月間は英語を通して自分の気持ちを伝えられないもどか
しさと、それに対して臆病になっている自分に悩みました。た
だ、慣れるので、大丈夫です。環境の適応に関しては、フィン
ランドの日照時間の変化に身体を慣れさせるのに苦労したり、
留学生として生活したりするのに慣れていませんでした。しか
し、これも慣れるので、大丈夫です。結局「住めば都」なので、
苦にはならなくなっていくと思います。

「留学」することの良さ
多くの留学生が感じることだと思いますが、2つあると思い

ます。1つ目は、「日本の良さ・悪さや日本人ということにつ
いて考えることができる」という点です。2つ目は、「沢山の“知
らない”が“知る”に変わる」ということです。私は日本の働き方
や生活の在り方に少し疑問がありました。実際に留学すること
で、その点に関しては良さも悪さも理解することができたかな
と思います。お寿司・天ぷら・礼儀正しさといった有形・無形
に関わらず、「日本」という国の独自性や誇るべきものが沢山あ
ることにも気づくことができました。そういった、日本に関し
ての「知らなかった」を「知る」に変える事ができます。もしくは

「分かっている」という状態に持っていくことができます。この
2点に関しては、日本の中では気づきにくく、理解しづらい点
です。そういう意味で留学する意義は、誰にでも見出すことの
できるものだと思います。

留学を考えている皆さんへ
留学に行く前に考えると良いと思うことが2つあります。

「何故」と「犠牲」です。
まず、前者について。「誰彼構わずに留学に行きましょう！」

ということにはなりません。「英語」を勉強したいのであれば日
本でもできますし、文献で分かる程度の学問調査なら大学でも
できます。「本当に留学じゃないといけないのか。」そこを見つ
めなおす必要はあります。そして、その“何故留学したいか”が
分かったとき、留学に行く価値と自分がいかなきゃいけないと
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いうオリジナリティが視えてきます。留学中に挫折しかけそう
になっても、その「思い」が自分を立ち上がらせてくれると思い
ます。そういう意味で、「何故」をもっておくことは重要です。

次に、留学に長期で行く場合、起こるのが「犠牲」です。長期で
日本を離れるということは、家族・友人・大切な人が何かあっ
た時に、物理的にそばにいる事はできません。日本では感じな
かった「慢心」や「挫折」も味わってしまう場合もあります。飛行
機代、アパート代、保険費等の金銭的な負担もあります。そう
いった「犠牲」がありながらも、本当に行きたいと思える留学で
あればそれはもう心の中で用意された留学だと思います。胸を
張って前に進むことを応援します。

最後に
フィンランド（ユバスキュラ大学）の生活やそこから得た経験

と、留学について書いてきました。もうこの手記を手に取られ
ているということは、留学への1歩は踏み出していると思いま
す。みなさんの留学の判断材料の参考に少しでもなっていただ
けたのであれば幸いです。本で読んでも視えてこない、人に聞
いても分からない。それが留学だと思います。思う以上に留学
は楽しく、刺激的なものに感じる経験だと思います。是非、少
しでも興味のある人は行ってみてください！

人間社会学域人文学類　國井千瑛里
「死ぬまでに一度は海外で長期間生活をしてみたい。」そんな

ことを漠然と考えていた時、国際連合が発行する世界幸福度報
告書について知りました。報告書の幸福度ランキング上位には
北欧の国々の名前がずらり。その一方で日本の順位は50位台で
した。しかし世界幸福度調査では幸福度をGDPや健康寿命など
の客観的な指標から捉えており、主観的幸福感については触れ
られていません。幸せな国を実際に訪れて国民の主観的幸福感
について知りたいと考えた私は、協定校のユバスキュラ大学に
興味を持ち、一次募集に応募しました。

三つの目的
私の留学の目的は三つ、一つ目は上記のようにフィンランド

人の主観的幸福感を調べること、二つ目は日本でも注目されて
いるフィンランド教育について知識を深めること、そして三つ
目は自分の専攻である心理学をユバスキュラ大学で学ぶことで
した。

まず主観的幸福感を調べるために、フィンランド人の友だち
を作ることを意識しました。ユバスキュラ大学の授業にはフィ
ンランド人のためにフィンランド語で開講されているものと、
留学生のために英語で開講されているものがあるため、大学で

ただ授業を受けるだけではフィンランド人とコミュニケーショ
ンを取る機会は少ないと感じました。そのため、Friendship 
Family制度を利用したり、Each One Teach Oneという言語
交換をしたりしました。またユバスキュラ大学にはJYJYという
フィンランド人と日本人の交流サークルがありましたので、そ
の活動にも参加しました。

次にフィンランド教育について勉強するために、現地では教
育・心理学部に所属しました。ユバスキュラ大学では教育に関
する研究がさかんに行われているため、たくさんの科目が英語
で開講されていました。私はEducation in Finlandという座学
の授業や、Teaching Practiceという実習の授業などを履修し
ました。その他にErasmus in Schoolsという留学生用のプロ
グラム（これはユバスキュラ大学とは関係の無いもの）を利用し
て、小中学校を見学しました。

最後に心理学についてです。友人によれば、ユバスキュラ大
学はフィンランドの中で心理学の研究（ディスレクシアについ
てなど）が盛んな大学の一つのようです。しかし残念なことに、
ユバスキュラ大学の先生方による、留学生を対象とした英語開
講の心理学の授業数はあまり多くありませんでした。私が留学
した期間中は、フィンランド国外（例えばアメリカやオランダ
など）から講師の先生を呼んで開講される授業がいくつかあり
ました。

つらかった留学前半を乗り越えて
どこに留学するとしても、新しい環境で慣れない言語を使う

ことは避けては通れませんし、初めはしんどいことが多いで
しょう。フィンランドは10月以降気温が低下し、日照時間が短
くなっていくということもあるため、留学前半は特に心身の健
康に注意をした方が良いと思います。

私にとって渡航直後は悔しい経験の連続でした。周りの留学
生の英語のレベルに付いていくことができなったために気分が
沈みがちでした。そのため休息の時間をきちんと確保したり、
日本人の友人と会話をしたりすることで、ストレスを適度に解
消するよう心がけていました。また自分に自信が持てなくなっ
たことから、周りへの働きかけも消極的になりました。対策と
して英語の勉強に時間を多く取り、友人に対して積極的に関わ
ろうとする態度を心がけました。友人との外出の予定を自分か
ら提案するなどです。これは留学生活をより充実したものにす
ることにもつながりました。前述のJYJYにおいて留学終盤に日
本人の友人と協力してお別れ会を企画・運営し、フィンランド
人に感謝の思いを伝え、彼らの喜ぶ顔が見られたのは、良い思
い出です。

足るを知るフィンランド人たち
「私、このくらいできればもう十分なの。」フィンランド人と

何か作業をしている際に私がよく耳にした言葉です。これが頭
から離れないのは、日本人には「追求し続けることは美しい」と
いう価値観が広く受け容れられているからではないかと思いま
す。確かに追求によってもたらされる感動は人の心を強く動か
します。その一方で追求し続けることには労力がかかります。
フィンランド人たちの足るを知るという考え方は、小さなこと
から幸せを感じることにつながっている、と私は感じました。
日本の当たり前は他国の当たり前ではないことが多いです。こ
れは当然のことですが、それは長期留学をするからこそ気づけ
るものなのかもしれないと思いました。

以上、個人的な経験ばかりの報告書となってしまいました
が、皆さんにとって何か役に立つ情報があれば幸いです。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ



19

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

医薬保健学域保健学類　小村　武広
私は福祉国家と呼ばれるフィンランドに留学し、学問的に福

祉に関する知識を習得するとともに、各種福祉施設の見学を通
じてその実際を確認することを目的に留学してきました。

市内の様子としては、ユバスキュラ大学から徒歩15分ほどの
ところに中心街があり、スーパーやデパート、カフェ、バス停
などが集中して存在していました。私が利用していた寮は大学
から自転車で15分ほどのところにあり、とくに遊ぶような場所
はありませんでしたが、近くに大きなスーパーが三つほどある
とても生活しやすい環境でした。

治安の面では、ユバスキュラは金沢と同じくらい安全だと思
います。ただ、街の中心街では昼間から酔っ払っている人がい
たり、経済状況の悪化の影響もあり物乞いをする姿も見られま
す。ヘルシンキなどの都市部ではとくに顕著だと思います。

フィンランドは建築や家具などのデザインの分野でも有名で
すが、大学内にある家具もおしゃれで居心地が良いです。食堂
やカフェが学内に10箇所ほどあり、メニューや雰囲気も違うの
で自分のお気に入り場所ができると思います。大学内の建物で
は基本的にどこでもWi-Fiがつながります。また、大学構内に
スイミングプールやジム、サウナもあり地域の人たちも利用さ
れており地域に開かれた環境となっています。

留学中におすすめの活動としては、Erasmus in Finlandとい
うフィンランド全土の小・中・高等学校を見学できる制度があ
ります。大学の学内メールやFacebookなどで案内が送られて
きます。申し込み等も簡単なのでフィンランドの教育に興味の
ある方は直接現場をみることができるのでおすすめです。また
学生団体が主催するESNという観光ツアーがあり、ロシアのサ
ンクトペテルブルクやノルウェーまで北上するオーロラツアー
などがあります。個人では行くことが難しいようなところなの
で一度、HPを確認する価値はあると思います。

学外の活動として、ユバスキュラを中心に社会支援を行う
企業やNPO、公的施設を訪問しボランティアを行ってきまし
た。フィンランドではこれらの組織を通して、移民・難民、ア
ルコール・麻薬中毒の人たち、経済的に貧しい人々、一人暮ら
しの高齢者などさまざまな人たちが同じ空間をともにする環境
が整えられていました。それぞれの人たちが置かれている社会
背景は異なるように見えても、抱えている問題の根本は同じな
のかもしれないと思わされました。日本でも多くの組織・団体
が、社会的な問題の解決に向けて活動されています。今後は国
内にあるそのような組織にも目を向けて学外での学びも充実さ
せていきたいと思います。

また、訪問した学校や各種福祉施設で日本や石川についてプ
レゼンテーションやディスカッションをする機会をつくってい

ただきました。とても素敵な国と国民に、日本を少しでも好き
になっていただきたいという思いで話しをさせていただきまし
た。フィンランド人は外国人にも寛容で興味をもって話を聞い
てくださいました。

最後に、フィンランドは幸福度No.1であることも納得の居
心地のよさです。11月、12月は日照時間の短さもあり、体内
リズムが狂ってしまいましたが、1月下旬ごろには青空が見え
はじめ雪と青空のコントラストがとても美しく感じられます。
5、6月の夏の美しさも感動的です。留学するみなさんは頑張
ることができる人たちだと思いますが、頑張らないことも大切
だとフィンランドでは教えられました。結局のところ、なんで
だかよくわからないけど幸せだなと感じられる国、フィンラン
ドで癒されてきてください。

フランス

オルレアン大学
人間社会学域国際学類　窪田　歩惟

Salut!　私は三年後期から二学期分（約10ヶ月）フランスの
オルレアン大学へしました。皆さんはフランスと聞くとやはり
パリが思い浮かぶでしょうか。今回、そんなパリから電車で1
時間のところに位置する、オルレアンでの留学生活について書
きたいと思います。

留学前
中学生の頃から漠然とフランスに行ってみたい、留学してみ

たいという気持ちは持っていました。しかし生まれてからずっ
と北陸圏内で住んでいた私にとってすぐに決意できることでは
ありませんでした。海外へ出てみたいという気持ちのほうが
優った結果留学をする事に決めました。ちゃんとした理由がな
いからと留学を迷っている人もいるかもしれませんが、楽しそ
うだから行ってみたい、それだけでいいと思います。留学の意
味などは終わった後何か思うことがあれば十分です。

留学する大学が決まったらビザを取らなくてはなりません。
必要書類をそろえたり、大使館（フランスは東京）へ行ったりと
割と時間と手間がかかるので早めに取り掛かることをおすすめ
します。大学から送られてきた資料を読んだり、寮のデポジッ
トを送金したりと、することが結構あるのです。私が住んでい
た寮は、3段階中真ん中のランクでした。シャワーとトイレは
部屋にありますがキッチンはフロアで共同です。フランスでは
外食すると日本に比べて高くつくので普段は自炊をしていまし
た。また洗濯は寮のコインランドリーです。この寮のランド
リー、コインランドリーといっても支払いはカードです。 大学
提携の銀行でカードは作るのですが入金はしないといけないの
で、できれば日本でクレジットカードを作って行くといいと思
います。フランスは割とカード社会で、お釣りの計算がめんど
くさい支払いをするとむっとされることがよくあります。

オルレアン
世界史をとっていた人なら聞いたことがあるでしょうか。

ジャンヌダルクの街です。5月には毎年ジャンヌダルク祭りが
開催されます。街のシンボルは大きなカテドラルとジャンヌダ
ルク像で、ロワール川も流れています。パンとコーヒーを持っ
て川辺をお散歩、いいですね。先にも書いたようにパリへは電
車で1時間なのでとってもアクセスしやすいです。学生証があ
れば美術館がタダになったり割引してもらえるのでパリの芸術
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にたくさん触れたい人におすすめです。街にはトラムが走って
いて定期券を買えばトラムにもバスにも乗り放題なので、移動
に困ることはほぼないです。ただ、日曜日は全然お店もやって
なく、トラムも本数が激減するので注意です。オルレアンには
日本人の方が経営している日本語教室があります。私たち日本
人留学生もボランティアでよく行っていました。私はそこで仲
良くなったマダムの家に何度か招待されごはんをご馳走になり
ました。

大学と授業
オルレアン大学は中心部からは少し離れていて、静かです。

緑も豊かでリスや野ウサギを見かけます。日本語を勉強する学
科があるので、交流会でたくさんの友達をつくることができま
す。私たちが通うIDFはその学科と同じ建物内にあり、休み時
間にはホールでフランス人の友達としゃべることが多かったで
す。週一回はホームパーティーに誘ってくれるのでコミュニ
ケーションは自然と上達するかと思います。

授業は週12コマほどです。初めは一日中フランス語を聞く事
にとても疲労感がありましたが、3ヶ月ほど経つと自分のペー
スをつかむことができました。授業中みんながよく発言するの
で日本の感覚でいくと圧倒されます。オプションで新聞製作や
劇をする授業もあります。

最後に
いろいろ困難なことや思い悩むことは留学中なんどもありま

したが、大変だった分とても充実した時間を過ごすことができ
ました。留学中は自分から動くこと、これがとっても大事だと
思います。言葉が通じて人と喋ることができる、一緒に何かを
することができるという喜びは、言語を学ぶ糧となり、また忘
れられない宝物になります。今迷っている人は少しでも行きた
いと思ったら応募するといいです。留学に向けて動いてみませ
んか？

人間社会学域人文学類　安田　怜生
私は、約10ヶ月間、フランスのオルレアン大学に留学してい

ました。私自身、留学前は、フランスとは決めていたものの、そ
の中でもどの大学にすべきかとても迷った覚えがあります。そ
んな時、先輩の報告書を読んだり、直接お話を伺ったりするこ
とで、それぞれどんな町・大学なのかというイメージをつかむ
ことができたので、この報告書が少しでも、フランスへの留学
を考えているみなさんのお役に立つことができれば幸いです。

留学前の準備
留学前は、大学への必要書類の提出やビザ申請、保険への加

入や飛行機の手配など、たくさんの事務手続きがありました。
どれも煩雑で、時にはフランス語を必要とすることもあり、予
想以上に時間がかかることも多いので早めに済ませておくこと
をおすすめします。

私は、実際に留学を経験された先輩やフランス語の先生、指
導教員の先生などに協力していただき、準備を進めました。

また、オルレアン大学に留学するためには目安として最低仏
検3級程度の語学力が求められるので、オルレアンへの留学を
考えている人は、1・2年生のうちから積極的に仏検等の試験
を受けておくといいと思います。

大学について
オルレアン大学は町の中心部からトラムで30分ほどの、少し

離れた落ち着いた場所にあります。自然豊かで広いキャンパス
からは、金沢大学に近い雰囲気を感じました。とはいっても近
くにスーパーやカフェもあるので、さほど不便さは感じません
でした。

オルレアン大学では、はじめにクラス分けテスト（留学生が
一斉に行うペーパーテストと、数分程度の簡単な個人面接）が
あり、その結果でレベルごとに分けられます。クラス内には
様々な国籍の留学生がいて、交流を通していろんな国の文化を
知ることができ、とても楽しかったです。クラスごとに多少差
はありますが、平均すると、大体アジア圏からの留学生が6割
ぐらいかなという印象を受けました。

授業数は日本で受けていたより多く、朝9時から始まる日も
多かったので慣れるまでは少し大変でした。必修が12コマ程度
で、内容はメインのフランス語の文法や会話に加え、歴史や文
化に関する授業もあり、何度か短いプレゼンテーションも行い
ました。また、自由選択で演劇などの授業をとることもでき、
語学力の向上だけでなく、幅広い知識を得ることができると思
います。すべての授業がフランス語で行われるというのに慣れ
ていなかったため、勉強の内容自体は日本でやったことがある
からわかるけれど、先生の言っていることが聞き取れない、と
いうことが最初はよくありました。でも、フランスで生活して
いるうちに自然とネイティブの話すスピードに慣れていくもの
なので、いまフランス語が聞き取れなくても、心配しなくて大
丈夫だと思います。ただ、私は、留学にいくまでにもっと文法
や単語など日本でもできることはしっかり身に付けてからいけ
ば良かったな、と少し後悔したので、私が言える立場でもない
かもしれませんが、これから留学される皆さんにはぜひそれも
ふまえて勉強を頑張ってほしいなと思います。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ



21

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

オルレアン大学には日本語学科があり、日本語を勉強してい
る学生がたくさんいます。そのため、多くのフランス人学生が
積極的に話しかけてくれたり、遊びに誘ってくれたりするの
で、たくさん友達ができ、充実した日々を過ごすことができま
した。大学ではフランス人学生と日本人学生の交流会も定期的
に開催されますし、学外でも、一般の方を対象とした日本語教
室に参加することでフランス人と交流することができるので、
ぜひ積極的に参加してみてください。

生活について
オルレアンは都会過ぎず田舎過ぎず、といった町で、冬は少

し寒いですが、それでも金沢に比べると雪も雨もかなり少ない
のでとても過ごしやすかったです。治安も比較的良く、トラム
やバスの本数が多いのもとても便利でした。また、パリから近
く、電車で一時間、10ユーロほどでいくことができるという
点もオルレアンに留学することの大きなメリットです。もちろ
ん、週末などに気軽にパリに出かけられること自体とても魅力
的ですが、それだけでなく、パリまで出れば、ヨーロッパ各地へ
のアクセスがとても良いため、近隣諸国に旅行しやすいです。
その意味で、留学中にはフランスだけでなくいろんな国に行き
たいなという人にはオルレアンはとてもおすすめです。

オルレアンはジャンヌダルクゆかりの地で、町中には、ジャ
ンヌダルクの生涯を表現した聖堂のステンドグラスやジャンヌ
ダルク資料館など、彼女を称え、つくられたものがたくさんあ
ります。また、歴史の授業では、ジャンヌダルクについて詳し
く学ぶこともでき、歴史に興味のある人にはとても魅力的な町
です。

私は、普段は放課後には友達と出かけたり、大学の図書館で
課題をしたりしていました。また、私は、派遣留学中は学生寮
に住んでいましたが、時々、以前短期の語学研修の際にホーム
ステイをさせていただいたホストファミリーと会ったりもして
いました。ホストファミリーには、困ったことがある度に助け
ていただき、本当に感謝してもしきれない存在です。

おわりに
フランスについてからしばらくは、これまでとは全く違う環

境での生活に、正直とまどいとストレスでいっぱいでした。勝
手が分からないため何をするにも一苦労でしたし、何よりそう
いう困ったときに日本語が使えないというのはとても大変でし
た。しかし、私は、ホストファミリーをはじめ、たくさんの親
切なフランス人に出会いました。もちろん日本と比べてスリに
遭いやすいといった悪い面もありますが、大多数のフランス人
はとても優しく、フレンドリーに接してくれます。もしかした
ら、これを読んでくれている人の中には、留学してみたい気持
ちはあるけれど、語学や治安のことを考えて躊躇している人が
いるかもしれません。ですが、実際行ってしまえばなんとかな
ることも多いです。私も留学中は、体調を崩したり、銀行口座
の開設が上手くいかなかったり、たくさんの困難に直面しまし
たが、そのたびに誰かが助けてくれましたし、問題を乗り越え
てきたということが、自分の成長と自信につながりました。留
学中は誰しもが何かしらの問題にぶつかると思いますが、その
分留学で得られるものはとても大きいと実感しています。これ
を読んだみなさんが留学したいなと思ってくれること、また、
実際に留学先でかけがえのない経験をされることを願っていま
す。最後に、私の留学準備・留学生活を支えてくださったすべ
てのみなさんに、心から感謝申し上げます。

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　押田　亜美

私は2017年8月から2018年6月まで南仏のトゥールーズ
大学に留学しました。2年前はまさか自分が留学すると思わな
かったし、留学直前までずっと不安を抱えていました。しかし
そんな私にしかできないアドバイスがあると思うので、留学に
少しでも興味がある人はぜひ最後まで読んで欲しいです。

留学前
「どうしてフランスなの？」は留学前にも留学中にも一番よく

聞かれる質問です。私は大学に入ってからフランス語を学び始
めました。「時制って難しいな」「男性形なのか女性形なのか全
然わからないな」「活用も全然覚えられないな」と嫌な思いしか
しなかったです。しかし三年生になって、日本での大学生活が
物足りなく感じ、国際学類の専門講義で先生や先輩たちが海外
の話をすると私ももっと世界を知りたい！周りの人よりも語学
に鈍感だけどもっと留学生と話したい！全く話せなかったフラ
ンス語をペラペラ話せるようになりたい！人と違った留学経験
がしたい！と思い、三年生の春に留学を決心しました。

学内選考と面接の準備はアドバイス教員と先輩たちに、留学
先とのやりとりや奨学金の申請は留学推進係の方々に、留学先
での手続きは金沢大学に留学していた留学生の友達にたくさん
手伝ってもらいました。留学するのは自分だけど、1人の力で
は留学は絶対できなかったので、手伝ってくださった方々には
本当に感謝しています。

大学について
フランスの協定校は他にもあるのにどうしてトゥールーズ大

学を選んだのか。留学する人は大きく二つのタイプに分けられ
ると思います。はっきりとした目標がある人―「留学先でし
かできない研究がしたい」、「ネイティブみたいに話せるように
なりたい」、「グローバル化社会で出世するためには留学経験が
必要だ」、「小さい頃から海外で住んでみたかった」の人たちと、
なんとなく今のままじゃダメだ、チャレンジしてみたい、いわ
ゆる「自分探し」のための留学の二つです。私はとにかくいろん
な背景をもつ人と交流ができる環境が欲しかったのと、人と
違った留学経験がしたいと思ったので、大学に所属する語学学
校で現地の移民たちと一緒に語学の授業が受けられる、しかも
唯一南仏にある、数多くの協定校の中でもかなり特殊なトゥー
ルーズ大学を選びました。
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校舎は都心から離れたところにあり、広い敷地にあるモダン
なキャンパスです。語学学校は言語学部と同じ建物を共有し、
言語学やフランス話者でない人向けの書籍をたくさん所蔵する
図書館が一階にあります。図書館には休憩用のソファーもあっ
て、お昼に行くとご飯を食べる人やお昼寝する人もたくさんい
て、さすがフランスだなと毎回感心します。授業は一コマ2時
間、週10コマありました。学期はじめにレベル分けのテストが
あり、アジア人はほとんどA1かA2、ごく稀にA3のグループに
分属される人もいました。フランス語の授業は大きく会話、文
法、文化に分けられます。文法は大学で学んだものを最初から
もう一度やり直しました。しかしネイティヴの先生が教えてく
れるので、授業内容が簡単そうに見えても実際そうではなかっ
たです。クラスにはフランスに移民したいアラブ系、ロシア系、
ラテン系、アフリカ系の方がいました。もちろん年齢もバラバ
ラです。みんな個性的で自由奔放で、イントネーションも文法
も気にせずとにかくフランス語で話しかけてくれる。私はフラ
ンス語力よりも大事なことを彼らから学んだのかもしれないと
今になって思います。

ヴァカンス
みなさんご存知の通り、フランスはストライキ大国です。留

学中に私はトゥールーズ大学の歴史上一番長いと言われる前
後のヴァカンス合わせて約4ヶ月以上のストライキを経験しま
した。この長いヴァカンス中に私はカフェで勉強したり、友達
の家でパーティーをしたり、旅行したりしました。トゥールー
ズはバラの都市とも言われる古い歴史のあるとても綺麗な街で
す。散歩しているだけでも十分楽しいです。私は他の留学生の
ようにヨーロッパの様々な街に旅行しませんでしたが、私が訪
ねた街の中でもトゥールーズはとても住みやすいところだと感
じました。

トゥールーズを選んだもう一つの理由は、南仏にあるから
です。トゥールーズからスペインまでは高速バスでわずか5時
間、週末やヴァカンス中に何回もスペインに行くことができま
した。10ヶ月で二つの国に留学したような気がします。恐ら
くこれもトゥールーズでしか体験できない留学生活だと思いま
す。

最後に
あっという間に10ヶ月の留学が終わりました。留学中に得た

ものは数えきれないほどあります。留学して楽しいことばかり
ではないし、むしろ苦しいことの方が多かったかもしれません
が、後からやっぱり留学してよかったと思います。10ヶ月かけ
て気づいた自分の長所を大事に、足りないところを改善しなが
ら残りの大学生活を送りたいと思います。少しでも挑戦してみ
たいと思った人はぜひ応募してみてください。最後に、留学を
サポートしてくださった方々、本当にありがとうございます。

人間社会学域人文学類　滝沢　摩耶
これを読む方の多くが留学に興味があるのかなと思います。

そんな方にも、そうでない方にも、これを読んで、留学のイメー
ジを描いていただければ、あるいは、私が留学していたフラン
ス・トゥールーズに興味を持っていただければ幸いです。

トゥールーズに住むということ
美しいレンガ造りの街並みから「バラ色の街」という名で親し

まれる、フランス南西部の中心都市。それがトゥールーズです。

フ ラ ン ス の 首
都・パリへ行く
よりも、スペイ
ン・バルセロナ
の方が近く、街
ではスペイン語
を見かけること
もしばしば。気
候は温暖で、冬
は寒くなっても
雪はほとんど降
りません。人口
約45万 人 の う
ち、10万人が学
生。フランス屈
指の学生都市で
もあります。

金沢のバスで
使えるICカードにあたるものが、トゥールーズにも存在しま
す。その名もPastel（パステル）。ただしその性質はかなり異な
り、バスだけでなく地下鉄とトラムでも利用可能。それでいて
1ヶ月10ユーロで乗り放題。かなり安いです。街は交通網が発
達していて、私自身、寮から大学までバスとメトロで通ってい
ました。そのためこのPastelはトゥールーズに住む上で必携品
です。

街の至る所に大小さまざまなスーパーマーケットや薬局があ
り、食料品や日用品、化粧品やいざという時の薬には事欠きま
せん。大通りでは季節問わず生鮮食品のマルシェが開かれて、
スーパーよりも安く手に入れることができます。街の中心部に
行けば衣料品のお店も充実しているので、買い物に困ることは
まずありません。極め付けは日本食材屋、日本食レストランも
いくつかあるので、日本が恋しくなっても大丈夫。総じて暮ら
しやすい街だと感じました。

平日～留学生の1週間～
留学生はDEFLEという語学教育機関でひたすらフランス語

を学びます。そのため、フランス人学生と授業中に関わること
はありません。前期が始まる前に大学の図書館でフランス語の
試験を受けて、その結果をもとに学年（レベル、1～5年まで）
が決まり、そこから3～4クラスに振り分けされます。クラス
メイトの出身地や年齢層はバラエティに富んでいます。

平日の授業は週に8コマ16時間（ 1コマ2時間！）、1～3限
目まで。朝は8時半から長くて16時まで。ハードに聞こえるか
もしれませんが、実際は自由な時間がかなり多かったです。授
業間の空きコマや昼休みは、基本的には図書館で予習復習をし
ていましたが、時々dictée（書き取り）の練習をするためにフラ
ンス人学生向けの講義を聴講しに行くこともありました。知り
合いの中にはフランス人学生に混じって体育の授業に出る強者
もいました。

放課後は街に出かけて友達とカフェでおしゃべりしたり映画
を観たり。夜には友達の家でパーティーをすることも。ただ、生
活に慣れるまでは、授業が終わる頃には疲れきっていて、まっ
すぐ寮に帰っていたように思います。

休日～どこも閉まる日曜日、長すぎるバカンス～
日曜・祝日は一部のカフェやレストランを除いて全ての店が

休業日。そのため食料や日用品の買い物は全て土曜までに済ま
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せます。日曜はと言うと、公園や川辺へ行ってくつろいだり、教
会や美術館へ行ったり、とにかくのんびり過ごしていました。
ちなみに、月初めの日曜は美術館の入館料が無料で、多くの人
が訪れていました。週末を利用して近郊の街や国へ足をのばす
こともできますよ。

加えて試験の前後、前期と後期の合間など、フランスの大学
には沢山の長期休暇、いわゆるバカンスがあります。数えたら
昨年度は約60日！おかげで様々な場所で様々な体験ができま
した。いちばん印象に残っているのは、クリスマスのバカンス。
ピレネーでスキーをした後、ふもとの温泉街で足湯に浸かった
こと。フランスにも足湯があるんだ！と感動しました。

日本語学科とOkinの存在
トゥールーズ大学に留学する日本人学生と切っても切れない

のがOkin（オーキン）という団体。トゥールーズ大学の日本語
学科の学生で構成されており、留学中はもちろん、留学前から
メールを通して助けてくれます。知らない土地で日本語が通じ
る人がいるのは、何かあった時にとても心強いです。彼らに頼
りすぎるのは良くないですが、いざという時の拠り所には違い
ありません。また、頻繁にイベントやパーティーを企画してく
れるので、Okinを通して様々なフランス人、フランス語話者の
友人ができるのはとても魅力的です。

帰国してから～就職活動について～
多くの学生が3年生で留学する中、私は4年生で留学しまし

た。それもあって就職活動のために卒業年度を見送ることはせ
ず、5月末に帰国してすぐに活動を始めました。3月からスト
ライキで大学の授業が休講になることが多く、その空いた時間
を利用して準備を進めました。具体的には、インターネットで
の情報収集、企業に提出するエントリーシートの作成、メール
や電話でのやりとりなど。日本に居なくてもできることは沢山
あります。日本の就活生と比べると出遅れていたかもしれませ
んが、限られた条件の中で満足のいく就職活動ができました。

そうは言っても、留学を通して卒業後の進路や自分の人生に
ついての考え方が変わることは大いにあり得るので、必要以上
に留学直後の就職活動に固執する必要はないとも思います。な
るようになるので、留学中は留学に専念するのが何より大事で
す。

留学、どうですか？
留学するかどうかを迷っている方。留学に興味はあるけれ

ど、踏み切れない理由が各々あるのだと思います。それは何で
しょうか。お金がかかる？航空券の壁を越えれば、生活費用は
奨学金をうまく活用してやりくりができます。（フランス、少
なくともトゥールーズは金銭的にも学生に優しい街、おすすめ
です！） 治安が心配？日本も含めて、100％安全な所なんてあ
りません。一人で、それも長期間外国に住むのが不安？住めば
都、人間の適応能力は想像以上です。それから…？

いずれにせよ、留学したい！という思いが少しでもご自身の
中にあるのなら、その気持ちを尊重してください。そしてぜひ
とも実行に移してほしい。目標があるなら尚更です。留学前や
留学中の諸手続きが面倒なのは仕方ありません。振り返れば、
面倒だったことすら愛おしいです。そして留学の妨げと感じて
いるものは意外となんとかできます。実際に私はそうでした。
大学生の間は留学に挑戦しやすく、特に金沢大学の派遣留学は
安く、安全に、安心して留学できる絶好の機会です。これを読
まれた多くの方が留学を通して、ご自身の人生にかけがえのな

いような素敵な出会いや素敵な経験をされることを心から祈っ
ています！

ドイツ

デュッセルドルフ大学
人間社会学域人文学類　小野友希奈

留学中の苦労と、それをどう乗り越えたか
「もう一度、留学したい」「楽しかった」
留学に行った先輩たちの話を聞くと、大半の人がこう答えて

くれました。だから私もなんとかなるだろう、楽しい生活が
待っているのだろうと楽観的に考えていました。

実際に留学すると壁にぶつかるばかりでした。一番辛かった
のは、話すことが苦痛に感じたことです。私は元々話すことが
好きだったのもあり、語学の壁は予想よりも私を苦しめまし
た。特に、1対多数人のコミュニケーションは逃げ出したいほ
どでした。聞き取れない、会話についていけない、どうして笑っ
ているの？―

色々とアンラッキーが重なったこともあり、友達もあまりで
きず寂しい冬を過ごしました。同期たちはどんどん前に進んで
いって焦りを感じました。

そんな鬱々とした日々が続いて、やっぱり悔しくてどうにか
して状況を打破したいと思いました。変わりたいと思いまし
た。

私が実際に行ったことは2つあります。まずしたことは周り
を頼ることです。自分で頑張ることも大事ですが、やはり限界
はあることに気が付きました。吹っ切れてたくさんの人たちに
頼り、助けてもらいました。勉強だけでなく、心理的にも支えて
もらいました。慣れない環境の中、自分ひとりでできることな
どわずかなものです。日本人同士の学生だから、迷惑をかけて
しまうから、と考えるよりも素直に周りに協力を求めることが
大事だと痛感しました。次第に物事が上手くいくようになり、
モチベーションも戻って来てまた頑張ろうと思えるようになり
ました。

もう一つは積極的になることです。留学に行くような人は積
極的な人が多いでしょうし、私も自分は能動的な方だと思って
いました。でも留学でまだまだだと感じました。例えば、エラ
スムスの授業（留学生用の授業、様々な国からの留学生が参加
していた）で発言をする時、自分が一拍遅いことに気が付きま
した。授業に限らず、何か新しいことをするのにも様子をみて
ワンクッション置いてから行動する自分が見えてきました。も
ちろん、それが悪いことだとは言い切れませんが、チャンスを
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逃すこともありました。自分を含めて日本人の留学生は「待っ
ている」人が多いような気がします。失敗することを恐れずに
自分から、例え周りと違ってもいいからという気持ちで行動す
るよう努めました。

上記2つのことを意識して、冬が終わるころようやく気持ち
が「帰りたい」から「楽しいかもしれない」に変わってきました。
帰国する頃には「楽しい」という気持ちとそのことに安堵してい
る自分がいました。今までで一番辛かったかもしれない冬でし
たが、自分と向き合うこともできたので得たものも多くありま
した。しかし、留学前当初の計画は丸つぶれでしたし、やりた
かったこともほとんどできませんでした。留学の「成功」を書く
人が多いと思いますが、私はこれを「失敗」だと思います。もし
これを読んで留学する人がいるならば、私の失敗を活かして慢
心せず、留学を成功させてほしいです。

もし留学の感想を一言で教えてくださいと言われれば、私は
こう言います。
「もう一度、留学したい」

人間社会学域人文学類　中村　昌輝

留学前
私は2017年10月から18年8月までの約10ヶ月間、ドイツ

のデュッセルドルフ大学で学んでいました。1年前期の段階で
は、留学についてはかっこいいなという漠然としたイメージく
らいしか持っていませんでした。ただ、金沢大学で学ぶ留学生
と話をする機会があり、徐々に自分が行きたいと考えるように
なりました。第二外国語としてドイツ語を学んでおり、また
デュッセルドルフからいらした先生や留学していた先輩方に相
談し、留学先をデュッセルドルフに決めました。留学準備とし
ては、以前同大学に留学されていた先輩や、在籍経験を持つ金
沢大学の先生に質問し、分からない点や不安な点をつぶすよう
に努めました。留学してまず経験する困難は入寮や住民登録、
ビザ取得などの手続きであり、手続きの際に書類の提出が非常
に重視されると聞いていました。そのため書類については必ず
提出を求められるものだけではなく、少しでも提出を求められ
る可能性のあるものは日本にいる間になるべく取得しておくよ
うにしました。

生活について
デュッセルドルフはドイツ北西部の大都市であり、大勢の日

本人が暮らしている都市として知られています。毎年、日本文
化を紹介する大きなイベント「日本デー」が開催されるほか、中
央駅前の通りは日本人街となっており、日本人向けの食料品
店、飲食店が立ち並びます。また日本語の通じる薬局や医院も

あり、緊急時の安心感は他都市に比べて大きいと思います。ま
た、市内の路面電車やバス、市外へ出るための電車や飛行機が
ともに充実しており、通学や買い物にも、旅行にも便利だと感
じました。私の住んでいた寮は完全な個室で、自室にキッチン、
トイレ、シャワーが備わっていました。ただ、一般的にはキッ
チン、トイレ、シャワーが共用の学生寮が多いです。また週に
1度、主にデュッセルドルフ大学のドイツ人学生と日本人留学
生が参加するバドミントン活動があったので、そこに参加して
いました。

学習について
現地では留学生用のドイツ語授業を受講したほか、ドイツ人

向けの日本語の授業に参加しました。学期の初めにレベル分け
テストがあり、その結果によって受講できる授業が絞られま
す。協定校から派遣留学で学ぶ学生には、週5コマの語学コー
スがレベルごとに開講されています。デュッセルドルフ大学の
留学生用授業は語学（文法や話す、書く等）の授業が中心であ
り、文化や社会等に関する授業は少ないです。それでも各学期
初めのレベル分けテストでB2レベル以上を取れれば授業選択
の幅が広がると思います。留学生向けの授業では、日本とドイ
ツ以外の第三国の学生とも一緒に勉強できるため、様々な国の
学生と仲良くなることが出来ました。ヨーロッパ圏出身の学生
とはそれぞれの国の観光地や名産を教え合い、それは滞在中の
自分の旅行に役立ちました。またヨーロッパ以外、特にアジア
出身の学生とはドイツ語文法の難しさやヨーロッパの文化のお
かしな点について話したりしました。また、デュッセルドルフ
大学に現代日本学部があることと関係しているのか、日本人留
学生の割合が比較的高いと思います。現代日本学部では日本人
の先生方も働いており、常に多くの日本人教員・留学生と情報
交換ができる状態にあったことで、より多くのことを、より楽
しく学べたと思います。

振り返って
私はこの留学期間中にドイツ人と多く話しただけでなく、ド

イツ以外の外国人留学生と交流できたことが良い経験になった
と考えています。ヨーロッパの人にとって当たり前であること
が日本人の私には奇妙に映ったり、逆にアジアの習慣が彼らに
とって奇妙であったりと、文化や習慣の違いは大きいと思いま
す。ただ、出身地に関係なく個々の人間として付き合うことが
出来て楽しかったですし、先入観を持って他人を見ることが少
なくなったと思います。将来の職業等はまだ決めていません
が、ドイツ語能力が業務に直結するような職種でなくても、ど
こかで活かすことが出来れば良いと思っていますし、それが出
来なくても留学によって得た語学以外の面での経験を大事にこ
れから進んで行きたいと思っています。最後になりましたが、
私が無事に一年間の留学を終えることが出来たのは、支えてく
ださった家族、友人、先生方や先輩方そして大学職員の方々の
おかげです。本当にありがとうございました。
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人間社会学域人文学類　西島　佑哉
私は2017年10月から2018年7月までの10か月間、ドイツ

のデュッセルドルフ大学に派遣留学をしていました。私が留学
を通じて体験したことが読者の皆さんの手助けに少しでもなれ
ば幸いです。

留学の動機
私が留学先大学としてデュッセルドルフを選択した理由は、

一つは金沢大学で専攻しているドイツ文学・ドイツ語学の学習
を現地でより一層深めるためです。日常生活において常にドイ
ツ語が話される環境に身を置くことが出来るのは、ドイツ語の
語学力向上を目指す私にとって非常に魅力的でした。もう一つ
は、日本との関りが深いデュッセルドルフという街に興味を抱
いたからです。デュッセルドルフはヨーロッパでも最大規模の
日本人街があり、ドイツ人と日本人によるコミュニティが数多
く存在します。私は二年時の夏に一か月間のドイツ語サマー
コースに参加していました。その際にデュッセルドルフを初め
て訪れ、現地で働く日本人の駐在員の方からお話を聞く機会が
ありましたが、一週間ほどの滞在だったので、派遣留学を通じ
てより深くこの街について知りたいと考えたのです。

留学前の準備
留学前に準備しておくこととして、ドイツ語検定などを受験

して自らのドイツ語の語学力を知り、少しでも向上させておく
ことをおすすめします。個人的には、金沢大学のドイツ人講師
の方々と定期的に話すなど、ドイツ語の会話やリスニングにつ
いても慣れておくために積極的に取り組んでいました。留学中
に非常に心強い助けになった経験としては、先にも挙げた夏休
みのドイツ語サマーコースへの参加もありました。すでにドイ
ツで生活した経験があることによって、留学して間もない頃で
も過度にストレスを抱えたり動揺したりせずに現地での生活に
順応していくことができました。その他に重要なこととして、
申請や登録についての派遣先大学とのメールでのやりとりもあ
ると思います。幸い私は同じ大学に留学する同級生やドイツ人
の講師の方々の手助けを借りることが出来ました。重要なの
は、一人で何事も抱え込むのではなく、頼れる人がいるのなら
しっかりと相談するということです。もちろん、自らの留学に
ついての準備なので他人任せにしてはいけませんが、派遣先に
ついてよく知っている教授や学生はいると思うので、そういっ
た人に積極的に連絡を取り、その体験談を聞いてみると非常に
良い留学準備になると思います。

留学中の授業・生活
まず大学での授業について挙げると、留学生向けの授業は主

に、日本人留学生向けの語学コースと、全留学生のためのドイ
ツ語の授業があります。日本人留学生向けの語学コースは週に
3日で計5コマあり、学期毎に難易度が対象者のレベルに合わ
せて変わります。私は一学期目にはこの語学コースに参加して
いましたが、二学期目は語学レベルが合わなかったので受講し
ませんでした。全留学生向けのドイツ語の授業は、語学レベル
毎に文法・作文・発音・語彙など各テーマに特化した授業が開
かれています。また、デュッセルドルフ大学には現代日本語学
科が置かれており、この学科の授業に聴講という形で参加させ
てもらうこともできました。生活面について、日本からの留学
生は基本的に大学の寮に住むことになります。寮は何か所か
あって、場所によって大学からの距離や居住形態が異なりま

す。私の場合は、トイレ・シャワー共用の二人部屋でした。居
室自体はそれぞれ分かれていて部屋も広かったので問題なく快
適に過ごせました。大学の敷地内だったので登下校にも不便な
ことはなかったです。食に関しては、デュッセルドルフという
土地柄もあって日本食レストランやアジア食品を扱うスーパー
は多数あります。しかし、どちらも日本よりは割高な値段なの
で、私は現地の食品を買っていました。円とユーロのレートの
影響もあり、生活用品は日本で買うよりもほとんどのものが安
かったです。留学中にしていた活動としては、現代日本語学科
の学生と週に一度会い、それぞれの母語をお互いに教え合って
いました。定期的に現地の学生と会ってドイツ語を学ぶ機会が
持てたことは留学中の語学力向上に大いに役立ちました。さら
に、現代日本語学科の学生と毎週一度サッカーをしていまし
た。現地の学生とスポーツを通じて親交を深めることは自分に
とって貴重な体験になりました。留学中はどうしても運動不足
になりがちなので、健康面から言ってもこのような課外活動に
参加することは非常におすすめです。

留学を終えて
留学から帰ってきて私が感じたことは、ドイツ語を話すこと

に対する抵抗が自分の中で全くなくなったということです。留
学前にもドイツ語で会話をする場面は授業内外でありました
が、文法や発音を間違えていないかが気になり、内気な性格も
相まってドイツ語で話すことが苦手だと感じる時期もありまし
た。しかし、現地で生活するにつれて自らの意見を伝える・表
現するということがこの国でいかに重要視されているかを理解
し、私の中での考えは変わりました。母国語ではないのだから、
完璧にできなくても仕方ない。自らの心の内を表現しなけれ
ば、ここにいる人たちには自分のことをしっかり認めてはもら
えないと感じたのです。日本で今後履修するドイツ語の授業に
おいても、この経験から自らの意見を積極的に発言できるよう
にさらなる語学力の向上に励んでいきたいと考えています。読
者の皆さんも留学を通じて自らの考えがすっかり変わるような
素晴らしい体験をされることを願っています。

ドイツ

レーゲンスブルク大学
人間社会学域地域創造学類　石尾佳奈子

ドイツで11か月すごして思うこと
Regensburgで過ごした時間は、私にとってかけがえのない

思い出になりました。このように思えるのも、金沢大学の手厚
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いサポートを受けられたこと、時間をつくって相談にのってく
れた友人・先輩・先生方、留学を応援してくれた家族、一緒に
留学生活を過ごした仲間たち、そして留学中に出会った人たち
がいたからだと思っています。

私は留学が気になりながら、なかなか一歩踏み出せなかった
ので、ほとんどの派遣留学生より1年、あるいは2年遅れた4年
生夏から留学に行きました。ここでは4年生で留学に行くこと
に少し重きを置きながら、いろいろ述べていこうと思います。

留学行きを決めるまでと、準備
留学経験者に話を聞くことがとても大切だと思います。留学

経験者に話を聞くと、留学を迷っている人は「留学すること」が
身近に感じられるようになり、留学行きを決めている人は自分
の留学スタイルを具体的にイメージすることができます。私は
英語に興味があってずっと留学したいと思っていましたが、踏
み出せないまま4年生になり、でも留学への未練があるままゲ
ント大学で留学をした人に話を聞く機会がありました。そのと
き英語を母語としない国でも英語の勉強ができる可能性を知
り、それから短期語学研修で滞在経験のあるRegensburgを留
学の場として思いきって決めることができました。英語圏での
留学しか考えていなかった自分が、まさか第2言語として履修
していたドイツ語圏で留学するなんて、と驚きでしたが、関心
のあった非英語母語話者への英語教育を学ぶには英語圏よりも
適していたこと、英語とドイツ語の両方の学習が続けられると
いう点で自分の理想であったことに気づきました。

留学行きが決定してから、私は指導教授から語学学習の課題
を出されていましたが、ほぼ手をつけずに留学を始めました。
案の定、9月の短期集中語学コースで痛い目を見ました。現地
では、習熟度別のクラスにわかれてドイツ語を勉強します。し
かし大学の授業で学ぶドイツ語だけでは、自分が思っていたよ
りも低いレベルのクラスに行くことになったり、レベルが低い
と思っていたクラスなのに授業の早さについていけなかったり
します。語学の勉強はどれだけしていても損はありません。

現地の生活
留学の目的も時間の過ごし方も本当に人それぞれだと思いま

す。自分が何を学びたいか、どんな能力を身につけたいかに
よって出向く場所や出会う人たちも異なるように思います。私
はとにかくスピーキングを一番磨きたかったので、ドイツ語や
英語を話せる場に出かけることを大事にしました。ドイツに到
着してすぐは、日本で多少スピーキングに自信を持っていた自
分が恥ずかしくなるくらい、聞き取ることも返事をすることも
できませんでした。

「できない自分」というのが受け入れにくくて、留学生活の前
半は気分が沈むことがよくありましたが、時間が経つうちに留
学生活とドイツ語・英語に慣れてきて、少しずつできることが
増えていきました。言葉の仕組みや文化・習慣がまったく異な
る海外で、半年あるいは一年を過ごそうとしていること自体
“すごい”ことなので、もし、自分のできるようになりたいこと
がまだできなくても、落ち込む必要はないと思います。他の場
面に目を向けてみると、新しくできるようになったことが必ず
あるので、その気づきの繰り返しで落ち込む日を減らせるよう
になります。私は最終的に、海外で初めて暮らしているんだか
らできなくて当然だと思えるまでになりました。

Regensburgで経験できたこと、できること
大学では、休暇中の語学コース・留学生用ドイツ語授業

だけでなく、現地のチューターが主催する大学ツアーやプ
チ旅行、パーティーがあります。その他にも私は“Europa 
macht Schule”という学校訪問プログラムに参加しました。
Regensburgに来た留学生が市内の学校で母国の紹介をすると
いうものです。ドイツでの学校見学を留学計画に入れていたの
で、実現してうれしく思いました。留学生に各学校の先生がつ
き、チームを作って活動します。ドイツの学校を訪問できたこ
と、実際に教室で学ぶ子どもたちの様子を見られたこと、一緒
におにぎりを作ったことは忘れられません。

学外では、同じ寮やクラスで知り合った留学生とも仲よくな
り、旧市街地を散歩したり、誕生日パーティーに招待しても
らったりしました。また、昨年度留学生から紹介してもらった
共通の友人と実際にドイツで会うことができ、彼女の家族とも
時間を過ごし、フランスで1週間のホームステイを一緒にした
ことも、すべて大切な経験であり、忘れたくない思い出となり
ました。ドイツに来ないと出会えなかった人にも出会えて、ド
イツに来ないとできなかったこともできるのが留学生活だと思
います。

4年生が留学に行って思うこと
やはり気になるのは就職活動が遅れてしまうことではないで

しょうか。私は留学中に某就職サイトに登録をしたり、エント
リーシートを書いてみたりしました。しかし本腰を入れること
はなく、帰国後も就職活動をせずに卒業予定です。実際、家族
や身内に驚かれるし、心配もされます。

しかし「長期海外留学という特別な時間を私は過ごしている
のに、なぜ日本へ帰国した後のことばかり考えているのか」「ド
イツでしか過ごせない時間を過ごすべきではないか」という気
持ちが強くあったので、今のところ自分がした選択を不安には
思いません。就活から逃げたといえるし、自分の首を絞めたの
かもしれないけれど、なんとかなると思っています。だから

「 4年生で留学に行ってもなんの心配もない」と無責任なことは
言えませんが、留学が終わって思うことはただ、「楽しかった」
の一言です。一緒に留学生活を過ごしたみなさんと、お世話に
なったみなさんの存在が大きかったです。ありがとうございま
した。

Ich danke alle, die ich in Deutschland kennengelernt 
habe und zu mir nett gestanden haben. Mein Austausch 
in Regensburg war ganz toll. Ich empfehle einen 
Austausch in Regensburg!
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K A N A Z A W A  U N I V E R S I T Y

人間社会学域学校教育学類　国沢　有希
Servus!! 私はドイツ・レーゲンスブルクに半年間留学して

いました。突然ですが、みなさんの留学のイメージとはどのよ
うなものでしょうか。国際・人文学類の人が多く、3年生のと
きに、1年間行くものだと思っていませんか？私は、“学校教育
学類”“4年生”で、“半年間”留学していました。せっかく後輩に
向けて執筆の機会を与えてもらったので、今回はみなさんの気
になるであろう事柄を中心に、私ならではの視点で、留学につ
いて書いてみようと思います。

Q.留学のきっかけは？
結構遡るのですが…高校生の時から漠然と「大学生になった

ら留学したいな」と思っていました。そこで、学校教育学類は
第二言語が必修ではありませんが、ドイツ語を履修することに
しました。初めからドイツ語を取ろうと決めていたわけではな
く、初習言語ガイダンスで先生に勧められたことがきっかけで
す。その後、2年時にサマーコースに参加し、海外ってすごい！
と感動しながら帰国しました。この時点で満足した私は、長期
留学をするつもりはありませんでした。しかし、3年時の教育
実習を経て、「このまま教員になるのでいいのか」という思いに
ぶち当たり、思い切って長期留学をすることに決めました。こ
う振り返ると、“自分としっかり向き合って、将来のことを考え
たい”と思ったことが一番のきっかけですね。

Q.ドイツ・レーゲンスブルクを選んだ理由は？
実を言うと、初めは違う国に行きたかったんです。教育分野

で評価されているその国で、教育の最前線を学んで来ようと
思っていました。しかし、3年の教育実習後すぐに、派遣留学の
一次募集があったので、二次募集で応募することに決めていた
ら、その国は一次募集で枠が埋まってしまったんです。当時は
すごく落ち込みました。しかし、留学に行きたいという気持ち
に変わりはなかったので、2年生のときにサマーコースで訪れ
たレーゲンスブルクに行こう！と、自然と考えていましたね。
留学について相談していた当時のアドバイス教員に、「その国
に縁があったと思えばいいよ」と言われ、ドイツに行くことも
前向きにとらえられました。今ではむしろ、ドイツでよかった
なと思っているくらいです。

Q.留学前に不安
はあった？

すごくありま
した。留学の承
諾も、親になか
なかもらえず、
何度も実家に帰
り、泣きながら
話をしました。
最後まで納得し
てくれなかった
ものの、「最後
は自分で決めな
さい」と言われ、
提出書類にハン
コをもらったの
を 覚 え て い ま
す。

そして、行く前だけではなく、ドイツに行ってからも不安は
続きましたね。「あれだけ説得して来たのに、この留学で何も成
果を持ち帰れなかったらどうしよう」と。だからこそ、大学の授
業だけではなく、フィールドワークだったり、旅行だったり、
現地の人との関わりだったりを積極的に行いました。「私には
半年しかない」という思いが、原動力になっていたと思います。
1年行けば、もっと話せたり、多くの経験ができたりしたと思
いますが、半年だとしても、自分の気持ち次第でできることは
たくさんあります。

Q.フィールドワークって具体的には？
毎週現地の小学校に訪問し、授業を参観させてもらいまし

た。1年生のクラスだったのですが、教具や机の配置、掲示物、
授業内容や先生の雰囲気など、「日本とは違うな」と思うことが
多く、新鮮でした。子どもたちの話すスピードについていけず、
とまどうこともありましたが、言葉は通じなくてもなんとかな
るものです。

ある日、子どもの名前を、カタカナとひらがなで書いてあげ
ると、とても喜んでくれました。「日本にはアルファベットが
2つあるの？」と聞かれたので、「漢字もあるから3つかな。」と
いうと、目を丸くして驚いていました。まさに、子どもが異文
化体験をした瞬間でした。あの時の顔は一生忘れないと思いま
す。

Q.一番思い出に残っていることは？
ドイツに来て3カ月経ったころに参加した「アルプス登山」で

す。元々自然やアウトドアが好きで、現地のチューターが企画
してくれたこのイベントを知った時に、直感で、行こう！と決
め、参加しました。25人の留学生とともに、ドイツ・オースト
リア国境の山に2泊3日で登りました。山小屋に泊まり、自炊
をし、留学生たちとはドイツ語と英語でコミュニケーションを
取りながら過ごしました。当時は両方あまり話せず、自分から
積極的に話をすることはできませんでしたが、片言でも伝わっ
た時の喜びは今でもよく覚えています。あの時の経験は、その
後の授業にも生かされたと思いますね。びっくりするくらい大
雪で、山頂までは登れなかったのですが、綺麗な景色を見るこ
とができ、大満足でした。

Q.留学を通して学んだことは？
たくさんありますが…一つは、“怖がらないでやってみるこ

との大切さ”ですかね。あるパーティーに参加したときに、留
学生と話していて、「私あまり英語得意じゃないから、話した
くないんだ。」と言うと、「何言ってるの。話すから上手になる
んでしょ。僕の友だちは全然話せなかったけど、留学に来て留
学生と話すようになったから、今ではあんな風に話せてるんだ
よ。日本人はシャイな子が多い。」と言われ、ショックを受けま
した。

私はこれまでの学校教育で、文法を習い、正しいフレーズを
言わなければという思いに縛られ、失敗することを恐れていま
した。しかし、英語はコミュニケーションツールです。人と話
すためのものです。片言でも意外と相手に伝わるものです。間
違えるのは嫌だけど、とりあえずやってみることの大切さを実
感した出来事でした。

Q.後輩に伝えたいことは？
“自分の想いに正直になって、自分を信じて！”
正直、留学に行くことが自分にとってベストだったのか、よ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ



28

くわかりません。人は叶わなかったことに対して未練が残るも
のだと思うので。帰国後、同期の卒業式に出席した私は「一緒に
卒業したかったなぁ」とか思っていました。行く前は、そんなこ
とこれっぽっちも思ってなかったので、自分でも驚きです。欲
張りですね。

留学は行った方がいいよ！と無責任に言えません。しかし、
私は自分の選択は間違っていなかったと思います。あの時決断
していなかったら、留学への憧れを一生抱えたままだったと思
います。（実際そうなったら、社会人になってからでも、挑戦し
てみればいい話ですけどね。）

これを読んでくれているあなたが、今悩んでいることがあれ
ば、それを大切にしてください。留学に関することであれば、
友達や先生、留学推進係の方、留学経験者に相談してみるのも
いいかもしれません。自分の想いに気づいたら、自然と行動は
起こせると思います。自分で決めたことなら、きっと頑張れま
す。Viel Erfolg!!　応援しています。

人間社会学域人文学類　熊巳　法子

留学前
留学前に大切なことは、留学中だけでなく、その後の卒業ま

でのプランを立てることだと思います。私は4年次に留学した
ので特に思うのですが、帰国までに卒業論文に必要な資料を集
めておく、就職活動のために企業に目星をつけて連絡を取るな
ど計画性がないと帰国後に焦ってしまいます。三年次に留学す
る場合でも、4年生になってから「ドイツでこれをやっておけ
ばよかった」と思うことがないようにしっかり計画を立ててく
ださい。

留学中の活動
私はタンデムパートナーが2人いました。一人は日本語歴2

年の方で、ドイツ語日本語半々で行っていました。もう一方は、
日本語をはじめたばかりで、ドイツ語がほとんどでした。週に
1度、2時間話をしていました。内容は、両国の文化から日本
のアニメ、好きな音楽、授業の相談など様々でした。タンデム
をするにあたって気を付けなければならないのは、相手がどの
くらいどのように日本語を勉強したいのかを理解することで
す。タンデムはもともとwin-winな関係ではありますが、お互
いストレスなく帰国まで続けるには気遣いが不可欠です。人に
よって会う頻度や干渉の度合いも違うので、最初に会った時に
しっかり確認して、帰国まで続けられるイメージができるなら
組むといった風にするといいと思います。タンデムパートナー

と仲良くなることで、普通の留学ではできない経験を得られま
す。私の場合は、パートナーの実家に1泊して街を案内しても
らったり、映画を見に行ったり、ハンブルクに2泊3日の旅行
にいったりしました。

自宅での学習は、常に発音しながら文章を書いていました。
時々録音してタンデムの方に送り、発音を直してもらったりし
ていました。すき間時間にお勧めなのは、German Listening

（android版）というアプリです。Deutsch Welleがダウンロー
ドできて、単語の解説やスロー再生、ダウンロードしたデータ
を通信がない場所で聞くことができます。また、授業中につい
ては辞書で単語を調べるのは後回しでとにかく先生の話を聞く
ことを大事にしていました。自分でできることは授業中にせ
ず、その時間でしかできないことをやるようにしていました。
そして少しでも疑問に思ったことは質問していました。授業は
基本的にレベル別なので、自分が疑問に思っていることは他の
生徒も疑問に思っていることが多いです。せっかくの機会なの
で怖がらずに発言できるといいと思います。わかったふりをし
ないことも大事です。曖昧な態度は、授業だけでなく日常でも
非常に危険です。例えば、何かの契約の際になんとなく「Ja」と
答えると後々知らない請求書が来たり、向こうのミスで情報が
違っていた時に問い合わせても、あなたは同意しましたよね？
ということになってしまいます。わからない時は、もう一度
ゆっくりお願いしますと伝えて、自分が正しく理解できるまで
承諾しないことが大切です。

私は卒業論文のテーマで合唱を扱いたいと考えていたので、
レーゲンスブルク大学の合唱団に所属していました。年二回の
定期演奏会や、合唱合宿、教会での訪問演奏など多くの経験が
できました。それに加えて、ほとんどが日本語を話せないドイ
ツ人だったので、自然とドイツ語を話す機会が多くなりまし
た。タンデムパートナーやスタムティッシュ（独日）の方たち
は多かれ少なかれ日本語を知っていて、友好的です。そういっ
た環境に身を置くと、純粋なドイツ人に会うことは非常に少な
いです。留学生向けの授業に先生以外はドイツ人がいません。
そのため合唱でなくてもいいのですが、ドイツ語だけを話すコ
ミュニティを一つ作っておくといいと思います。

余談ですが、ドイツ以外の国に訪れることをお勧めします。
遊んでばかりではもちろんいけませんが、せっかくヨーロッパ
にいるので足を延ばしてみるといいと思います。レーゲンスブ
ルク大学の学生証を見せれば、どこの博物館、美術館でも安く
入場することができます。その土地にある本物を見ることで、
視野がぐっと広がります。また、ドイツ語圏の他国（スイス、
オーストリア）に行くと、使われるドイツ語が少し異なってい
るので、新しい発見ができると思います。

帰国後の活動
留学中に食文化に興味を持ち、食品業界に就職したいと考え

るようになりました。留学の経験のおかけで、自信を持って自
分を企業にアピールすることができました。その結果、外食産
業の会社から内定をいただくことができました。

これから留学される方へ
常にアンテナを高くして過ごすことで、留学はどんどん面白

くなっていきます。出国前に得意なこと、好きなこと、挑戦し
たいこと、克服したいことなどを見つめ直してみてください。
それを声に出していくことで出会いが生まれます。私はそのお
かげで、ドイツで書道のワークショップを開催することができ
ました。みんなと同じ留学じゃもったいないです。ドイツでた
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くさんのことを吸収して、あなただからこそできる留学をして
きてください。一年次に他の言語をやっていて、今回が初海外
だった私でも留学できました。自分の可能性を狭めず、広い視
野を持って、意欲的に過ごしてきてください。この報告書が留
学を迷っている人の後押しになることを願っています。

人間社会学域国際学類　龍　　涼香
私はドイツのレーゲンスブルク大学に2学期間留学していま

した。レーゲンスブルクで過ごした約1年間で、私が体験した
こと、学んだこと、困ったことなどを簡単にまとめて書いてい
こうと思います。この報告書がドイツへの留学を考えている、
もしくはすでにレーゲンスブルク大学への留学が決まっている
学生の方々の参考になれば幸いです。

留学先はどこにしよう？
私の場合、入学した時点でヨーロッパ圏への留学に興味が

あったため、ドイツ語を第二外国語として選んだ時に、すでに
ドイツへの長期留学も視野に入れていました。しかしドイツに
は金沢大学と協定を結んでいる大学が、現在4つあります。こ
のうちレーゲンスブルク大学とデュッセルドルフ大学には、1
か月のドイツへのサマーコースという短期留学で訪れることが
できます。私はこのサマーコースに長期留学の予行練習、留
学する大学選び、語学力の向上の3つを目的として参加しまし
た。実際にその大学に訪れて生活してみて、私にはレーゲンス
ブルク大学とその街が合っていると感じたため、レーゲンスブ
ルク大学を派遣留学先として選びました。もちろん、自分が何
を勉強したいのかによって選ぶ大学も変わると思いますが、も
しドイツに長期留学しようか悩んでいる、留学したいけれど大
学が決められないという場合は、一度短期留学に参加してみる
というのも良いかもしれません。

レーゲンスブルクの街と大学
私個人の感想としては、レーゲンスブルクはとても住みやす

い街だと思います。大学のサポートが手厚く、街の人々も親切
でした。レーゲンスブルク大学は、毎学期ごとにたくさんの
留学生を迎え入れているため、チューターが1人ずつ付いてく
れるということはありませんが、留学生オフィスからビザや保
険、家賃のことなどについて細かく指示があるので特に問題な
く手続きをすることができます。またレーゲンスブルク大学
には学期休みの期間に1か月間の語学コースが開講されている
ので、ドイツ語をかなりしっかり勉強することができます。秋
の語学コースは必ず受けなければなりませんが、春の語学コー

スは参加するかどうかは自由です。私はどちらも参加しました
が、とても充実した日々になりましたし、自分の語学力の向上
を実感できるいい機会になりました。

学習面
やはり誰でも最初は多かれ少なかれ言語で苦労すると思いま

す。私は最初のクラス分けテストでA2.1のクラスになったの
ですが、A2レベルのドイツ語は文法的には難しいことはなく
教科書の内容も理解できていました。しかし、ドイツ語の聞き
取りがなかなかうまくできず先生が何を指示したのか、今何を
話し合えばいいのかということが他のクラスメイトよりも理解
が遅く、内容としては難しくないはずなのに授業のペースにつ
いていくのに必死になる日々はかなりしんどかったです。そこ
から自分の苦手な「聞く、話す」を授業やタンデムパートナー

（現地の学生とお互いの語学の勉強パートナーになる）との会話
の中で、練習していきました。特にタンデムパートナーの存在
は大きかったと思います。そして留学後半に入ると、ドイツ語
のクラスを楽しいと感じることができるまでになりました。ド
イツ語を話すことにも抵抗がなくなり、ドイツ人の友人たちと
もよく遊ぶようになりました。ドイツ語のクラスも先生に相談
してテストを受けて、最終的には自分が目指してしたレベルま
でいくことができたのでとにかく自分の苦手分野（私の場合は

「話す、聞く」）を把握して、できれば出国前から勉強を積み重ね
ていくしかないと思います。

留学中の生活
レーゲンスブルクでは世界遺産の旧市街にある寮で生活をし

ていました。寮を出るとすぐにきれいな街並みとドナウ川が
あったので散歩は良い気分転換になりました。私は外食の頻度
も高かったのでよく行くレストランの店員さんと仲良くなれた
のもいい思い出です。イベントやお祭りなども盛んなのでぜひ
参加してみてください。突然知らない陽気なおじさんたちと仲
良くなれたりもします。またドイツでは飲食店以外の店はほぼ
全て日曜日は閉まっていますし、スーパーも毎日20時には閉
まります。こういった日本とはかなり異なる生活環境というの
は、ドイツの働き方や文化、日本と比べてどうであるかなどを
知り、考える良いきっかけになりました。レーゲンスブルク大
学のすぐ隣にはOTHという別の大学もあるのですが、そこで
日本語を勉強している学生とも交流する機会があり仲良くなっ
て、最後に来年日本に留学するから次は日本で会おうねと、帰
国してからも続く関係を作れたことは嬉しかったです。

おわりに
ドイツ語がなかなかうまく話せず、伝えたいことの半分も言

えない、伝わらないようなこともたくさんありましたが、そこ
で引き下がるのではなくなんでもやってみる、まずは参加して
みることを心がけました。私はドイツ人が参加する日本のサブ
カルチャー関係のイベントに興味があったので実際にそのイベ
ントに参加してみたり、ドイツの歴史も勉強したかったので聴
講ではあったけれどドイツ語で開講されている歴史の授業に参
加したり、自分が気になること、やりたいことは勉強でも旅行
でもできるだけ実行しました。元々私は行動的な性格ではな
く、何に対しても控えめになってしまうところがありました
が、せっかくの留学で得た機会は逃したくないと行動していた
おかげで、多少は自分の行動力と勉強してきたことに自信を持
つことができました。これからドイツに留学する皆さんも、引
きこもってしまいたくなる時もあるかと思いますが、最後に良

ヨ
ー
ロ
ッ
パ



30

い留学になったなと思えるように自分なりに頑張ってきてくだ
さい。

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　久保　麗奈

なぜアイルランド？
私は大学2年の5月頃からアイルランドのダブリンシティ大

学（以下DCU）に派遣留学しようと決めていました。自分自身、
将来は広告関係の仕事に携わりたいという思いがあり、その中
で先輩にアイルランドのDCUについて話を聞き、興味を持ち
ました。

アイルランドは国策として法人税が他の国に比べて断然低
く、その関係もあり米国企業の欧州拠点としてダブリン（ア
イルランドの首都）がよく挙げられます。有名な企業で言え
ばTwitterやFacebookなどがその代表です。さらに、DCU
もコミュニケーション学科というところがあり、Analyzing 
advertisement, analyzing media contentなど、自分が興味
のある授業やメディア制作をする上での設備も充実していま
す。自分で調べていくうちに、DCU、アイルランドは自分の勉
強したいこと、やりたいことができる場所だ！と一瞬で留学先
の第1希望としてDCUを定めました。

事前準備
正直に言うと、自分はDCUに留学してやりたいこと、勉強し

たいことをしまくるんだ、と気持ちが先走り、事前準備の方は
最後の方はバタバタでした。
①学習面について

私はIELTSを受験していましたが、特にスピーキングの対策
に力を入れました。留学生の友達とスカイプを繋ぎ、スピーキ
ング問題集を実際にやりながら指導してもらったり、留学に
行っていた先輩とマンツーマンで英語を話す時間を作ったり、
とにかく「話す」場をつくり、どんどん英語を話していくことを
意識しました。語学はやった分だけ成果が出ると思うので、ど
んどんアウトプットできる機会を作ることが語学学習において
重要になってくると思います。
②事務的な手続きについて

事務的な手続きは常に注意しながら対応していく必要があり
ます。例えば、アイルランドでは入国後にビザ申請をするので
すが、そのビザ申請をするためのオフィスのアポイントメント
をオンラインで取らなければいけません。そしてそのアポの取
れなさはほぼ渡愛者全員が経験していると思います。だから
出国の少なくとも1ヶ月前からアポを取り始めなければいけな
い、など、先方の大学から送られる資料をしっかり読み込んで
おくことをお勧めします。備えあれば憂いなしです。

そのほかにも、現地に着いてからすぐに必要になってくるも
の（携帯電話や最寄りのスーパーなど）については事前にしっか
り調べておき、現地到着後すぐに調達できるようにしておくこ
とも大事です。

学校関係～授業
DCUはビジネススクールとしても有名で、留学生数はかな

りいます。そのため、留学生向けオリエンテーションを始め、留
学生へのサポートはかなり手厚いと思います。留学生向けの授

業も豊富で、授業によってはEU圏、アジア圏、国際色豊かなク
ラスとなります。お互い英語を勉強している者同士なので、全
て英語で話す分にはちょっとしたウォーミングアップにもなっ
てよかったかなと思います。

私は前期に留学生向けの授業を2つほど取った以外は、後期
も含めてほぼコミュニケーション学科の授業を取り、正規生と
混じって授業に取り組みました。DCUは金沢大学でいう履修
登録訂正期間が長めに取られているので、時間割のバランス、
授業への関心度の高さなどをじっくり考える時間は十分にあり
ます。ただ、特に正規生が取っているような授業ですが、事前
に履修登録（留学前に、DCUに派遣留学申請をする段階で登録
します）をしないとそもそも受けられない授業もあるので注意。
大抵は先生に頼んでみるとオッケーをもらうことが多いです
が、こまめに確認しておきましょう。

住居について
DCUには、メインキャンパスであるグラスネビンキャンパ

ス、他にセイントパトリック、オールハロウズの合計3つの
キャンパスがあります。私が住んでいたのはグラスネビンキャ
ンパス内にあるカレッジパークアパートメントです。5人のフ
ラットメイトがいて、シャワー、トイレは個室、キッチンとリ
ビングを共有する形式になっています。部屋はとても綺麗だ
し、寮近くには警備が24時間体制で動いているのでとても安
心です。自分がどれだけやりたいことがその国でできるとして
も、やはり衣食住は大事です。その点、DCUの住居環境は寮費
が少し高い分、満足度はかなり高かったです。

共同生活スタイルは各フラットでかなり変わってきます。全
く顔を合わせることがないというところもあれば、ほぼ毎日
パーティーをするフラットもあります。でも基本的にランダム
でフラットメイトが組まれるようなので、全員がものすごく仲
がいい、というのはそうたくさんあるわけでもないようです。
私の場合、フラットメイトは全員アイリッシュでした。また全
員が割と自炊をするメンバーだったこと、よく共用リビングで
Netflixから映画鑑賞していたこともあり、キッチン・リビング
には大抵誰かいる状況でした。初めこそ自分の英語に自信が持
てなくて話しかけるのもドキドキでしたが、せっかくの機会な
ので共用スペースに誰かいたら話しかけよう！と腹をくくって
みると思ったより和気藹々と話をよくするようになりました。
留学は生活すべてが英会話、みたいなところがあるので、寮に
おいてもその機会を十分に活用できたかなと思います。

留学中の苦労
私はちょうど後期のタイミングで、アイルランド企業にて
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3ヶ月間のインターンをしていました。企業としてはリクルー
ティング系の会社なのですが、私はその中の一つのチームに配
属され、SNS管理が主な役割でした。学生ビザの場合は週20時
間までしか働けないので、それに合わせて時間割を決めると、
ほとんどオフィスにいるという状況になりました。朝も早い
し、仕事が終わった後帰宅するともうへとへとだし、目に見え
て友達と会う時間も少なくなり、気持ち的にかなり落ち込んだ
時期が続きました。このままじゃダメだと思い、少ない授業の
中でグループワークに積極的に絡んだり、週末は友達を誘って
一緒にご飯を食べたり、仕事・プライベート・学業のバランス
を取ろうと色々やってみるうちに、それぞれ充実した時間を過
ごせるようになりました。

インターンの件は全員に該当するわけでもないかもしれませ
んが、留学中、語学力が低いなど何かしらで気分が落ち込んで
しまうことが出てくる瞬間があると思います。その時、そのま
ま泣き寝入りするか、自分の力でその先を邁進して行くかで、
今後の留学生活もかなり変わってくると思います。

終わりに
正直なところ、留学して数ヶ月したら英語もそこそこ流暢に

なるだろうと留学をなめていた自分がいました。しかし、留学
して気付いたことは、留学は一つの手段に過ぎず、そこでどう
行動していくかで自分の語学力、ひいては留学生活もガラッと
変わってくるということです。少なくともその国には1年しか
いません。ちょっと英語で話せなかったからといっても、数ヶ
月後にはその地を去っています。どうせなら、どんどんトライ
してみて、失敗して、胸を張って日本に帰って笑い話でもなん
でもネタとしてみんなに提供できたらな、くらいの心持ちで飛
び込んでいくが勝ちだと思います。

人間社会学域国際学類　濵崎　佳奈
私は去年の9月から今年の5月までの約9ヶ月間、アイルラ

ンドのダブリンシティ大学（以下DCU）に派遣留学しました。
この報告書では、今後派遣留学を希望する方達に向けて少しで
も有用な情報を提供できればと考えています。

アイルランド/DCUについて
アイルランドはイギリスの隣に位置しており、母国語はゲー

ル語ですが国民のほぼ全ての人が公用語として英語を話しま
す。アイルランドの国民性は穏やかで、目が合うと微笑んでく
れるし挨拶・お礼もとてもよく言い合います。一般的にアイル
ランド英語は訛りが強いと言われていますがDCUのある首都
ダブリンは、訛りはそれ程強くなく1、2ヶ月で耳慣れすると
思います。DCUは外国からの留学生を多く受け入れており、ま
た同敷地内に語学学校も併設しているので、学内ではアジア・
ヨーロッパからの留学生をよく見かけます。また、学内に寮・
ジム・銀行・薬局などを内包しており、学内寮に住むと授業の
ある校舎まで徒歩5分もかからず便利でした。

留学の志望動機
私は金沢大学ではジェンダー学やそれに関係するヨーロッパ

の社会問題について主に学んでおり、その分野に関する知識を
より深められる場所に留学に行きたいと考えていました。アイ
ルランドは世界経済フォーラムにおいて男女の格差が少ない国
の上位にランクインしており、またDCUでは女性の人権問題、
ジェンダー問題に関する議論・研究が盛んと言うことで、私は

その場所において自分の専門分野をより深めたいと思いDCU
を留学先として志望しました。DCUでは交換留学生は留学生
向けの英語授業だけでなくDCUのほぼ全ての科目を自由選択
し現地学生と一緒に履修できるため、自分が興味のある専門授
業を受講できるという点も魅力的だと感じていました。

授業について
私は留学生向けの英語でのプレゼンスキルを伸ばす授業に加

えて、専門科目としてアイルランドにおけるジェンダー問題に
ついて学ぶ授業や、世界における性トレード、性的マイノリ
ティ差別の問題について学ぶ授業を受講していました。2018
年5月にアイルランドにおける中絶を禁止する憲法が国民投票
によって改正されたのですが、私が留学していた時はまさにそ
の改正直前だったのでこの問題に対する国民・学生の注目度は
大変高く、この問題に関する授業が多く開講されていました。
授業では学生同士のディスカッションも盛んで、自分の意見を
必然的に発言しないといけない状況でした。

現地での活動
授業外で私が継続的に取り組んだ活動は主に2つあります。

一つ目はDCU内で他の日本人学生と協力し毎週一回、現地の
学生に対して彼らが日本に留学に来た際に生活を円滑に進めら
れるように日本の文化や言語を教えるボランティア活動を行な
いました。例えば、日本での銀行口座の開設の仕方や郵便局で
の国際送金の仕方、携帯ショップでの携帯電話の買い方など、
必要となりそうな事柄を現地学生に教えるなどしました。現地
学生は日本での様々な手続きのやり方を学べ、自分も自分の知
識を活かして活動でき更に人脈も広がったので、互いにとって
良い活動であったと感じます。

二つ目はダブリンで行われた日本大使館後援の日本文化体験
イベント（Experience Japan）でソーラン節を披露したことで
す。DCUの学生7人と日本人学生5人でチームを組み、約2ヶ
月間練習をして本番に挑みました。外国で日本文化を浸透させ
るための活動を行えたという点では、留学先でしか体験し得な
い出来事を経験できたと感じます。留学中は自分から積極的に
様々なイベントや活動に参加し、人脈や経験を豊かにすること
ができたと感じます。

日常生活・旅行など
DCUは街まで約25分で行け、またバスも本数多く運行して

いるので街まで気軽に買い物に行ける環境でした。大型スー
パーも徒歩15分の場所に位置しているため生活のし易さは抜
群であったと思います。また空港までも30分程度で行けるた
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め、旅行にもとても行きやすい環境でした。ダブリン空港から
はヨーロッパ屈指のLCCが運行しているため、ロンドンまでな
ら片道最安1300円で行けるなど、大変便利でした。この立地
条件の良さを生かして、留学中は11カ国22都市へ旅行に行き
ました。

終わりに
留学中は、自分と周りを比べて劣等感を感じる事もあり自分

の活動に自信を無くす事もありました。しかしそこで、落ち込
んで終わりではなく、劣等感を感じそこから再起するために努
力した事は自分の成長に繋がったと感じます。これから留学に
行く皆さんには、留学を終えてやり残したなと思うことが無い
ように留学中は様々なイベントや活動に能動的に参加して欲し
いと思います。私自身、授業について行くために課題に必死に
取り組んだことや、日本語を教えるボランティアの活動やソー
ラン節を現地学生と一緒に練習した経験は、留学中にした活動
として胸を張って「やってよかった」と言えますし、いくつかの
経験は自分の人脈を広げる事にも繋がったと感じます。私は留
学から帰国してすぐに就職活動を始めましたが、面接官からは

「楽しかった思い出」よりも「挫折した経験、またそれをどのよ
うに乗り越えたか」を質問される事の方が多かったように感じ
ます。留学中に学んだことが活かせる職場で働きたいと考え就
職活動をし、6月末に第一志望の会社から内定を頂くことがで
きました。留学中に失敗しそれを克服した経験はその後の就職
活動においても自分の糧となるものだと思うので、留学中は失
敗してもいいから沢山挑戦して豊かな思い出を作って帰って来
て欲しいと思います。応援しています。

スペイン

バルセロナ自治大学
人間社会学域国際学類　笠原　出帆

Hola a tots! Com esteu?
私は2017年9月から2018年7月までスペインのバルセロ

ナ自治大学（Universitat Autònoma de Barcelona）に留学し
ていました。温暖な気候でガウディなどの建築物が多くある芸
術の街バルセロナで、カタルーニャ（バルセロナのある州）独
立運動が激化する中過ごした約一年間はとても充実したものに
なりました。この報告書では私の留学中の経験はもちろんのこ
と、留学前の準備などにも触れていきたいと思います。この報
告書が留学を考えている、または準備をしている人にとって少
しでも参考になれば幸いです。

バルセロナ自治大を選んだ理由
私は2016年2月から同年7月まである留学プログラムに参

加し、スペインとポルトガルに二ヶ月半ずつ滞在したことがあ
ります。スペイン滞在中に、インターンシップ先で翻訳をする
機会があり、その際自分のスペイン語の拙さと翻訳の難しさを
経験しました。この経験から、もっと自分のスペイン語を向上
させたい、また難しくもやりがいがあって面白い翻訳について
勉強したい、と思いました。バルセロナ自治大に留学する際に
は、翻訳・通訳学科に所属し、50%以上はその学科から授業を
履修しなければいけません。金沢大学ではできない翻訳の勉強
が専門的にできるということで、私はバルセロナ自治大を留学
先に選びました。

留学前の準備
留学前の準備で大変なことは、visa申請と履修登録でした。

まずvisa申請ですが、スペインはvisaを申請してから手元に届
くまでとても時間がかかります。そのため、全て早め早めに準
備をしなくてはいけませんでした。警察署に行って無犯罪証明
書をもらったり、たくさんの書類を記入したり、住居を確保し
たりと申請するまでにたくさんのことをしなければなりませ
ん。スペインに留学に行く際は、visa申請を余裕を持ってやる
ことをオススメします。

履修登録についてですが、今年度から仕組みが変わり全て
webでやるようになったため、よくわからないまま履修登録を
する羽目になりました。また、履修は先着順で、定員に達してし
まった科目はもう履修登録できない仕組みでした。したがって
履修登録案内がきたらすぐ履修登録をするといいと思います。

留学中
〈学習面〉

現地ではスペイン語（castellano）、翻訳（日→西）、通訳（西
→日）、ガリシア語、ガリシア語の歴史などの授業をとっていま
した。バルセロナ自治大に留学した際には翻訳・通訳学部から
50%以上の授業を取らなければいけないのですが、それに加え
て、私はガリシア語の授業など興味のある他学部の授業も履修
しました。留学生用に英語で行われる授業もあるので、スペイ
ン語が少し不安な人や英語もやりたいと思っている人でもバル
セロナ自治大でしっかり勉強できると思います。また、スペイ
ン語だけでなくカタルーニャ語（カタルーニャ州で話されてい
る言語）もしっかり勉強できるのはバルセロナの強みだと思い
ます。

〈生活面〉
留学中のほとんどの期間はバルセロナの中心部で他の人と

pisoをシェアして住んでいました。せっかく日本を離れてバル
セロナという街まできたので、私は時間があるときや学校では
できるだけ現地で作ったスペイン人の友達と過ごすようにし、
スペイン語の向上だけでなく考え方や習慣などを理解すること
に努めました。もし大学のそばの寮に住んでいたら街に行くた
めに電車で40分ほど掛かるので、スペイン人の友達とより多
くの時間を過ごすことができたという点では寮でなく街中に住
んでよかったです。最後には友達にすっかりスペイン人だね！
と言われるほどスペイン人らしい充実した留学生活を送れまし
た。

さいごに
留学は経済的負担も大きく不安要素も多いため、半年や一年

行く派遣留学を決心するのは容易ではないかもしれません。し
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かし、少しでも行きたいという気持ちがあるのならば、ぜひ思
い切って行ってほしいと思います。留学先でしかできないこと
も多くありますし、語学だけでなく内面的にも大きく成長でき
るはずです。留学中に経験した全てがきっとかけがえのないも
のになると思います。Merci per llegir fins aquí! Petonets!!

人間社会学域経済学類　菅田　素晴
僕は、2017年9月から約10か月間スペインのバルセロナ自

治大学（UAB）に留学していました。バルセロナ自治大学は、中
心地から電車で約40分の場所に位置し、自然に囲まれた、金沢
大学を彷彿とさせるような大学でした。とはいうものの、電車
自体は乗り換えなく一本で中心地まで行けますし、隣の駅には
コンテナ型スーパーもあるので、さほど不便をせずに過ごすこ
とができました。

留学というと、専門分野の探求、大量の課題、言葉の壁など
とても難しくハードルの高いものに思えてしまいますが、僕自
身、留学を終えた今ではそこまで留学というものを堅苦しいも
のにとらえていません。これを読んで、少しでも留学というも
ののハードルが下がれば、不安が解消できればと思います。

留学前の準備
僕は二次募集で派遣留学が決まったので、動き出しが留学前

年度の3月終盤くらいからでした。スペインは他国よりもビザ
発行に時間を要するようで、スペイン大使館でのビザ発行に約
二か月かかるといわれています。ビザ申請にたくさんの書類が
必要なので、5月末ごろまでは、主にそれらの書類収集に努め、
6月に入ってから東京の大使館に申請に行きました。

それを終えると、ビザ発行まで特筆するような出来事はな
かったと思います。語学的な観点から話すと、語学授業の履修
に加え、自学でスペイン語の学習を進めることをお勧めしま
す。UABの手続きに関しては、全体的に連絡の返答が遅いため、
早め早めに行ったほうがいいと思います。

留学中の勉強について
UABに留学する際（自大学の場合）、通訳翻訳学部に所属しな

ければいけません。UABでは、通訳翻訳学部の講義棟は東アジ
ア学部（Asia Oriental）の授業でも使われ、その学部内には日
本に興味を持っている、もしくは日本語を学んでいる現地学生
がたくさんいます。そのため、比較的スペイン人の友達ができ
やすく、とてもいい環境だったと思います。前期は「通訳翻訳
のためのスペイン語（実質語学の授業）」、「日本語からスペイン
語への翻訳」に加え、大学内の有料の語学学校に通っていまし
た。学部の授業・語学学校ともにスペイン語でスペイン語を学

ぶというスタイルであったため、最初は全然何を言っているの
か理解できませんでしたが、徐々にわかるようになっていきま
した。翻訳の授業では、日本の文化や政治について書かれた文
章をスペイン語に翻訳し、受講生みんなで訳してきた文と原文
を比較しながらニュアンスの違いや表現方法を学んでいくとい
う授業でした。学部の語学の授業では、最初にレベル分けテス
トがあり、クラスによって内容は異なりますが、僕が受講して
いたクラスでは、ほぼ講義形式で進んでいたため、話す練習も
したいと思い、語学学校にも行きました。

後期には、上記の学部の授業に加え、「政策科学と国際関係
学の導入」という現地の1年生向けの授業を履修しました。こ
の授業は講義形式で行われ、約100人ほどが履修していました
が、日本人は自分一人で、ほかの国の留学生も数えるほどしか
いない授業でした。日本で国際関係を学ぶゼミに所属していた
ため、スペイン語になっても理解できるだろうと甘く見てい
ましたが、すべて理解できたかと言われたらNOと即答するで
しょう。記述テストやレポートも多く、留学生だからといって
優遇されることもなかったので、かなり心が折れかけました
が、最終課題では、10点満点中9点をもらうことができ、なん
とか単位を取得でき、このことは自分にとって大きな自信にも
なりました。

留学中の生活について
留学中は大学内にある寮に住んでいました。様々なタイプの

部屋があるのですが、僕は二人部屋で生活していました。部屋
の構造としては、日本の一人ぐらいのアパートのワンルームを
他の留学生と共に使うという形でした。正直なところ、このス
タイルの部屋はプライベートが全くなく、苦しい思いをしたの
で、今となってはいい経験ですが、これを読んでいる方は多少
家賃が上がったとしても、プライベートが確保できる環境に住
んだほうがいいと思います。

バルセロナは観光都市ではありますが、外食等を除けば比
較的物価が安い国なので、自炊をすればかなり節約できるし、
ヨーロッパ内は航空券もかなり安いので、週末にほかの国に旅
行に行くこともできます。僕がバルセロナについたころはちょ
うどカタルーニャ州の独立問題が過激化している時で、大学の
授業もストライキで休みになることが度々あったので、尚更、
ふらっと隣の町へ、もしくは隣国へということも可能でした。

最後に
ここに書いたことは僕の留学生活のほんのごく一部です。興

味がある方は、もう少し詳しいことを派遣留学レポートとして
留学推進係へ提出してあるので、そちらを見ていただくか、な
んらかの方法で僕自身に連絡をいただければ、いくらでも体験
談等お話しします！

スペイン人は、国民性もあるのかもしれませんが、文法ミス
や体裁などはあまり気にしません（一般的に）。わからないこと
がある時、困った時、相談してみると想像以上に助けてくれま
す。そんな経験をした今では、留学に行くことに対してどうし
てあんなにも身構えていたのかということが不思議でたまりま
せん。あまり考え込まず、思ったらとりあえずやってみると
いうことが大切なのだと思います。Haciendolo bien Nunca 
aprendes nada.
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イギリス

シェフィールド大学
人間社会学域国際学類　三輪　聡子

昔からずっと憧れていた留学ですが、その道のりはなかなか
険しいものでした。この報告書では私の留学までの道のりと
シェフィールドでの留学生活を紹介したいと思います。少しで
も皆さんの参考になれたら嬉しいです。

留学までの道のり
私は大学では留学をしたいと思い留学制度の整った金沢大学

への進学を決めました。留学先は悩みに悩んで英語圏であるイ
ギリスを選びました。留学先を決めるために、まずは自分が留
学先で何をしたいのかを考えました。私はジェンダーや人種問
題について学びたいという思いが以前からあったため、そのよ
うな授業がある大学を探しました。これらの学問を専門的に学
べる大学は英語圏に限らずたくさんありましたが、先輩から

「英語圏でない国でも英語で学ぶことができるが、生活するた
めに現地の言葉も学ばなければならない」という話を聞き、英
語に力を注ぎたいと思った私はイギリスを選びました。留学先
に悩んだ際は先輩に相談すると良いでしょう。必ず力になって
くれます。

志望校が決まれば次は英語のスコアの取得です。私はこのス
コアの取得に苦しめられました。もともと留学したいという
思いを持っていたため、1年生の夏よりIELTSやTOEFLなどの
英語の試験を受け始めました。早いスタートだったと思います
が、シェフィールド大学への留学が決まり留学が目前となって
もスコアが取得できないという状況に陥ってしまいました。時
間はあると思いのんびり勉強し、数打てば当たるという思いで
受験していたら気付けば大学にスコアを提出しなければならな
い期限は目の前となっていました。大学に受け入れてもらえな
いかもしれない恐怖で涙を流した日もありました。バイトで貯
めたお金はIELTSに消え、自らIELTS勉強会を開催し、留学前の
春休みをほぼ全部勉強に捧げ、直前でようやくスコアを取得す
ることができました。本気で勉強することの大切さを学びまし
た。シェフィールド大学の要求スコアはIELTS6.0と書いてあ
りますが、ほとんどの学部は6.5以上ないと受講できないので
注意してください。精神的にとても追い詰められるため、留学
を考えている皆さんは早くから準備しスコアを取得するように
してください。

またイギリスはVISAが厳しく手続きがとても面倒で複雑で
す。何事もできるだけ早く取り組むことが大切です。

留学中
〈サマースクール〉

直前の追い込みのおかげで私が受けたい授業のスコアは取
れていましたが、まだ英語力に不安があった私は1カ月間のサ
マースクールに参加しました。リーディングの読み方や、エッ
セイの書き方、そしてプレゼンの仕方など英語だけでなく今後
の大学生活に必要となる基本知識を学びました。クラスメイト
はアジアからの留学生が多かったのですが、院生が多く英語力
の差を感じ悔しい思いもしました。しかし最初に苦しめられた
おかげで大学の学部での授業はそれほど辛くないと思うことが
できました。また1カ月間共に学んだ友人は私の留学での一番
の友人となりました。

〈授業〉
ジェンダーの

授業を中心に、
多文化主義や人
種問題の授業、
また興味があっ
たジャーナリズ
ムの授業も受講
しました。シェ
フィールド大学
では、交換留学
生は学部にとら
われず自由に授
業を受講できま
す。留学生は前期と後期合わせて120単位までと決まっている
ため、受講できる授業は3～4コマと限られています。とはい
え、1つの授業でレクチャーだけでなく、セミナーという少人
数でのディスカッションがあるため、予習にかなりの時間を費
やすことになります。しかし私は受けてみたい授業がたくさん
あり、泣く泣く履修を諦めた授業は聴講していました。授業に
よっては聴講も可能ですので、教授に相談してみるのも良いか
もしれません。

〈生活〉
私は大学の寮に住み、フラットメイトはブルガリア人とイン

ド人の2人でした。早く申し込んだため、希望の寮に住むこと
ができました。大学や街の中心にも近く、図書館まで徒歩2分
と非常に暮らしやすかったです。イギリスと聞くとご飯はまず
いのかと思う人が多いと思いますが、実際そこまではまずくな
いです。ただ、外食は高いため、私は基本的に自炊をしていま
した。イギリスは食品に税金がかかっていないため安いので、
自炊をすれば生活費は日本で1人暮らししていた時とほぼ変わ
りませんでした。またアジアンマーケットで基本的に日本の調
味料は手に入るので、心配はありません。

イギリスでは病院の診察は無料で受けられます。金沢で一度
も病院に行ったことが無い私でしたが、イギリスでは何度も体
調を崩し2回もお世話になりました。大学周辺には病院や薬局
も多く安心して生活できることもシェフィールドの魅力です。

〈ボランティア〉
イギリスの社会に入ってみたいと思った私はボランティア活

動を開始しました。チャリティー精神の高いイギリスでは様々
なボランティアがあります。農場のクリスマスイベントで子供
の工作教室を手伝ったり、食品廃棄物を減らすための活動をし
ている団体で活動したりと様々なボランティアに参加しまし
た。ボランティアで出会うのは年齢もバックグラウンドも全く
違う人たちで、毎回とても刺激的でした。

〈休暇〉
ヨーロッパへの留学を考えている人はもちろんヨーロッパ旅

行をしたいと思いますよね。もちろん私も様々な国を旅行しま
した。シェフィールド大学の学生証があることで、美術館や遺
跡が無料で入れたり学割があったりと、気軽に芸術や文化、歴
史に触れることができるので是非色々な場所を訪れて欲しいな
と思います。

おわりに
多様性に寛容なイギリスの社会で学ぶ中で、自分がこれまで

持っていた考え方や価値観が変わるような経験がたくさんあり
ました。日本では勉強、バイト、サークルと忙しく、自分を見
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つめなおす機会はありませんでしたが、留学中は自分自身につ
いて考える機会がたくさんあり、今まで知らなかった自分に出
会うことができました。日本では仲の良い友人がいて、またす
ぐ会える距離に家族がいて、そんな安定した生活を変えるなん
て怖いと思うかもしれません。しかし、厳しい状況に身を置く
からこそ自分自身と向き合い、成長することができると思いま
す。ぜひ一歩踏み出して留学にチャレンジして欲しいなと思い
ます。

人間社会学域国際学類　毛利　祐也
僕は2017年9月から2018年6月までの10ヶ月間、イギリ

スのシェフィールド大学に留学していました。僕の体験記が
「留学に興味はあるけど、派遣留学ってどんな感じなんだろう」
「派遣留学したいけど、留学先をどうやって決めたらいいんだ
ろう」と留学について悩んでいる金沢大学生の参考になれば幸
いです。

留学目的
僕がシェフィールド大学を志望した理由は、金沢大学で専門

としている国際政治学の知識を、海外の大学でさらに高めたい
と考えたからです。イギリスは国際政治学発祥の地であり、ま
たシェフィールド大学の政治学部はイギリス国内でトップ10
の評価を得たこともあり、アカデミックレベルの高い環境で自
分がどこまで頑張ることができるのか試してみたいという気持
ちもありました。

また国際性の高い大学で、様々なバックグラウンドを持つ学
生と英語でコミュニケーションを取れるようになりたいとも考
えていました。

留学前にしておくといいこと
〈学習面〉

英語力は渡航前に上げられるだけ上げておきましょう。シェ
フィールド大学へ留学するには、IELTSという英語運用能力
試験でOverall 6 .0が必要です。さらに文系の学部の多くは、
6.5～7.0、7.5を授業履修の条件として課しています。僕は
渡航までに4回受験しましたが、Overall 6 .5までしかスコア
を伸ばすことができませんでした。しかしシェフィールド大学
から政治学部・東アジア学部の授業を履修する条件を全てのセ
クション6.0と少し条件を緩和してもらえたので、とりたい授
業を履修することができました。ただ6.5ではなかなか思うよ
うな言語活動はできないです。少しずつ英語の勉強を積み重ね
ることが大切だと思います。

IELTSの対策は、とにかく過去問・類似形式を解くことが大
切です。いろいろな問題集に手を出すよりは、数冊を何度か繰
り返し解くことが大切だと思います。大学の図書館には問題集
が置いてありますし、SpeakingやWritingは英語の先生にお願
いして模擬面接や英作文の添削を何度もしていただきました。

〈コミュニケーション面〉
日本のことに詳しくなっておきましょう。現地の日本好きの

学生は僕以上に日本の文化に詳しかった気がします。延々と好
きなアニメについて語られたこともありました。また洋楽や洋
画を知っていると、共通の話の種として重宝すると思います。
僕はかなりドメスティックな人間だったので、最初の会話の話
題を探すのにとても苦労しました。

留学中
〈学習面〉

交換留学生は基本的にどの学部にも属していないので、各学
部の要求スコア（IELTS）を満たしていれば自由に履修を組むこ
とができます。僕は政治学部から4つ、東アジア学部から2つ、
留学中に授業を取りました。

日本の大学とは違い、授業時間自体は短く1コマ1時間です
が、そのぶん自主学習が重要視されます。シェフィールド大学
の政治学部は週に授業が2回あり、1つが講義、もう1つがディ
スカッションの時間です。ディスカションでは10～20人の少
人数で編成され、あらかじめ課されていた文献をもとに意見を
交換していきます。この予習の文献の量が膨大で、1つの授業
につき100ページ前後ありました。留学当初は文献の理解度も
低く、またすぐに意見を英語でまとめる力も乏しかったのでま
ともに議論に参加することができませんでした。

しかし諦めずにリーディングに向き合い、また日本語の論文
を並行して読んだりして効率化を図ることで、少しずつ文献を
読む速度も早くなり、議論でも発言できる機会が増えました。

僕が取っていた授業の多くは各学期に2度レポートを提出す
る必要がありました。その際にありがたかったのがオフィスア
ワーです。レポートのアウトラインを持っていくと、方針の修
正やヒント、また役に立ちそうな文献を教えてくれます。初め
ての英語でのアカデミックな文章作成に戸惑っていた僕にはと
ても助かる時間でした。

シェフィールド大学では、24時間空いている図書館がありま
す。静かに勉強できるSilent Roomと、オープンスペースがあ
り、そのときの気分にあった勉強場所を選ぶことができます。
レポートの締め切り前や期末試験期間は夜遅く、明け方まで勉
強したこともありました。

〈生活面（寮・生活費・奨学金など）〉
留学中は大学の寮に住んでいました。個室にユニットバスが

あり、キッチンダイニングをフラットメイトの6人でシェアす
る形でした。僕のフラットは改装されたばかりだったようで、
寮というよりマンションに近い設備でした。ただその分家賃は
高く、月10万円ほどしました。もう少し家賃の安い寮もシェ
フィールド大学にはあります。フラットメイトはキプロス人が
3人、インド人が1人、中国人が1人というイギリスらしくな
い構成でした。みんな綺麗好きで比較的静かだったので、生活
面で特にトラブルや不満はありませんでした。

生活費は寮費を除いて平均5万円ほどでした。イギリスは外
食が高いので、外食が多いと費用がかなりかかります。ご飯が
美味しくないと評判のイギリスですが、ちゃんと美味しい料理
を食べられるお店もあるので、気分転換がてら出かけてみるの
も良いと思います。シェフィールドにはスーパーマーケットや
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アジアンマーケットがあるので、日本食が恋しくなったら自分
で作ることもできます。

奨学金は「トビタテ！留学Japan」に採用され、多額の援助を
していただきました。トビタテ生と聞くと「すごい」と身構えて
しまう人も多いと思いますが、僕自身は友だちと良くご飯を食
べに行ったり、旅館でバイトをしたりと、本当に普通の大学生
です。金沢大学はトビタテの選考準備をしっかりと時間と人員
を割いてバックアップしてくださるので、ぜひ応募してみてく
ださい。

〈交流〉
勉強以外にも、現地の学生との交流の時間を持った方が良い

です。僕も留学当初はあまりの課題の多さに図書館に引きこも
りがちになり、現地の友だちと遊ぶ誘いを断ってばかりだった
のですが、途中から「このままじゃだめだ」となんとか時間を
作って友だちとカフェに行き英語で話したり、一緒にご飯を食
べたりするように心がけました。勉強における英語と日常会話
の英語とはかなり別物だと感じたので、海外の大学生について
学んで、英語力を向上させるという点でも日本人以外の学生と
の交流は重要です。シェフィールド大学にはJapan Societyが
あり、日本に関心のある学生と知り合うのに良い場だと思いま
す。

終わりに
シェフィールド大学での10ヶ月間を通して、「アカデミック

レベルの高い環境で、多くの難しい課題をたくさん乗り越える
ことができた」という自信が僕の留学の一番の価値だと思いま
す。留学中は楽しいことばかりではなく、悩んだり、苦労した
り、日本に帰りたくなる瞬間もあると思います。そんなときも
自分自身と向き合ったり、友だちに話したりして乗り越えてい
くことで、「行って良かった」という留学になると思います。

この報告書にはいろいろな留学体験が集まっているので、
様々な留学を知って、ぜひ皆さんらしい留学をしてください!!

イギリス

セントラル・ランカシャー大学
人間社会学域国際学類　市川　大成

僕は、イギリス中部に位置するプレストンにあるセントラル
ランカシャー大学に約9ヶ月間留学させてもらいました。

留学中
〈普段の生活について〉

午前中が授業、午後から自主学習や自分の活動、そして夜に
何か催し物があれば参加する、という生活でした。英語コース
だったので、他の大学に留学している人よりも時間が多く、悪
く言えば暇、よく言えば自分次第で何でもできる環境にいまし
た。

また、寮に居住し、他の正規生5-6人と共に共同生活をして
いました。外食は日本よりもイギリスの方が高くつくので、基
本は自炊です。スーパーマーケットにもよく行っていました。
寮自体はキャンパスのすぐ近くにあり、買い物にも徒歩で行け
たため、生活面で不自由は特になかったです。

周りの学生も人柄のいい人ばかりで恵まれていました。現地
の友達から言われて一番印象に残っているのは、「英語が上手
じゃなくてもまったく気にしないよ。」という言葉です。「日本
人も、外国人に対して、日本語を上手に話すことは求めていな

いでしょ？上手じゃなくて当たり前！だから気にせずたくさん
話しかけてね。」という励ましの言葉でした。この言葉のおかげ
で、授業以外の場所でも充実した時間を過ごすことができまし
た。

〈授業で学んだことについて〉
授業は日本人が多く、次に多いのが中国人学生でした。正直、

想像していたよりも授業のレベルが低く、残念に思うこともあ
りました。ただ、ここで重要なのが「だからどうするか」だと思
います。自分の目の前にある日常そのものは変わらないので、
そこに自分がどうアプローチするか。思い通りにいかない時こ
そ自分なりに工夫することを心がけました。

印象に残っている授業は、自らリサーチをするものです。ト
ピックを1つ選び、リサーチ結果を得るためのアンケート集め
からインタビューまで、全てを自分で構築し、データをまとめ、
最後にポスターにして発表するというものでした。先生に何度
も相談させていただき、より良いリサーチができるよう工夫し
たことに加え、全て1人で取り組んだため、１つ１つの作業が
勉強になりました。

〈RedBull Can You Make It!?イギリス代表〉
最後に、課外活動として参加した大会について書きたいと思

います。エナジードリンクのレッドブルだけでヨーロッパを1
週間旅する旅の世界大会に、イギリス代表として参加させても
らいました。世界から50ヵ国以上もの学生が参加するレッドブ
ル社主催のイベントです。食事も、交通手段の確保も、泊る所
も、全てをレッドブルを通貨として物々交換しながら賄いまし
た。

旅そのものも過酷でしたが、何よりも世界各国の人のそれぞ
れの個性を見ることができたのが一番面白かったです。順位な
ど気にせず自分たちの「楽しい」を優先させるチーム、多くの
ミッションやチェックポイントを突破し1つでも上の順位を狙
うチーム。それぞれの目的や幸せの形が違い、それを肌で感じ
ました。

この大会には3人1チームで参加したので、チームの大切さ
や力強さも学びました。過酷な旅の中で楽しい時も苦しい時
も、寝ている時でさえ一緒にいた1週間。メンバーの存在があ
るだけで踏ん張ることができました。

留学を終えて
いろいろな挑戦をさせてもらいましたが、今思い返すと、実

は留学中が人生のスランプでもありました。自分らしくいるこ
とができないという経験を初めてし、あまり人にも相談できず
苦しいと思う時期もありました。しかし、いつもがつがつ動い
てばかりでなく、じっくり考える時間を持てたからこそ、人の
話を腹で聞くことや、状況に応じた行動をとること、1人1人
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の人生の境遇に向き合うことが、今はできるようになりまし
た。この留学は僕の人生で必要不可欠な過程であったのだと思
います。この経験があったから、今も自分の人生を邁進できて
いると、胸を張って言うことができます。

人間社会学域国際学類　小林　千晶

はじめに
2017年9月～2018年5月の間、イギリスのイングランド北

部に位置するセントラル・ランカシャー大学（以下UCLan）に
留学しました。留学に行くか悩んでいる人、これから留学に行
く人にとって参考になれば幸いです。

生活について
キャンパスのあるプレストンという街は、マンチェスターか

ら電車で一時間ほど離れた場所に位置しており、大学を中心に
作られたような小さな街で、基本的には治安は悪くないです。
しかし、日本人留学生の友人がクラブで携帯を盗まれてしまう
ということも起こっており、海外で暮らしているという事を意
識する必要はあると言えます。

駅やスーパー、ショッピングモールはキャンパスから徒歩
15分ほどのところにあり、日本の食材を買えるアジアンスー
パーも近くてとても便利です。寮は学内のものとプライベート
のものがあり、わたしは以前留学していた先輩からおすすめを
聞き、プライベートを選びました。フラットには4人のイギリ
ス人と1人のナイジェリア出身の留学生が一緒に住んでいまし
た。シャワー・トイレが個人の部屋についているタイプを選ん
だので、基本的にはフラットメイトと顔を合わせるのは共有
キッチンで自炊をするときだけでしたが、作ったごはんをシェ
アしたり、誕生日にプレゼントをあげたりして、交流をするよ
うにしました。ゴミ捨てや掃除に関してもめることも多々あり
ましたが、基本的にはあまり干渉しすぎない関係を維持してい
たと思います。毎週フラットパーティをしているなど仲のいい
フラットの話を聞くと、わたしももっとフラットメイトと交流
しなきゃ、と焦ったり悩んだりしましたが、フラットメイトと
の相性やフラットの雰囲気はそれぞれだと考えなおしました。
悩みすぎず、心地いい関係でいられればいいと思った方がいい
と思います。

授業について
わたしはPre-Sessional English Language course、すなわ

ち英語コースに所属しました。キャンパス内の語学学校のよう
な位置づけにあり、学生は日本人、中国人、サウジアラビア人
などで構成されていました。入学前に提出したIELTSの点数で
2クラスに分けられ、私のクラスには中国人が6人と日本人が
10人ほどいました。前期の内容は文法的な内容や、Academic 
writing 等が中心で、後期は学生の希望を元に、Presentation
やResearch methodを学ぶ授業、またIELTSの攻略法等を学
ぶ内容のものなど、より発展的な授業が用意されました。加え
て、イギリス文学を購読する授業や、英語教育を学ぶ学生が行
う授業を受ける、というものもありました。正直なところ、コー
スの授業内容は少々物足りなく感じる面もあり、わたしはオプ
ションのAcademic writingを学ぶ授業をとったり、教授に頼
んで正規学生が受講するテロリズムの授業を聴講させてもらっ
たりしました。また、Language partner という制度を利用し
て、日本語専攻のイギリス人とお互いに英語と日本語を教えあ

う活動を行いました。パートナーが一つひとつ発音をチェック
してくれたり、より日常的に使われるフレーズを教えてくれた
りしたおかげで、特にSpeakingとWriting に関してはこの活
動がとても力になったと感じています。対して、日本語を教え
るという経験は初めてで、何気なく使っている助詞やフレーズ
について質問されたとき回答に苦労することが度々あり、日本
語を教える難しさを実感しました。

サークル活動、学外の活動について
UCLanにはJapanese societyというサークルがあり、所属

はしませんでしたがサークルの代表と個人的に仲良くなったた
め、時折イベントに参加しました。このサークルが主催で行っ
た日本の文化祭をモチーフにしたイベントでは、スタッフ側と
して浴衣の着付けを手伝いました。Japanese Societyのメン
バーはみんな日本人と仲良くなりたいと思っているため、友達
を作るのは難しくないと思います。

授業外で最も学びを得たのはキリスト教についての学習で
す。大学近くの教会に集う方々のGlobe international とい
うグループが留学生向けのイベントを開催していたので、毎週
参加していました。クリスチャンの方々から直接お話を聞く機
会はなかなかないと思い、個人的に友人にお願いして、聖書の
内容やなぜクリスチャンになろうと思ったかなどの話を聞きま
した。キリスト教の教えは、わたしの持つ日本人的感覚からは
理解が難しく感じることも多かったですが、聖書の内容を少し
学んでから、この考え方はキリスト教ならではだと納得したり
することも増えました。キリスト教の教えを信じる、信じない
に関係なく、クリスチャンの方と深くかかわることが出来たの
は、UCLanに留学をしてよかった思えたことの一つです。

留学前の準備
〈IELTSについて〉

入学したときから留学を考えていたため、大学一年の7月か
らIELTSを受験し始めました。しかし、回数を重ねても思うよう
に点数が伸びず、結局留学直前までIELTSを何度も受けること
になってしまいました。今思えば、講義、サークル、バイトと
いう日々の生活で、ちゃんとIELTSの勉強に集中しきれていな
かったのが原因だったと思います。IELTSの試験は他の試験と
比べて試験料が破天荒に高く、何回も受けていた時期は点数が
伸びないストレスだけでなく、金銭的にも圧迫されて本当に苦
痛でした。むやみに何度も受けるのではなく、ちゃんと試験対
策ができる時期を選んで受けることをお勧めします。IELTSの
点数で派遣先やプログラムの選択が限られてしまう可能性があ
るので、語学の勉強は大変重要だと思っていた方がいいです。
金沢大学にはIELTSの対策ができる授業も開講されていると思
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うのでぜひ活用してみてください。

留学中の苦労
私の通ったコースでは、宿題がたくさん出るとか授業が難し

くてついていけないとかそのような苦労はなく、むしろただ授
業に行っているだけでは時間を無駄にしてしまう、という焦り
を常に感じていました。自由な時間を持てる環境でいかに1年
間を有効に使うかを試されていると思って、イギリスでしかで
きないことをたくさんやろう、と意識して生活しました。まず、
目標もなく英語を勉強してもモチベーションが維持できないと
思ったため、12月にIELTSの受験を決意し、Language partner
や英語コースの先生に協力してもらって勉強を行いました。

（ちなみにイギリスでIELTSを受けるときは、受験料が受ける
場所によって異なります。マンチェスターなどの都市部だと若
干高くなりますが、日本で受けるより1～2,000円くらいは安
かった気がします。ただ、UCLanでは開催されないため、電車
で他の都市に行く必要があります。）高額試験であるため、悩ん
だ末の受験ではありましたが、結果的に渡航前よりスコアが上
がったことで自信につながり、Speakingの試験勉強を通して
日常の英会話力も向上したと感じられるようになりました。

留学後期に行ったこととしては、もともとイギリスのチャリ
ティやフェアトレードの普及について興味をもっていたため、
何かできないかと考え、同じ興味を持っていた日本人の友人と
共にイギリスのフェアトレードについて伝える動画の作成を行
いました。イギリス人への街頭インタビュー、UCLanのフェ
アトレード委員会の方へのインタビュー等、貴重な経験を記録
に残すことが出来たことをとても嬉しく感じています。留学に
役立つ内容も動画にしているので、よかったら見てください。

（MFTCという名前です）

これから留学する方へ一言
受け身ではなく攻めの姿勢で。人によって留学の目標は様々

だと思うし、留学中にその目標が変わることもあると思いま
す。勉強であれ、たくさん旅行することであれ、コミュニケー
ション力アップであれ、なんであれ目標達成するために今この
時間をどう有効活用するか。それを意識すれば必ず後悔しない
留学生活になると思います。ぜひ充実した一年にしてくださ
い！

人間社会学域国際学類　廣田茉衣子

はじめに
私は2017年9月から2018年6月までイギリスのセントラ

ル・ランカシャー大学に派遣留学をさせて頂きました。セント
ラル・ランカシャー大学は、イギリスのイングランドの中部、
マンチェスターから電車で1時間ほどのところにあるとても
小さな町です。プレストンで過ごした9ヶ月間はあっという間
で、日本に帰国してイギリスでの留学生活は夢だったんじゃな
いかと思うほどです。留学前から留学中、悩みや辛いこともあ
りましたがそれ以上に楽しいこと、大切な出会いや経験を得る
ことができました。そんな私の留学生活を、アドバイスなどを
踏まえて紹介したいと思います。

留学前
イギリスに留学する後輩のみんなへのアドバイスの1つとし

て、留学前のVISA取得は最初の難関です。イギリスのVISAは

他国と比べ、お金も時間も精神もすり減らされます。申請の約
1ヶ月前から一定額以上のお金を口座に置いておかなければな
らず、IELTSのスコアもVISAの種類に関係し、必要な書類を揃
えるなど面倒なことが山積みです。そしてイギリスのVISAは審
査が厳しいため、東京に申請に行く直前まで、同じイギリスに
留学した友人たちと書類は大丈夫か、本当にVISAはおりるのか
と不安がっていました。後輩のみんなに言いたいことは、先輩、
友人たちとの情報共有、早め早めに準備を始めて欲しいという
ことです。VISAがおりれば怖いものは何もないのでVISAにだ
けは全力で不備なく対応して欲しいです。

留学中の生活
〈授業〉

私はセントラル・ランカシャー大学の英語コースで英語を勉
強していました。結論から言うと、あまり英語力が伸びたかは
実感できませんでした。というのも、クラスの全員が日本人
だったからです。前期は中国人の留学生が5人いましたが、中
国人だけで一緒にいることが多く、英語も会話レベルにも満た
ないほどでしたので異文化交流とは程遠いものでした。

ライティングやプレゼンをしたり、イギリス文化について学
ぶ授業など自分の身のためになった授業もありました。それら
と共に、私はイギリス史に興味があり、留学前からイギリス史
について学びたいと思っていたので、留学生のためのコースと
は別に大学の正規の授業の1つ、イギリス史の授業を聴講させ
て頂いていました。

〈授業外〉
学校以外でこそ、現地でできた友人たちとお茶をしたり、イ

ベントに参加したりなどで英語力を鍛えてもらうような場面が
多かったと思います。TESOLという英語教師の資格をとるた
めのコースに所属するイギリス人の友人から、コースのプログ
ラムの一環としてチューターのように英語を教えてもらうと
共に課題を見てもらったので大変助かりました。（大学に頼み
チューターをつけてもらうこともできます。）英語が思うように
話せないなどと悩んだ時助けてもらったり、誕生日パーティー
ではその友人のお家にお招きしてもらったりと沢山の思い出が
作れ、私にとってとても大切な友人をプレストンで作ることが
できました。留学期間中、休暇がいくつかありますので、ほか
のヨーロッパの国に旅行はとてもしやすかったです。しかし
プレストンはロンドンから高速バスで約8時間かかる所に位置
し、電車も思いの外値段が高いためあまり行くことができませ
んでしたが、マンチェスターやリヴァプールには乗り換えもな
く比較的手軽に行くことができました。

留学を振り返って
9ヶ月の留学でできた友人たちは私のかけがえのない財産で

す。先に述べたようにプレストンはとても小さな町です。スー
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パー、ショッピングモール、クラブ、大学、駅といった生活に
必要なもののほとんどを徒歩圏内で済ませることができる、田
舎です。そんな場所で毎日楽しく生活を送れたのは友人たちの
おかげです。留学に行く前、私の一番の不安は「友達を作ること
ができるだろうか」でした。しかし留学が始まってすぐ、隣のフ
ラットの女の子数人にプレストンを案内してもらったり、イベ
ントを通して出来た友人たちのお家に誘ってもらったり、いつ
のまにか友達が出来ていて、異国に住む不安などを吹き飛ばし
てくれました。語学留学のようなものだった私にはこれから留
学に行く後輩たちに勉強面といった大層なアドバイスなどはで
きません。でも、留学中は勉強だけでなくたくさん外に出て色
んな人に出会って欲しいと思います。様々なバックグラウンド
を持つ人たちと出会い、話をすることは自分のことを見つめ直
すきっかけにもなりました。そして、留学中、留学前からハプ
ニングだったり、悩みや不安を抱えてしまうと思います。そん
な時は周りにいる誰かを頼ってください。私も留学中たくさん
の人に助けてもらいました。プレストンで過ごした9ヶ月間は
今思うと本当に夢のような時間で宝物になりました。これから
留学する人も、留学を考えている人も、一歩踏み出した先には
自分が今まで経験したことのない世界が広がっていると思いま
す。1つずつ悔いの残らない選択をしてほしいです。

ロシア

カザン連邦大学
人間社会学域国際学類　髙峰　稜太

カザン大学に2017年9月から約10か月留学しました。
皆さんはロシアという国にどんなイメージを抱いています

か？
「広い」「寒い」「怖い」「ウォッカ」「美人」「文豪」etc…といった

ところでしょうか。そしてそんな国に約10か月間留学するこ
と。たとえロシア語がいくらか分かる状態であっても不安だと
思います。このレポートで「ロシアも案外悪くないかもな」と一
人でも感じていただければ嬉しいです。

きっかけなど
派遣留学以前は学内の留学生と特別かかわりを持っていたわ

けでもなく、語学も決して得意とは言えず、サークルと学業・
バイトに精を出す、ある意味「普通の大学生」だったと思いま
す。そんな自分は留学ということに特別憧れがあったわけでは
なく、「人生のうちで一回くらい違う国で生活してみたいなぁ」
というかなりぼんやりとした動機で留学を決めました。辛かっ
た最初の数か月間の記憶が断片的になっていることや、その他
数えきれないトラブルもそれはそれで良い思い出です。留学に
行ったことで得たものは今後の人生で絶対に役に立ちます。そ
れだけは自信をもって言えます。

授業
カザン大学での授業はすべてロシア語です。最初の数か月は

先生が何を言っているのか把握するので精いっぱいで、クラス
メイトと話すことすらままなりませんでした。自分自身情けな
く悔しい思いもしましたが、毎日必死に勉強したことで少しず
つですが自分から会話をふったり先生に質問したりもできるよ
うになり、最後には先生に「本当によく話せるようになったわ
ね。よく頑張ったわ。」と言ってもらえました。そこまで大変で
したが、下手くそでもめげずに拙くても自分の思いを必死に

なって伝えれば聞いてもらえます。心を強く持ちましょう。
ただクラスごとに受講者のレベルが全然違うので、もし合わ

なかったら早めにクラス変更を申し出たほうが良いと思いま
す。

授業外
毎日勉強ばかりしていることはなかなか辛いです。授業外で

楽しみをどれだけ見つけられるかが留学生活を左右するといっ
ても過言ではないと思います。（それは日本でも同じかもしれ
ませんが…。）一人でふらっと旅行に行ったり、読書したりする
ことも良かったですが（後述）、同じカザン大学の日本語学科の
人たちとの交流は日常生活の中で大きな楽しみでした。一緒に
授業に参加してみたり、下級生の授業に呼ばれてちょっとした
授業を行ったりと様々な形で関わる機会がありました。自分か
ら動けばたいてい何でもできます。面白そうなことはやってみ
ると良いです。

留学の良かったこと
語学力がついたというのもありますがたいていのトラブルに

は動じなくなります。「へぇ、そう。」と受け流せるようになりま
す。というかならないと心が持ちません。

そして個人的に一番良かったことは、時間が大量にあること
です。もちろん授業の課題や日々の生活もあるのでいつもそう
とは言えませんが、自由時間はかなり多いです。その時間で読
書や旅行をしていましたが、その時考えたことや感じたことは
留学を通して得たもののなかで一番大きいです。日本では一人
でじっくりと考える時間を確保することが実は難しいと思いま
す。同じ留学生や現地の学生たちと話す時間と同じくらい自分
の中ではこの時間を大切にしていました。この期間で自分の将
来やりたいことを明確にできたので留学後の生活には本当に役
立っています。

その他
ロシア留学の魅力の一つは旧ソ連圏を中心とした地域に旅行

できることです。これらの国々では大抵英語よりもロシア語の
方が通じます。コーカサス地方のアゼルバイジャン、ジョージ
ア、アルメニアを約一週間旅行した時もほとんどロシア語だけ
で事足りました。もちろん英語を学ぶことは、全世界の人とコ
ミュニケーションをとるためにも重要ですが母国語での会話と
お互い外国語での会話ではニュアンスや表現の幅に絶対的な違
いがあります。相手の腹の内を知る、「深い」コミュニケーショ
ンをするためには英語以外の言語が役立つときもあります。
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おわりに
海外では普段の生活を送ること自体がかなり大変です。いろ

んなことに気を張らないといけないので疲れます。でもそれは
それで面白いです。たいていのこと、イライラすることを「へー
おもしろいね」と流せる人はロシア、かなり向いています。

人間社会学域国際学類　中島　綾香

はじめに
私は入学した際、まさか自分が10カ月間もロシアで留学をす

るなんて思ってもいませんでした。しかし留学を終えた今、こ
の経験をしてよかったと心から思っています。

私が留学をしたのはロシアのタタールスタン共和国にあるカ
ザン連邦大学です。2017年9月から2018年6月までの約10
カ月間、学問としては主にロシア語を学びましたが、私が留学
をしてよかったと思う理由は語学以外の面が大きいです。

カザンという都市
留学自体の話に入る前に、私が滞在したカザンついて紹介さ

せてください。カザンはロシア第3の都市ともいわれ、2018年
のFIFAワールドカップでも試合会場の一つであったと同時に
日本代表のキャンプ地にも選ばれました。またこの街で特徴的
なのが、ロシア文化と中央アジア系のタタール文化、ロシア正
教とイスラム教が共存していることです。生活の中で食べ物や
文字や音楽などを通して2つの文化を体感したり、街を歩いて
ロシア正教の教会とイスラム教のモスクどちらも訪れてみたり
できるのはとても面白いです。さらにモスクや教会など世界文
化遺産が計3つあり、そのうちの一つは大学から徒歩圏内と、
魅力の詰まった都市です。

現地での生活
まず、何をするにしてもほとんどロシア語しか通じなかった

ので、日常会話もままならないうちに留学がスタートしてし
まった私は本当に苦労しましたが、運よく他の日本人と協力し
合ったり親切なロシア人に助けてもらったりして何とか乗り越
えました。しかしそのような苦労や、ロシア語が話せることで
広がる・出来ることの幅や関われる人の輪を考えると、もっと
話せる状態で行ければよかったと思います。

初めは、大学やビザの手続きはロシア語な上に分かりにくく
あまり体系だっていないのでストレスの溜まる日々が続きまし
た。これは初めの手続きに限りませんが、最終的にはどうにか
なるだろうという心の余裕と（実際どうにかはなります）共に、

分からないことやおかしいと思うことがあれば自ら聞く、催促
するなどして事を前に進める図太さが常に必要です。食べ物は
日本よりも安く、おいしい料理も多くあり満足でした。寮は費
用が驚くほど安く、設備は最低限そろっていますし、公共交通
も安価で充実していると思います。街もゴミなどはあまりなく
治安もよいので生活しやすいです。

平日はロシア語の授業とその復習や宿題、自習を主にしてい
ました。休日はロシア人の友人とカフェで話をしたりショッピ
ングに出かけたり、公園で散歩したり、1人で街を散策したり
イベントに参加したりすることが多かったです。ロシアでは祝
日ごとに様々な催しや風習があり、それらに参加したりいつも
と様子の違う街を歩くだけでも面白いです。また年齢を問わず
バレエやミュージカル、美術館や博物館の鑑賞がポピュラーで
価格も非常にお財布に優しいので、これまでそのようなものに
縁のなかった私も何度も足を運びバレエや美術作品の鑑賞が好
きになりました。

後期になってからはロシア語での会話も初めに比べると大分
上達し、出来ることの幅も増えてきたように思います。特に後
期から、地域の日本語教室ではロシア語も交えて一人で週に一
度日本語の授業を担当しました。コミュニケーションが中心で
決まったことを教えるというものではありませんでしたが、私
は国際学類の日本・日本語教育コースに所属しているので、よ
い経験になりました。日本で合気道をしていた日本人のルーム
メイトは毎週地域の合気道教室に参加し遠征などにも参加させ
てもらっており、やりたいことがあるときには、まずは自分で
誰かに、どこかに一度働きかけてみると思わぬチャンスに巡り
会え驚くほど事が進むこともしばしばあるので、やってみたい
ことがあればどんどん動いてみるべきだと思いました。

留学をしてよかったと思うこと
日本とは異なる文化や社会の中で生活をして、まだまだでは

ありますが、留学前よりも考え方や興味の幅が広がったのでは
ないかと思います。例えば少し何かに困っている人がいる際、
人目をはばからず素早く何か力になろうと自ら手を差し伸べる
人が多いように感じました。人々の中で共有されている当たり
前が異なる社会での生活では、よくも悪くも多くの衝撃があ
り、多くの刺激を受けることが出来ます。

そしてロシアの文化はもちろん、中央アジアやイスラム教の
文化が身近にあったことで今まで気づかなかったそれらの魅力
を知り、その他のまだあまり知らない様々な文化が魅力的に映
るようになりました。また私は普段サークル活動やアルバイ
ト、授業の課題などで慌ただしくしていることが多かったので
すが、留学中はそれらを一度休止して時間に余裕を持てたこと
で、自分の将来の事などをじっくり考えたり本を読んだりも出
来ました。留学としてこれがよいのかは分かりませんが、私に
とってはそういう意味でも貴重な時間となりました。

留学をするかどうか迷っている人へ
私は元々何となく海外や国際交流に興味はありましたが、1

年間の留学は経済的に難しいだろうと思っていました。しかし
留学する国やプログラムにもよりますが、金沢大学で用意され
ている補助や企業などの奨学金を上手く得ることが出来れば、
ほとんど経済的負担なく留学することも可能です。それを実現
するためには、1年次から授業や英語の能力試験の成績を地道
にとっておくことをお勧めします。また留学をして卒業が1年
遅れることについても私は特に抵抗はありませんでした。（私
のコースでは無理でしたが、1年間留学しても4年で卒業する
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ことも可能です。）1年間学生という身分で海外で生活し、様々
な人と交流したりイベントに参加したりということは今後の人
生でそう訪れるものではない貴重なチャンスだと思います。短
期の研修ももちろん密度が高くいいと思いますが、実際にその
地で生活して馴染まなければ見えてこないこともやはり多くあ
ります。実現が難しそうに見えても、意外とどうにかなってし
まうものです。留学をしてみたいという気持ちがあるのなら、
色々な可能性を探ってみてぜひ実現させてください。

　匿名
私は3年後期から4年前期までロシアのカザン大学に留学し

ていました。私の体験を基に留学前の準備や留学中の過ごし方
について注意点やアドバイスを記載しました。現在留学を考え
られてる方やこれから留学に行く方の参考になれば幸いです。

留学の動機・留学前の準備
私は法学類に所属していたので、周りに留学を経験している

人は多くなく、元々は長期の留学についてはあまり考えていま
せんでした。しかし、授業でロシア語でのコミュニケーション
の楽しさや、日本と距離的にはとても近いが個人の価値観や社
会制度は大きく違うことを知り、現地でロシアについてよりた
くさんのことを学びたいと考え始めました。としても、留学準
備を始めたのは2年の後期が始まってからであり、これは他の
人たちよりも遅いスタートであったため留学選考の準備という
面で苦労しました。本来であれば2年の前期の内に留学の意志
を固め、指導教員の先生や担当語学の先生と相談した方がよい
と思います。

ロシアの大学への留学準備は一般的に他国への留学より手間
がかかります。具体的には留学ビザ、航空券の手配やHIV、梅
毒の検査、留学先の大学に提出するステイトメント、学習計画
書等です。HIV、梅毒の検査証はロシア当局から有効期限が指
定されているので、前もって検査していてもその検査証は使え
ないという場合があります。十分注意して計画的に検査を行っ
てください。また、カザン大学に着いた後の手続きも数多くあ
るのに加え、とても混雑しており長時間待たなければなりませ
ん。大学から提示された手続の流れ、一覧をよく読み、提出書
類（パスポートやビザ、各種検査証等）のコピーは余分にいくつ
も取っておいた方が良いです。

カザン大学の学習環境について
カザン大学はロシアの大学の中でも三番目に古い歴史ある大

学でレーニンやトルストイのようなロシアの偉人達もこの大学
で学んでいました。キャンパスは学部によって分けられ街の中
心部に点在しています。交通の便は良いのですが寮から遠いの
で、時間に余裕を持って寮を出発しないと交通渋滞にはまり、
遅刻することもあるので注意が必要です。

日本からの派遣留学生は基本的にヨーロッパからの派遣留学
生と一緒にクラスを形成し、学ぶことになると思います。中級
クラスと上級クラスの2つがあり、1クラス20人から30人程
度の人数がいました。私は当初、中級クラスで学んでいたので
すが、私のロシア語の基礎があやふやなこともあり、授業につ
いて行くことができないと感じたため初級クラスで基礎から
しっかり学び直すようにしました。初級クラスは派遣留学生用
のクラスではないので単位数が多く、追加で料金を支払わなけ
ればならなかったのですが、カザン大学で受けられる専門科目
の単位（派遣留学生はカザン大学で履修できる単位数が専門科

目とロシア語科目の2つに均等に分配されている）をロシア語
科目の単位に落とし込んでもらうことで解決を図る事ができま
した。派遣留学生が履修できるロシア語科目の単位数は少ない
と思いますので、ロシア語の能力に不安がある人は、専門科目
の単位をロシア語科目に移してもらえるよう大学と交渉するこ
とをお勧めします。

初級クラスの授業内容は大きく分けて文法、スピーキング、
手紙の書き方に分かれており、時たまリスニングの練習も行わ
れました。授業では毎回宿題が課せられるのですが、それに併
せて復習も自主的にすることが要されます。私の所属していた
クラスは10人前後しか学生がいなかったので、先生と学生の
距離が近く、授業中に発言、質問がしやすい環境にあり、全員
で意見を交わし合い、自然と有意義な議論に繋がっていくこと
もよくありました。しかし、それは裏を返せば話が脱線し、授
業の進みが遅くなることにも陥りがちです。その場合は、目標
を立て自分で勉強を進めていくことが大切だと思います。具体
的な目標として私はТРКИ第2レベルを勧めます。カザン大
学の上級クラス以外のクラスはТРКИ第1レベルの取得を最
終的な目標としているため、第2レベルを取得するためには自
分で対策を考え、計画的に勉強を進めなければなりません。中
級クラスの人であれば、前期の終了時点で第1レベルを取得で
きる素養があるので受けてみると良いかもしれません。そし
て、後期の終了時点では第2レベルの取得に挑戦してみてくだ
さい。カザン大学では年に数回しかТРКИが実施されていな
いので、他大学に赴いて実施されているか尋ね周ることも必要
です。

カザンでの生活環境について
カザン大学には新旧2つの寮があり、大多数の留学生は新寮

で暮らしています。新寮は大学からバスで40分ほどの場所で周
りには体育館や学生病院、スーパー、24時間営業の小売店があ
ります。寮の敷地の中にもランドリー、ATM、スーパー、簡易
郵便局、食堂等が存在しとても住みやすいです。また、セキュ
リティの面では寮のゲートに24時間守衛が常駐しているので
とても安心だと思います。

寮の部屋は基本的に1部屋で4人が暮らすことになります。
少々過密気味ですが共同生活については、すぐに慣れると思い
ます。しかし、机が一つしかなく同時に二人しか勉強できませ
ん。私は寮に帰ってきたら勉強できないものと思い、図書館や
カフェで勉強するようにしていました。寮には学習室もありま
したがカギを管理人から受け取って使用しないといけないうえ
に、22時までしか使用できないのであまり使っている人はいま
せんでした。

クラブ活動、イベント
カザンには様々な同好会やクラブがあります。スポーツクラ
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ブや音楽サークルはもちろん、日本の武道も盛んで合気道や空
手、柔道のクラブもありました。私は囲碁クラブに参加してい
ました。当初の私はうまくロシア語で伝えることができません
でしたが、言語を介さないゲームを通してコミュニケーション
を図ることができました。

また、休日にはお祭りやイベントに行ってみるのも楽しいと
思います。カザンは100万人以上の人口を有する都市なので、
1年中何かしらのイベントが開催されています。国際交流フェ
アやアニメフェスタ、マースレニッツァ等に行ったことがあり
ますがどれも大変興味深いものでした。

最後に
カザン大学ではチューター制度等がなく、入学手続きから携

帯電話の契約、病院での受け答えまで全て自分で処理すること
が求められます。最初は苦労が伴うと思いますが、受け身の姿
勢ではなく能動的に留学生活を過ごすことで自分だけの素晴ら
しい経験ができるようになると思います。

また、私のようなあまりロシア語を知らないまま来た留学生
も各国からたくさん来ていましたが1年後には皆ロシア語で問
題なく会話できるようになっていました。流暢に話せないこと
を臆することなく、ぜひ留学に挑戦してみてください。

チェコ

カレル大学
理工学域数物科学類　三上　敬生

自分がこの報告書を書くにあたり、初めてこの冊子を手に
取ってから実際に留学に飛び立つまで、今までの先輩方が書か
れたたくさんの派遣留学報告書を読みながら日本から離れた異
国での生活を色々想像していた自分を思い出します。今回は出
発から帰国まで自分が体験してきた一連の留学というものを、
留学前、留学中、留学後の観点から書いていきたいと思います。

留学前
〈留学前の準備として何をするべきか〉

留学前は、先方の大学で受講する科目を考えたり、実際に留
学に行った先輩や先生から情報を集めることなどをしていまし
た。それ以外では特別何かしていたわけではないですが、英語
は毎日少しずつでもふれるようにはしていました。比較的マイ
ペースだったせいか、ビザの申請がぎりぎりになり、結果出国
予定日までにもらえませんでした。そうならないように、ビザ
だけは早目早目に動いた方がよいです。

〈留学先について知っておくとよいと思われる情報〉
一般的なことは、他の各国各地域に留学に行った方がそれぞ

れの国地域のことを書くと思うので、それらを比較しながら読
めば大体わかると思います。だからこの欄はチェコに限って書
きます。チェコに行くことを決めた方は、まず兎にも角にもビ
ザを余裕をもって取ることを最初の目標にすると良いと思いま
す。上でも書いた様に、僕は出国予定日までにビザが間に合い
ませんでした。僕の時は申請してからビザ取得に2～3か月必
要と大使館のホームページに書いてありましたが、これは3か
月と読んだ方がよいです。2か月で取れる場合もあるそうです
が、3か月と思って動いた方がはらはらしなくて済むと思いま
す。さらに申請時に必要な書類も色々あるので、先方の大学か
ら受け入れ許可が下り次第、ビザの申請の準備を始めるのが良
いと思います。あと、紙の地図でも持っていくと良いと思いま

す。滞在先でネットの契約をするまでは街中でこれを見ればな
んとか居場所と目的地は分かりますし、またフリーWi-Fiを利
用できる場所が必ずしもいつも近くにあるわけではないからで
す。

留学中
〈留学中に行うとよいと思われる活動〉

留学中にはよく現地のクラブなどに入ったほうがよいと言わ
れますが、人それぞれだと思います。別に無理してまでそうす
る必要はないと思います。僕は専門の数学の勉強が留学の大き
な目的の一つで、それで結構充実していたので課外のクラブに
は所属しませんでした。ただ、現地の文化は必ず享受するべき
であり、それは僕のもう一つの目的でもあったのでキャンパス
の周りの散歩や市内の観光、芸術鑑賞などは時間が取れるとき
にはやりました。また大学でチェコ語の授業も取ったので、学
んだ言葉をお店など街中で使うことも楽しんでいました。あと
は、カレル大学では週末に市街地の散策や郊外に小旅行するよ
うなイベントもよく催されていたので、それには時間があると
きに参加したりしました。

〈留学中の苦労と、それをどのように乗り越えたか〉
日常的な苦労はそれといってなかった気がします。毎日充実

していました。ただ、観光中に詐欺のようなものには3回ほど
出会って、そのうち一回はあたりが暗くなった夜8時頃に二人
組の男に捕まって財布が盗られそうになりました。運よく走っ
て逃げることが出来たので良かったのですが、それからは暗く
なってから一人で外出することは避けました。しかし、基本的
にチェコの治安は他のヨーロッパ諸国に比べて良いと他のヨー
ロッパ人が口をそろえて言っていたので、暗くなってから一人
で出歩かなければ十分安全です。

留学後
〈留学経験を、これからどのように生かしていこうと考えてい
るか〉

カレル大学で勉強をしている中で、数学の代数という分野に
とても惹かれたため、4年生の研究室を選びました。指導教員
の先生は大変親切で、セミナー中はたくさん教えてくれます。
この先生の下で勉強ができるのも留学に行ったからであり、卒
業まで出来る限り多くのことを学び、卒業後はここで学んだこ
とを次の研究につなげていきたいです。

派遣留学を志す後輩へのメッセージ
派遣留学に行かなくても金沢大学には素晴らしい先生方がた

くさんいらっしゃるので、ここで4年間/6年間先生方からしっ
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かり学べば、確実に力をつけられると思います。その一方、行
かないと分からないこともたくさんあるというのもまた事実だ
と思います。僕自身、プラハに行って過ごした5か月の中で肌
で感じたことは貴重な経験となり、今後の人生でも忘れること
のできない思い出になったと思います。

派遣留学に行くにしても行かないにしても、充実した大学生
活を送れるかはみなさん次第だと思います。そしてもし派遣留
学に行くのであれば、ぜひ日本とは違うその国を思い切り楽し
んできてください。

カナダ

モントリオール大学
人間社会学域国際学類　須田　瑞帆

志望動機
私がモントリオール大学を志望した理由は二つあります。一

つは、様々な人種や文化が共存する社会に触れること、もう一
つは、フランス語と英語の習得です。モントリオールは、フラ
ンスのパリに次いで2番目に大きなフランス語圏の都市です。
公用語はフランス語ですが、モントリオールで暮らす人のほと
んどが、フランス語と英語の両方を話すことができます。また、
多くの移民を受け入れており、街によって雰囲気は様々です。
このような、他にはない特徴をもつモントリオールにとても魅
力を感じました。

留学前の準備
留学前の準備として、ケベック州で話されているフランス

語、“ケベコワ”に触れておくことが大切だと思います。金沢大
学で学習するフランス語は、フランスのフランス語なので、モ
ントリオールで使われているフランス語とは異なります。ケベ
コワの独特な発音や表現に慣れておくと、現地で戸惑うことが
ないと思います。私も最初はケベコワに苦労しましたが、ケベ
コワ独自の表現などを知っていくうちに楽しくなっていきまし
た。事務的な準備で個人的に失敗したのが、ビザの手続きで
す。モントリオール大学に留学するためには、学生ビザに加え
て、ケベック州のビザが必要です。ギリギリに準備しだした私
は、間に合わないかもしれないという事態にまで追い込まれま
した。想像よりも時間がかかるので、私の二の舞にならないよ
う、余裕をもって準備してほしいです。

留学中の活動
キャンパス内で毎週水曜日に行われている日仏言語交流会に

参加していました。モントリオール大学の学生はもちろん、日
本に興味がある人は誰でも参加できるものなので、現地の他大
学の学生や社会人など、大学に通っているだけでは出会えない
人にたくさん出会えます。そこでは、フランス語と日本語を教
え合い、色々な人と会話することで楽しくフランス語を学ぶこ
とができました。その交流会の他にも、日本語、フランス語、
英語の交流会が複数あり、様々な人と出会えるチャンスがたく
さんあります。モントリオールでは、留学生向けのイベントや、
日本に関するイベントも豊富です。興味があるものに片っ端か
ら参加したことで、交友関係が大きく広がりました。

留学中の苦労
覚悟はしていたものの、フランス語での講義はかなりハード

でした。専門用語が飛び交うことはもちろん、訛りが強すぎて、
正規学生でも聞き取りづらい先生がいるなど、想像以上に苦労
しました。そんな中でも、留学生であることを伝えると、周り
の学生は嫌な顔せず助けてくれたり、教授は授業後などに質問
する時間をとってくれたりしました。本当に周りに恵まれたと
思います。留学中にたくさんの人に助けてもらったので、帰国
後はチューターとして留学生をサポートすることにしました。
なるべく多くの留学生と交流し、充実した留学生活を送っても
らえるよう努めたいです。

将来の目標や進路への影響
留学に行く前は、自分の将来がいまいちはっきりしないまま

でした。留学中は不思議と、自分自身について思うことや気づ
くことがたくさんありました。一つ例を挙げるとすれば、自分
がどれだけ人が好きかということに気づきました。そこから、
将来は直接人と関われる仕事がしたい、語学をできれば生かし
たい、などと突き詰めていくことで将来の方向性が定まりまし
た。今まで具体的に将来を考えられなかったのは、自分自身を
深くまで理解できていなかったからなのかなとも思います。も
し留学を悩んでいる人の中で私みたいな人がいたら、留学が良
いきっかけになると思います。

派遣留学を志す後輩へのメッセージ
留学中、ここに来なければこの人に出会えなかった、これを

経験できなかった、と思うことがたくさんあって、困難だらけ
でも、やっぱり来てよかったと心から思えました。モントリ
オールが大好きになったし、最後には本当に帰りたくないと思
うまでになっていました。留学にずっと行きたいと思っている
人はもちろん、少しでも興味がある人はぜひ挑戦してほしいで
す。かけがえのない経験にきっとなります。

アメリカ

タフツ大学
人間社会学域国際学類　中原麻弥ステンソン

私はアメリカ、マサチューセッツ州にあるタフツ大学に約10
か月間派遣留学しました。タフツ大学はマサチューセッツ州の
中心部であるボストンの近辺に立地しています。ボストン近辺
は学際都市として知られており、ハーバード大学やマサチュー
セッツ工科大学なども自転車で行ける距離にあります。ボスト
ンはアメリカの中でも古い街でもあり、歴史的な建造物や博物
館なども多くあります。また、ドラマや映画の舞台になったこ
ともある美しい街です。
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留学前に
留学に行く前に必要なこととして、英語のスコア、ビザ、大

学間での手続きなどがあります。私はタフツ大学への留学が正
式に決まってから、しばらくタフツ大学からの連絡がありませ
んでした。幸いにも同じ時期にタフツ大学に留学する友達と話
していたため、自分にだけ連絡がきていないということに気が
付き、行動することができました。結果としては大学間でのミ
スがあったために私にメールが届いていないことがわかり、早
い段階で対応してもらうことができました。また、名前にもミ
スがありその訂正もする必要がありました。自分で防ぎようの
ないミスではありますが、せっかく留学できることになってい
たのにできなくなる可能性がありました。同じ時期に留学する
仲間と連絡を取り合い、情報の違いがないか確認することをお
すすめします。

ほかの派遣留学生
タフツ大学は海外提携校が少なく、日本の大学でタフツ大学

と提携を結んでいるのは金沢大学だけです。また、私が留学し
ていたときは各国からの派遣留学生の人数が20人ほどでした。
そして派遣留学生のための授業やイベントなどはほとんどあり
ませんでした。派遣留学生のためのイベントといえば秋学期が
始まる前の派遣留学生向けオリエンテーションがあるだけでし
た。しかし、人数が少ないため、派遣留学生同士の交流は密度の
濃いもので、毎日のようにだれかがご飯に誘ってくれました。
月に一回派遣留学生でパーティーをしたり、春には一泊二日で
ニューヨークに旅行に行ったりもしました。

派遣留学生で固まることに関して賛否両論あるとは思います
が、私にとってはとても大切な時間でした。どの学生も各国か
ら選ばれた優秀な学生で学んでいる学問も違えば、年齢も異な
る人がほとんどでした。彼らは留学中でなければ出会うことも
なかったような人たちばかりです。自分と似た境遇の人や帰国
後も連絡をするような人に出会えたのもこのコミュニティの中
でした。

課外活動
タフツ大学にはサークルが数多くあります。私はその中でも

JCC （Japanese Cultural Club）に入りました。このサークル
には日本に関係のある学生（正規の日本人留学生、アメリカ育
ちの日本人、日本育ちのアメリカ人、いわゆるハーフ、日系人）
や日本に興味のある学生がいました。JCCでは祭りを開催し
たり新サークル員のみでMatcha Mattersというイベントを開
いたり、日本を改めて知るだけでなくイベントの開催者側に回
るという新しい経験もすることができました。また日本をキー

ワードに集まってはいるものの、本当に多種多様な人に出会う
ことができました。

JCCとは別にLGBTQ支援のボランティアも行っていまし
た。このボランティアは学外のものでしたが大学を通して行っ
ていました。活動内容としてはマサチューセッツ州に住んでい
る人に電話し、LGBTQ（特にトランスジェンダー）についての
教育と支援のお願いをしていました。

どちらの活動も留学中だからこそできたことでした。これか
ら留学する皆さんもぜひ自分の興味のあるサークルやボラン
ティアに積極的にかかわってほしいと思います。

勉強面
タフツ大学には金沢大学のような留学生のためのチューター

がいるわけではありませんでした。そのかわり、正規学生も
利用することのできるチューター制度があります。自分の受
講しているクラスごと（特に基礎科目）にチューターがおり、オ
ンラインで予約することで利用できます。また、ライティン
グチューターもおり、定期的に会うこともできます。初めから
チューターについて説明を受けることもあるかもしれません
が、基本的には自分で動く必要があります。

タフツ大学の授業は金沢大学と比べて、受講できる数は少な
く、一学期で多くても5科目しか受講できません。しかし、と
ても量の多い予復習を求められます。また授業レベルも高いの
で、授業の取りすぎには注意が必要です。授業は大変ですがそ
の分本当に多くのことを吸収することができます。またタフツ
大学だけでなく国際系大学院（フレッチャースクール）やボスト
ンにある音大、美大の授業も各学期一つとることができます。
ぜひ自分の興味のある授業を探し受講してみてください。私
の受講・聴講した授業に興味がある人はご連絡ください。（メ
ディア系、アメリカ文化、音楽、言語）

最後に
今留学を考えている人にはぜひ、人に聞いたり、頼ったりす

ることを積極的に行ってほしいと思います。私はあまり人に頼
らずに最初の半年を過ごしてしまいました。そして得ることが
できたであろうことも逃してしまいました。これから留学を考
えている皆さんには同じような経験をしてほしくないと思って
います。私を含め留学をして帰ってきた人の多くが自分の経験
を伝えたい、これから行く人の手助けをしたいと思っていま
す。様々な手段を使って留学する前でも留学中でも声を上げる
ようにしてください。これから留学に行く皆様の体験が実りあ
るものになることを祈っています。

人間社会学域国際学類　宮島早矢人
私は、2017年9月から2018年5月までの9カ月間、 派遣留

学生としてアメリカのボストンにあるタフツ大学で留学をしま
した。この報告書では、留学前の準備段階と留学先での生活及
び勉強について書きたいと思います。

留学前
私が派遣留学を目指し始めたのは1年生の春頃でした。それ

までは、「せっかく国際学類に来たんだし留学行きたいなあ」と
漠然と考えていただけで特に行動は起こしていなかったのです
が、周りの派遣留学を経験した先輩方に触発されて派遣留学す
ることを決意し大学の選定を始めました。英語圏に留学したい
という部分は決まっていたので、その中でレベルが高く、更に
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尊敬する先輩が留学していたこともあり、始めはイギリスの
シェフィールド大学に照準を合わせて英語の勉強に取り組みま
した。自分が留学したいと思っていた学部のIELTS要求スコア
がOverallで 6.5だったのですが、自分の当時の実力は5.0程
度しかなかったので自分なりに工夫して勉強に取組みました。
IELTSの公式問題集を使いながらリーディングとリスニングは
自分で対策を行い、ライティングやスピーキングは先生や先
輩、そして留学生の友達を頼りました。その後、前述の要求ス
コアをクリアできたことや国際関係論に興味を持ったこと、ア
メリカに留学したいという心変わりがあったことなど複合的な
理由から、最終的にタフツ大学に留学することを決め応募し、
選んでいただくことが出来ました。派遣留学内定後は、英語の
勉強は継続しながら、留学先のクラスや教授のリサーチといっ
た授業準備や、ビザ申請や留学先の大学の寮の契約などのペー
パーワークの処理を行いました。そうした活動の中でもっとう
まくやるべきだったなあと思うのは予防接種です。皆さんは計
画的に。

生活面
留学中はキャンパス内の寮に住んでいました（一人部屋、 

キッチン・トイレ共有）。前期は食堂を地下に持つスイートタ
イプの寮に住んでいたので食事はほとんど食堂で済ましていま
した。大学の食堂はビュッフェ形式でピザやハンバーガーはも
ちろんメキシカンやチャイニーズ、他色々を豊富に取り揃える
比較的かなり充実したものでしたが、自分の加入していたプラ
ンでは一回のエントリーに大体13ドルかかっていたので、節
約のために夕食だけ食堂で食べて朝食や昼食の分を持ち帰った
りしていました。後期にはシェアハウスタイプの寮に移り、自
炊を始めました。大学から出ている無料シャトルバスを使って
15分くらいのところにあるスーパーに食材を買いに行き、休み
の時には友人達と外食したりしていました。自炊で好きなもの
が食べられることと、前期に住んでいた寮と比べサイズも小さ
く交流が盛んで仲のいい友達が出来たこともあり、個人的には
後期に住んでいた寮の方が好きでした。ボストンはニューヨー
クなどに比べれば小さな街ですが、歴史のある建物や重要文化
財が多くあったり、MITやハーバードなど名門校が多数あった
り素敵なところでした。人々も非常にリベラルで、様々な文化
的側面で日本とは大きく異なる部分がいくつもあり刺激的でし
た。

勉強面
授業は基本的に75分の授業が週二回あり、入門クラスのよ

うなものだと週末に30分～1時間程度の補習があるという構

成でした。これで学期平均4コマ履修していたので75分×2×
4コマ＝600分という計算になるので、金沢大学の普通の90分
の授業で考えるなら6～7コマ分しかないので少ないと感じる
かもしれませんが、予習の量が膨大なので普通にきついです。
私は主に国際関係論の授業を履修していたこともあり、毎日大
体50～60ページ、多い時には100ページ以上読む必要があり
ました。読むスピードが遅く予習に時間がかかり過ぎたり、内
容を理解したつもりでも授業に出ると他のネイティブの学生た
ちに圧倒されて何も言えなかったりと散々悔しく惨めな思いを
しました。ただ留学がそういうものであるのは自明なことで、
チャレンジするために留学しているんだということを常に胸の
片隅に置いて日々の勉強に取組みました。現地4年生向けの東
アジア国際関係論セミナー（ゼミのようなクラス）は特に大変
で、途中10分の休憩を挟む3時間ぶっ通しのディスカッショ
ンベースのクラスで、毎週の膨大なリーディングに加え、二回
のプレゼンにリサーチと、教授が最後の授業で“This course is 
certainly demanding.”といわしめるほど強烈でしたが、学期
を終えた後には言葉に出来ないような達成感と自分の成長を感
じることが出来ました。

最後に
留学生活を振り返ると楽しいことももちろんたくさんありま

したが、悔しいことのほうがずっと多かったと思います。留学
前のイメージや目標と現実の差に時にとても大きなストレスを
感じたことも事実です。しかしそれでも、胸を張って「留学を
してよかった」と言えるし、大学生活の中で最も価値ある時間
だったと言い切ることが出来ます。この報告書を読んだあなた
も素敵な留学をされることを願っています。

アメリカ

ニューヨーク州立大学ニューポルツ校
人間社会学域国際学類　氏平　舞咲

私はアメリカのニューヨーク州立大学ニューポルツ校に
2017年8月から2018年6月まで留学していました。しかし
実際に留学のための準備を始めたのは2016年6月、渡米する
一年以上前からです。留学前はとにかく英語力を磨くことを意
識していました。夏休みに語学研修に参加した際、語学力が足
りないせいで自分の意見をうまく言えず歯がゆい思いをしたた
め、留学先ではそんな状況を少しでも減らせるように留学生と
たくさん英語で話したり、E科目の授業を中心に履修して英語
で自分の意見を発言できるように練習していました。結果的に
語学試験でのスコアの向上につながり、留学先の大学で留学生
向けの英語の授業を免除され、アカデミッククラスを好きなだ
け履修できたので本当に早めに準備を始めていて良かったと
思っています。

いざ留学先が決まったら、自分が住むことになる場所のこと
をまず確認するのが大事だと思います。どこに住むのか、何が
必要で何を持って行くべきなのか、あらかじめ日本で調べてお
くと現地に着いて右も左もわからない状態で困らなくて済みま
す。私が住んでいた寮ははじめベッドとマットレスしか置いて
おらず、シーツも掛け布団も枕もない状態だったので日本から
ブランケットやシーツを持って行って正解でした。

ニューポルツ校には沢山の学生主体のサークルやクラブがあ
ります。留学生も正規生も関係なく参加できるのでぜひ学期始
めに開かれるサークル紹介に行ってみることをお勧めします。
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私は実際にいくつかのクラブにお試し気分で参加してみて、最
終的にスイングダンスのクラブとアジア文化を紹介するクラブ
に参加しショーに出たりしました。授業以外で現地の学生と関
わる良い機会ですし、ショーのために積み重ねた準備や練習を
通して本当に大切な友だちと出会えました。留学中もちろん辛
いこともありましたが、息抜きに友だちとスターバックスでお
しゃべりをしたり勉強を教えてもらったり、一緒にマンハッタ
ンへ遊びに行ったりして上手く勉強と両立を図ることができま
した。クラブやサークルに限らず、同じスイート（寮の中のグ
ループ部屋の単位です。スイートの中に1～3人部屋があり、
留学生は基本的に1、2人のルームメイトと暮らします）のメン
バーと積極的にご飯を一緒に食べたりイベントに出かけたりす
るなど、交友関係をいろいろな場面で積極的に広げることが、
日本ではできない海外留学中ならではの経験に繋がると思いま
す。わたしは同じ授業を取っていたメンバーに声をかけて、定
期テストの前にワークショップをしていました。わからないこ
とは教え合い、ついでに日本のことを知ってもらいアメリカの
ことをたくさん教えてもらいました。

留学中に一番苦労したことは定期テストです。専門的な内容
を全て英語でこなすのは本当に大変でした。特にエッセイの課
題では他のクラスメイトとの英語力のレベルの差を感じて、見
栄っ張りな私は自分の書いたエッセイを提出することすら恥ず
かしかったです。しかし、自分の弱点が語学力だとわかってい
たので、チューター制度を利用してエッセイを細かく添削して
もらったり、毎授業後に先生のところへ行って質問したり、周
りについていくために出来ることを自分で考え、行動に移すこ
とが出来ました。辛くて家族に何回も電話したり日本にいる先
輩に相談したりしたのも、モチベーションを上げるのに効果的
でした。

私は留学中、今まで興味はあったけれど金沢大学では専門科
目になかった授業を選んで受けていました。それらの授業で学
んだことは、「自分はこの道に興味があって将来こんな事をし
たいんだ」と新しい自分の可能性に気づくきっかけとなりまし
た。留学中にSNSで発信していたことに対して周りの人に予想
以上の反応をもらい、自分自身の能力にも自信が持てるように
なりました。日本でいつも通り生活していたらきっと諦めてい
たことにも改めて挑戦しようと思えました。

最後に、これから留学に行かれる方々へ。留学はどこか、余
命宣告をされるのと似ている気がします。渡航した日から帰国
するその日まで、約10ヶ月間があなたの余命です。この10ヶ月
間をどう使うかはあなた次第です。10ヶ月後、最後の日になっ
て「ああ、あれをしておけば良かった。あの場所に行っておけば
良かった」と思っても遅いのです。逆に、一生に二度あるかどう

かわからないこの非日常的な10ヶ月だからこそ、日本での大学
生活の中では出来なかったことに挑戦する最後で最高のチャン
スです。しかも10ヶ月あるので、じっくり取り組む時間があり
ます。ぜひ、失敗を恐れず、新しい自分を見つけてきてくださ
い。そうすればきっと帰国して10ヶ月の余命を終えたとき、次
のステージに進んだ自分に気づくはずです。

人間社会学域人文学類　近藤　真優
私は2017年8月から2018年5月まで、アメリカのニュー

ヨーク州立大学ニューポルツ校（SUNY New Paltz）に留学し
ました。長いようで短いこの留学期間中に非常に多くのことを
経験し、学び、感じました。この経験談が今後派遣留学を考え
ている方々の参考になれば幸いです。また現地での大学生活に
関する詳しいことは「留学レポート」にまとめてありますので、
そちらも合わせて参照いただけると嬉しいです。

ニューポルツについて
ニューポルツは、マンハッタンからバスで90分ほど北に行っ

たところにある小さなタウンです。山々に囲まれ非常に自然豊
かな環境が広がっており、キャンパス内ではリスやスカンク、
鹿などの動物を普通に見ることができます。キャンパスを出て
少し歩くと、カフェやレストラン、雑貨屋さんなどが立ち並ぶ
小さなニューポルツの街にたどり着きます。ニューポルツは
アートで有名な街であり、アート関連のお店が多くあります。
レストランに関しては、アメリカンフードはもちろん、日本、
インド、ベトナム、タイ料理など多国籍レストランが多くあり、
週末の外食を楽しむことができます。

SUNY New Paltzについて
共学の総合大学で様々なことを学ぶことができます。金沢大

学では開講されていない、演劇やメディア、美術、グラフィッ
クデザインなどを学ぶことができます。キャンパスは非常に広
く施設も充実しています。深夜12時半まで利用できる大学図書
館（Late Study Roomは朝方まで）や、無料で使えるスポーツジ
ム、プラネタリウムなどもあります。キャンパス内には食事を
提供してくれる施設が点在しており、施設ごとに様々な異なる
食事を提供しています。

留学の動機・目的
英語教育法、英語学習法に興味関心があり、英語を第二言語

とする学習者の効率的な英語教育法、英語学習法は何かという
ことを研究テーマとして留学しました。また英語学を専攻して
おり、英語学を本来の言語である英語で学びたいという思いも
ありました。

留学先の選び方
留学先国としてアメリカを選んだ理由の一つは、多人種、多

文化国家として知られているアメリカには多種多様なバックグ
ラウンドを持った人々が集まっており、そのような人々と関わ
ることを通して彼らに対する自分の理解と知識を深めたいとい
う思いです。また、自分がこれまで学んできたアメリカ英語を
現地で試したい、そして向上させたいという思いがありまし
た。ニューポルツ校を選んだ理由は、実際に留学した先輩方に
話を聞いてニューポルツ校に魅力を感じたからです。留学先を
決める際に留学経験者の先輩方の話を参考にすると良いと思い
ます。
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留学前にするべきこと
留学前の諸手続は複雑で大変ですが、留学経験者の先輩方に

聞いたり同じ留学先の友達と協力したりして計画的に進めると
良いと思います。英語学習に関しては自分が苦手と感じる部分
の強化に努めると良いと思います。私はリスニングとスピーキ
ングが苦手だったので留学前は英語ネイティヴの先生が行う授
業の履修に加え、オフィスアワーを利用してその先生方にス
ピーキングの練習に付き合ってもらっていました。またライ
ティングに関しては他の留学予定者とともに切磋琢磨しながら
ライティング練習をし、大学院生の方や授業の先生に添削して
もらっていました。日本でもできることはできる限りやってお
くと良いと思います。

英語の効率的な学習法
秋学期に現地大学のESL教授にインタビューする機会があ

りました。ESLとはEnglish as a Second Languageの略であ
り、その教授には英語を第二言語とする学習者の効率的な英語
学習法に関する考えを尋ねました。その教授によると、英語の
みに限らず言語運用能力の基礎となるリーディング、ライティ
ング、リスニング、スピーキングの四つのスキル向上は必須だ
が、効率的に言語能力を向上させるには自分の興味関心のある
分野、あるいは趣味の中でその言語を用いることが重要だと考
えるとのことでした。つまりその言語が理解できないと楽しむ
ことができない状況を作り、楽しむためにその言語を学ぶとい
うプロセスの中で、楽しみながらその言語能力の向上を図ると
いうことが、最も効率的な方法だということです。そうした意
見を参考にして春学期は自分の興味関心のある分野の授業を履
修しました。自分の興味のある授業の内容を理解するためには
まず英語を理解して使用しなければならない、という状況を作
ることで、英語力向上という目的にとらわれず自然と英語を身
につけることができたと実感しています。また、Conversation 
Partnerというスピーキング練習をしてくれる現地学生につい
てもらい、普段の何気ない会話を通して楽しみながらスピーキ
ング力、リスニング力を向上させることができたと思います。

アメリカの多様性に関して
移民の国であるアメリカには多種多様なバックグラウンドを

持つ人たちが多くいます。日本では日本語以外の言語を日本語
並みに流暢に話すことのできる日本人に出会ったら非常に驚き
ますが、アメリカではそういったことは不思議ではないので
す。仲良くなった現地学生の中に中国出身の友達がいて、彼女
の家を訪問する機会がありました。彼女はフラッシングという
ニューヨーク郊外のチャイナタウンに住んでおり、初めてそこ

を訪れた時はもはや中国かと思わせる感覚に陥った記憶があ
ります。アメリカの学生と一言に言っても、それぞれが文化
的、歴史的に様々な背景を持っており、そうした人たちと交流
することを通して多くのことを学ぶことができました。またア
メリカは性の多様性に関してもオープンなイメージを抱きまし
た。春学期に履修していたフォトグラフィーの授業の課題で、
LGBTQ＋をテーマに写真を撮り当事者の方々にインタビュー
する機会がありました。彼らには自身の経験談やLGBTQ+に関
する意見などを述べてもらいました。日本では多様化する性に
関しては、まだまだ受け入れが進んでいないと実感します。こ
うした経験が多様化する性の問題について考えるきっかけにな
りました。

クラブ活動、コミュニティ
留学期間中は、現地学生と各国からの留学生からなる

International Student Union（ISU）という団体に所属してお
り、互いの文化を紹介し合ったり多文化交流イベントに運営側
として参加したりすることを通して様々な国の文化を知ること
ができたとともに、自国の文化を他の学生達に発信することが
できました。また、East West Living Learning Community

（EWLLC）というコミュニティに所属しており、日本を含めア
ジアの文化に興味関心がある現地の学生達との交流を通して、
彼らが日本のどのようなことに興味関心が強いのかということ
を学んだり、日本という大きな枠組みではなく自身の出身地に
まで踏み込んで話をしたりすることができました。

最後に
私にとって今回の留学は、今後の行動や、人生を大きく変化

させる重要な経験でした。英語力の上達に関して聞かれること
が多いのですが、留学では言語能力の向上以外にも得ることの
できることは非常にたくさんあります。これまで興味関心の向
いていなかった分野や問題に関しても意識が向くようになりま
したし、アメリカでの多様性に触れてこれまで以上に多文化を
理解しようという思いが強くなりました。また、積極的に行動
しないと何も始まらないということをより強く意識して行動す
るようになりましたし、留学中の困難を乗り越えた経験から何
事も恐れずにチャレンジする精神がより旺盛になりました。自
分の知らない世界を経験することを通して得られるものは今後
の行動や挑戦に影響を与える非常に価値のあるものだと思いま
す。留学中の一年間は非常に充実しており、このような機会を
与えてくれた大学、お世話になった先生方や職員の方々、留学
先の方々、辛いときにそばにいてくれた友達、経済的に支援し
てくださった奨学財団様、そして何よりの支えであった家族に
は非常に感謝しております。

アメリカ

ニューヨーク州立大学バッファロー校
人間社会学域国際学類　大関　美結

私は2017年8月から約10ヶ月、ニューヨーク州立大学バッ
ファロー校（UB）に派遣留学しました。

留学前
大学在学中の留学を目標に金沢大学に入学し、語学研修や海

外インターン、海外での交流プログラム参加など積極的に活動
し、海外への関心を深めてきました。また、IELTSで要求スコア
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を取るために1年次冬から受験し始め、4回目の受験でスコア
獲得しました。留学で重要となるのは、何の勉強をしに、何の
ために行くのかという具体的な目的や目標を持つことです。私
は、留学の目的として、①ジェンダー学・社会学を学ぶ ②女性
の人権について学ぶ ③多様性の進んでいる場所で理解を深め
る ④英語力向上 をあげていました。私にとって、これらの目
的を達成できるのはUBだと思い、UBを留学先に決めました。

留学先について
バッファローは、大都会ニューヨークシティから車で7時

間、ナイアガラの滝まで車で30分、トロントまで車で3時間と
いう、シティとは全く別世界で、勉学に集中できる環境にあり
ます。冬は約−10℃の日々が毎日続きます。名物は何と言って
も、バッファローウィングス！ジャンキーな本場のあの味を忘
れられません。UBはニューヨーク州バッファローにあるSUNY
のひとつで、学部生2万人を超える規模を誇る大学です。図書
館やスタジアム、ジム、寮など全て規模が大きく、フットボー
ルやバスケの大学リーグが盛大に行われ、気軽に観戦できま
す。特に、勉強の合間に見に行ったバスケの試合でUBが見事地
区リーグ優勝した瞬間を見たときはとても感動しました。UB
生はUB愛がものすごく、私もUBを大好きになりました。

留学での経験
私はジェンダー学と社会学の授業を履修し、本当に価値のあ

る勉強をすることができました。ジェンダー学は社会や生活に
直結する、深く時にデリケートな学問です。様々なジェンダー
を持つ人々が一緒になって学ぶため、時に議論が白熱すること
もありとても刺激的でした。友達とフェミニズムについて議論
することもあり、その深さを実感しました。また、女性の人権
について、世界では本当に考えられないような辛い思いをして
いる女性がたくさんいるということを学び、胸が苦しくなるこ
とがたくさんありました。自分の知らないことを知り、学ぶこ
との楽しさを心の底から感じました。元々、ジェンダーの授業
が金沢大学に少なくそれをUBに学びに行ったため、専攻も異
なり予備知識が少ない分、苦労することが多々ありました。レ
ベルも高かったため授業についていくのに必死で、友達に助け
を求めたりボイスレコーダーで録音をしてあとで復習したり試
行錯誤しました。リーディングに加え、エッセイなどの課題に
追われ、気持ち的に追い込まれて涙を流してしまうこともあり
ました。そんな
とき周りの友達
も皆頑張ってい
て励まされまし
た。海外の学生
は皆学業への意
識が高く、そん
な環境で共に学
べ た こ と を と
て も 誇 り に 思
い ま す。UB生
は“Play hard, 
study hard”の
精神が強く、週
日は勉強、週末
はパーティとい
うようにけじめ
のある生活をし

ています。週末は朝までパーティをしていたのも、とても刺激
的ないい思い出です。

寮での生活はとても大変でした。UBの寮は基本複数人で一
部屋なため、プライベート空間はほぼありません。常に誰かが
いてさみしくはない、交流できるということはいいことです
が、様々な音や文化の違いでかなり悩まされたりしました。で
すが、こうした共同生活ができるということも、海外の生活文
化を知れるいい機会・経験だと思います。毎朝早くから私のフ
ロアを掃除してくれる職員の方と朝の会話をしたり、ルームメ
イトと映画ナイトしたりドッグセラピーに行ったりしたことが
今では懐かしいです。

長期休業中は、アメリカにいるうちにしか出来ない経験をし
たいと思い、アメリカ中を旅しました。ハンバーガーを食べ比
べしたり、それぞれの地域の雰囲気を味わったり、貴重な経験
ができました。このために、留学前からこつこつバイトで貯め
ていたお金を全て使いきりましたが、我ながらとてもいい使い
方だったと今でも思います。本当にいい思い出です。

留学中の活動
私は金沢大学で日本語教育を副専攻として履修していたた

め、UBでも生かしたいと思い、日本語チューターや現地日本
語補習校でのボランティアを毎週行っていました。また、個人
的に家庭教師をして小学生に毎週勉強を教えたりもしていまし
た。

学び
留学をして、考えて行動することの大切さを知りました。日

本とは違い、言語・文化・生活など異なる地では、ひとつひと
つ考えて行動しなければなりませんでした。しかし、そうする
ことで、自分と向き合えてより充実した生活を送ることができ
ると学びました。また、人の縁の重要さを強く感じました。ア
メリカは人と人のコネクションを大事にするため、私はたくさ
ん様々な貴重な経験をさせてもらい、人のつながりは重要だと
学びました。

また、私の留学は英語を学ぶための留学というより、英語で
現地生とともに大学の授業を受けて勉強する留学であったた
め、私はその授業内容から学ぶことがとても多かったです。特
に、フェミニズムの思想については私にとってとても重要で価
値のある学びとなりました。

今後
私は留学中に履修した授業で学んだ、「途上国でも先進国で

も世界では苦しむ女性がたくさんいる。彼女たちと同じ目線か
ら、彼女たちの声を聞くことが重要」ということから、将来は
地域に密着し、そういった弱い立場にある人たちに寄り添っ
て、生活を支えることができるような仕事をしたいと考えてい
ます。

また、UBで様々な人にお世話になったので、その恩返しを金
沢で、留学生のチューターをしたり後輩の留学相談に乗ってあ
げたりと、自分のできる貢献をしたいと考えています。

最後に
後輩の皆さん、留学が全てではありません。留学したからと

いって自ら行動しなければ、ただの海外での生活になってしま
います。積極的に色々なことを経験し、辛い思いをすることで
何か得られるものがあると思います。私は留学でのすべての経
験を誇りに思います。
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最後に、留学をずっと見守ってくれた両親、UBの友達、金沢
大学・UBの職員の方々、その他留学を支えてくれた人々全て
に感謝します。

人間社会学域国際学類　小林　モモ
留学に興味があるあなたへ。留学しようかどうしようか迷

い、留学経験者の声を聞くために冊子を開いたあなたへ。私の
意見としては、「どーんと、世界に飛び出してみて！」と伝えた
いです。私も、ずっとずっと留学に対して悩んでいたうちの一
人です。ぜひ、留学について情報収集している方の手助けをし
たい、と思っています。私自身、留学に行く前は先輩方の報告
書をたくさん読ませていただいていたので、留学が気になる、
という方をメインに向けて報告書を書かせていただきます。ま
た、レポートとして伝えられることは限られてきますので、個
別にご相談にのらせていただくことも可能です。先生方や人づ
てにはなるかもしれませんが、気負わず、連絡をしてください
ね。

留学のまえに
留学に行く前にしておくべき、大切なことがあります。正直、

行ってしまったあとは自分次第でどうとでもなってしまうので
すが、準備はしっかりしておくに越したことはありません。留
学前に①目的、目標設定②手続きをしっかり③語学力強化の3
つを行っておくことを推奨します。①の目的目標の設定につい
ては、他の多くの派遣留学生も述べていることだと思いますの
であまり説明はしません。私は、日本と異なる教育環境下で勉
強すること、知識の詰め込みで終わらない、より実践的スキル
を得られるような授業をとること、英語が日常語である場所で
英語力を磨くことなどを目的としていました。目的があればそ
こから具体的な行動レベルで自分が何をすべきか見えてきて目
標も立てられます。続いて②の手続きについてです。これは私
の失敗経験からみなさんに伝えたいことです。私は諸手続きを
始めた時と渡航までの期間があまりにも短く、渡航前は準備に
てんやわんやでした。海外で1年弱生活するとなると、行くま
で分からないことも多かったり思わぬ手続きも必要だったりし
てとても忙しくなります。ぜひ、余裕をもって準備に取り掛か
ることをおすすめします。ビザはとれる段階でさくっと取得し
てください。早すぎるくらいがちょうどいいです。派遣先大学
からの受け入れ
許可が出たらす
ぐに。この準備
の段階が③の語
学力にも関係し
てきます。準備
に忙しく、行く
前に語学の勉強
に力を入れられ
ないことはもっ
たいないです。
アメリカでは、
中学から英語を
勉強していると
いうのに、日常
で使われる英語
に 戸 惑 い ま し
た。学校で勉強

していたのは、試験のため、レポートのための英語。日常会話
で使われる、あるいは自分が人とコミュニケーションをとるた
めの英語とはまた別ものです。ですから、渡航前にはそういっ
た、コミュニケーションのための英語に触れておくといいと思
います。私はこの一見当たり前のことまで頭が回らず、現地に
行ってからうまく伝わらないことが多々ありました。海外ドラ
マや映画をみる、留学生とお話しするなど、自分が楽しめて続
けられる方法でコミュニケーションのための英語に慣れ親しん
でおきましょう。

留学中は
留学しているいないに限らずですが、自分のやりたいことを

とことん、何でも、やってみる。それが大学生のうちにしておく
ことだと思います。派遣先大学では、自分の留学の目的にそっ
て、自分の興味のある勉強をするために、コミュニケーション
学科からメディア系の授業やデザインの授業を履修していまし
た。日本にいた時とはまた違う勉強をすることが出来て勉強
面に関してはとても充実していました。そして、交友関係を広
げて、多くの方と接することも大切です。相手と自分の価値観
の違いにふれて、自分を広げ、相手を受け入れる姿勢を持つこ
とが今後ますます重要になってくると思います。また、せっか
く日本から遠く離れた地で生活できるのですから、自分の足で
様々なところも巡ってみましょう。人から得た情報ではなく、
そういった経験を通して自分で掴んだ知恵こそ今後にいきてい
くものだと思います。今しかできないこと、ここでしかできな
いことに、常に挑戦を続けてほしいと思います。私は、幸運な
ことにルームメイトに恵まれて、サンクスギビングとクリスマ
スにはアメリカ人のルームメイトの実家へ、冬休みにはイギリ
ス人のルームメイトの一時帰国と一緒にイギリスへと渡り、現
地でそれぞれの休暇を過ごさせていただきました。文化の違い
を肌で感じたり、多様な考え、生き方をする人たちと接するこ
とができたり、貴重な経験をさせていただきました。海外で生
活する、勉強することで大変なことはかならず出てきます。し
かし、そこにどううまく対処できるか、発想を転換して学びと
して自分に蓄積できるかで留学の経験の質も変わるでしょう。
日本という安全で快適な場所にいたら気づかなかったこと、感
謝できなかったことに目が覚める思いをすることもあるでしょ
う。私は、気づいたことや考えたこと、そのほか何でもよく書
くようにしていました。頭の中も整理されますし、英語で日記
をつければ同時に英語の練習にもなります。

最後に
留学の目的も、経験も、人により千差万別です。同じ「留学」

をしていても、得たもの、そこから次の人にアドバイスできる
ことも異なりますので、冒頭にも書きましたが、聞いてくださ
い。私でなくても、経験者に直に話を聞くことが留学をより具
体化する助けになります。迷っていても行動し続ける。やらな
い後悔よりやる後悔。そうして私は留学に踏み出しました。留
学を志す方に、少しでもエールを送ることができたなら、幸い
です。
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アメリカ

ネヴァダ大学リノ校
人間社会学域学校教育学類　上野　陽香

わたしは2017年の8月から2018年の5月まで、ネヴァダ大
学リノ校に留学していました。リノというと決まって首をかし
げられるのですが、ラスベガスというと、カジノが多くある華
やかな観光地がすぐに思い浮かぶ人も多いのではないでしょう
か。リノはそのラスベガスと同じネヴァダ州にある、小さな都
市です。そのリノに行って初めて見たUNRのキャンパスには、
大きな図書館やジムがあり、芝生が広がっていて、大きなスタ
バのコーヒーを片手にスケボーに乗ってキャンパス内を移動す
る学生たちがいました。人種も年齢もさまざまな学生が学ぶそ
の大学の姿は、私の期待を上回っても裏切らないものでした。
すでに帰りたいと恋しく思う、リノでの生活について、ここで
報告させていただきます。

留学の決断と準備
わたしが留学を決めたのは、大学1年の7月ごろでした。高

校生のころから、「安定している」教員になると将来の目標まで
決めてしまっていたわたしは、大学生活に入学して1か月足ら
ずで飽き飽きしていました。このままでは、ある日大学に行く
気もなくなってしまいそうで、なにか自分に刺激を与えられる
ものを、と思い立ったのが留学でした。留学は中学生時代から
の憧れの一つでした。周りに留学した人もいなかったので、ま
ずは学内説明会に足を運びました。それでもわからないことだ
らけだったので、留学推進係に何度もメールを送ったり、アド
バイス教員に相談したりしました。家では、「わたし、アメリ
カ行くから」と宣言し、父も「自分でお金を出すなら」としぶし
ぶ認めてくれました。留学資金は自分で調達しなければならな
かったので、暇があればバイトをしつつ、奨学金も探しました。
派遣留学生に決まってからも、visa申請や予防接種、住居さが
しなどやることは山済み。今思うととてもとても忙しい日々を
過ごしていましたが、留学に行きたいという気持ちを原動力に
なんとか乗り切っていました。留学をしたいと考えている人
は、早めの情報収集と1年先を見越したスケジュール管理をし
ましょう。特に奨学金やTOEFLに関しては、先に先に考えてお
くことをおすすめします。

リノでの生活
わたしはキャンパスから歩いて20分ほどのアパートに住み、

平日はほとんど朝から晩までキャンパスにいました。キャンパ
スは、ジムや大きな図書館があり、設備が日本の大学よりも
ずっと整っていて、居心地がいいです。夕方ごろまでは、授業を
受けたり、合間に図書館で予習や復習をして、夕方からはサー
クルに参加したり、ジムのヨガやボクシングのクラスに参加し
たり、キャンパス内の映画館で映画をみたりと、息抜きも済ま
せてからアパートに帰っていました。帰りが遅くなっても、大
学から無料で出るバスがあるので安心でした。休日になると、
買い物にも行くのですが慣れないうちは苦労しました。仲良く
なった現地学生が車に乗せてくれることもありました。また、
わたしはアパート暮らしでしたが、インターナショナルハウス
に住む留学生たちは、そこで車を出してもらえたそうです。こ
れから留学に行く人は、交通に関してだけではなく、住まいは
寮、シェアハウス、アパートなど、それぞれいいところも悪い
ところもあります。それをよく理解したうえで、自分の希望す

るところに早めに申請するとよいです。買い物のほかに、休日
は近くで大小のイベントが開かれることもあるので、積極的に
出かけてみるとよいでしょう。

UNRでの授業
UNRでは、基本的にはどんな種類の授業も受けることができ

ました。わたしは、「発達学」や「心理学」など、教育に関連する
授業のほか、「コミュニケーション」、「アメリカ史」など、広く
アメリカの文化に関わる授業を履修しました。秋学期が始まっ
てすぐは、膨大な量の予習に悪戦苦闘し、授業も教授に許可を
もらって録音して聞き直しているものもありました。UNRのい
いところは、留学生に対し理解があり、変に優しく評価するの
ではなく、ほかの学生と同じように課題ができるように時間を
かけてサポートしてくれるところ。ライティングセンターや授
業担当の教授、TAのもとに何度も訪ねながら、課題や試験を乗
り切ることができました。一つの課題をするにしてもほかの学
生より時間がかかってしまっていたのは間違いありませんが、
時間をかけただけ満足のいく結果を出せたことは自信につなが
りました。春学期に入るころには授業のペースにも慣れてきた
ため、よりディスカッションやプレゼンテーションの多い授業
を選んで履修していました。

休暇の過ごし方
リノは田舎とはいいましたが、ラスベガス、ロサンゼルス、サ

ンフランシスコなどと同じ西海岸にあり、空港もわりとキャン
パスに近いため、連休があれば旅行を楽しむことができます。

冬休みには、カンバセーションパートナーである友人の家で
10日間ホームステイをさせてもらいました。ラスベガスにある
彼女の実家は、十数年前にメキシコから移住してきた家庭で、
メキシコ人らしいフレンドリーな雰囲気でわたしのことを温か
く迎えてくれました。そこでは、アメリカのクリスマス、週末、
ラスベガスのメインストリート・ストリップでの年越しカウン
トダウン、メキシコの家庭料理など、そこでしかできない経験
を多くさせてもらい、濃い時間を過ごすことができました。

現地学生や他国からの留学生との交流
現地学生や他国からの留学生とは、サークルやイベントを通

じて交流しました。UNRには、JSANやInternational Clubと
いったサークルがあり、他国からの留学生や日本に興味を持つ
現地学生と出会
うことができま
す。また、大学
に申請をすれば
会話の練習相手
として紹介して
もらえるカンバ
セーションパー
トナーも、良い
友達になってく
れ ま す。 学 校
外 で も、 毎 週
日 曜 日 に は 近
く の イ ン タ ー
ナ シ ョ ナ ル ハ
ウ ス でSunday 
Dinnerと い う
留学生の集まる
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夕食会があり、わたしはそこで、ロードトリップに誘っても
らったり、Thanksgivingにアメリカ人の一般家庭の夕食に参
加するイベントに誘ってもらったりと、いろいろな機会を得る
こともできました。

留学を終えて
留学前、安定しているからと教員になると決めつけ、どこか

もやもやしていたわたしは今、アメリカでの進学を目指してい
ます。いい意味で子どもに戻り、将来何をしようかとわくわく
しています。こういう風になれたのは、留学があったからです。
留学という特殊な環境だったからこそ、わたしは周りの目も気
にせず、いろんなことに挑戦し、成長を感じることができまし
た。また、アメリカという国だったからこそ、さまざまな価値
観を持つ世界中からきた人々に出会うことができました。留学
してよかったと心からそう思います。自分に自信がなくても、
まだ専門分野がなくても、「留学ってかっこいいな」って思った
人は、留学すべきです。わたしは、留学を決断できていなけれ
ば将来後悔していたと確信をもって言えます。

人間社会学域国際学類　堀内優貴子
私は2017年の8月から2018年の5月までネバダ大学リノ

校（UNR）に留学させていただきました。10か月間の留学生活
は辛いことも沢山ありましたが、毎日が刺激的でとても充実し
ていました。これから紹介する私の経験が、留学を考えている
人の参考になれば幸いです。

留学前
私が留学前に一番苦労したのはスコアの取得です。志望する

留学先が英語圏の場合、TOEFLやIELTSといった語学能力試験
のスコアが必要とされます。IELTSやTOEFLは実施回数も少な
く費用も高いため、留学を考えている人はできるだけ早く勉強
を開始しておくといいと思います。

また留学先の情報も事前に調べておくと便利だと思います。
私が一番おすすめするのは自分が志望する留学先に行っていた
先輩と繋がることです。私自身も留学説明会で先輩と知り合
い、そこから色々と役に立つ情報を教えていただきました。気
候や気温などインターネットで調べられることはごくわずか
で、実際に留学に行ってきた先輩からありのままの情報を聞く
ことが一番だなと感じました。

授業について
正直、日本語しか話せない私が現地の学生と一緒に授業を受

けるのは本当に大変でした。日常会話は聞き取れても、授業に
なると専門用語ばかりで全く何を言っているのかわからないの
です。それに加えて私が受講していた授業はディスカッション
やグループワークなど積極的に生徒に参加を求めるものでし
た。日本にいたころと同じようにしていたら現地の学生には追
いつけないなと感じ学習に対する姿勢を見直しました。予習に
じっくり時間をかけたり、教授に許可を取って授業を録音して
授業中理解できなかったところを何度も聞き返したり、閉館時
間まで図書館にこもって勉強したり、わからないところは教授
やクラスメイトにわかるまで聞いたりしました。この結果、授
業を重ねるごとに自分の成長を感じることができました。

コミュニティへの参加
私自身の経験も踏まえて、留学先の大学でコミュニティに

参加することを強くおすすめします。私はJapanese Student 
Action Network（以下JSAN）とUNR International Club（以
下I-Club）というコミュニティに参加していました。この2つの
コミュニティへの参加を通じて私は様々な文化や人と出会うこ
とができました。JSANは日本に興味がある学生や日本語を勉
強している現地の学生と交流でき、I-Clubは世界中から来た留
学生と交流できるコミュニティです。お互いの文化や言語を教
え合ったり、同じ留学生としての悩みや不安を打ち明けたり、
非常に濃い時間を過ごすことができました。ここでの体験や出
会いは私にとって大切な財産になったと思います。

生活について
UNRには寮の種類がいくつかありますが、ほとんどが相部屋

で、数少ない一人部屋も人気ですぐ埋まってしまうと聞いてい
ました。私は寮ではなく大学の近くのアパートメントに住んで
いました。1人部屋があってリビングやキッチンなどは現地の
学生4人と共有していました。日本でいうシェアハウスのよう
な感じでした。生活する中で文化の違いに悩むこともありまし
たが今となってはいい思い出です。

食事は基本的に自炊をしていました。週末にUNRのシャトル
バスを利用して近くのスーパーに買い出しに行っていました。
大学内にフードコートがあってそこで友達と食事をすることも
ありました。大学内にスターバックスがあったのはとても驚き
ました。

個人的には大学内に映画館があったのがとても嬉しかったで
す。日本ではまだ公開されていないような新しい作品を無料で
鑑賞できるMovie Nightというイベントが月に何度か開催され
るのですが、それがとても楽しみでした。

留学後
10か月間の留学生活を通して学んだことはここには書きき

れない程あります。日本という国を離れて様々な文化や価値観
を持つ人と出会ったことで日本を客観的に捉えることができる
ようになりました。アメリカだけでなく日本の素晴らしさに気
付けるなんて留学する前は思ってもいませんでした。また留学
生として、日本人として、自分がマイノリティになってみて初
めて分かることがありました。そのような状況の中で助けてく
れた人々の優しさは一生忘れません。日本に帰ってきた今、今
度は私が日本に来た留学生やこれから留学に行くみなさんを少
しでも助けられる存在になれたらと思っています。留学は自分
の視野を広げ、成長させてくれます。そして何より人として成
長できます。必ず留学してよかったなと思えるはずです。そし
て、ありがたいことに金沢大学は世界中の大学と提携を結んで
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いるだけでなく留学をサポートしてくれる制度も充実していま
す。今留学しようかどうか悩んでいる人は勇気を出して一歩踏
み出してみてください。必ず素敵な出会い、充実した生活が
待っています。

アメリカ

イリノイカレッジ
人間社会学域国際学類　岡田　直輝

私はアメリカのイリノイカレッジに10カ月間留学しました。
イリノイカレッジは、アメリカ中西部のイリノイ州にあり、米
国最大の都市のひとつでもあるシカゴからは車で4時間ほど離
れたジャクソンビルという小さな田舎町にあります。学校は全
校生徒で約1000人の小さな大学ですが、留学の受け入れが積
極的であるため、たくさんの国からの留学生がいることは魅力
の一つです。また、キャンパスは建物も自然もきれいなことで、
人気の大学です。

勉強について
イリノイカレッジでは、留学生も現地の学生と同じ授業で勉

強しています。また、リベラルアーツスクールといって、学生は
学部に所属せずに、自分の興味のある授業を好きに履修するこ
とができ、だんだんと専門にしたい分野を見つけていきます。
そのため、私も留学中は、アメリカのスポーツビジネスや人種
問題の歴史など、今まであまり学ぶ機会がなかったが、興味の
あったものを勉強することができました。

授業によっては、一つの授業が週に3回や4回あり、その度
にリーディング課題やディスカッション、プレゼン発表などの
準備も求められるため、遅れずについていくのが大変な授業も
ありました。そういう時、私の授業では多くの学生が、授業内
の友達と教え合うなどして協力していて、私も仲間に混ぜても
らって授業の予習をしていました。

留学生活について
ほとんどの学生は、学内の寮に住んでいて、ルームメイトと

2人でシェアルームをすることになります。私のルームメイト
は現地の学生の1年生だったのですが、勉強もできて、優しく
て、すぐにいい友達になれました。彼とは、よくそれぞれ授業で
習ったことについて話し合っていました。私は、難しいと思っ
た授業はボイスレコーダーで録音していたので、それを一緒に
聞いて内容について話し合うこともありました。そのおかげ
で、授業の理解も深めることができ、またそのまま授業のディ

スカッションにも生かすことができました。
学校の授業が大変だった分、友達と遊ぶのは格別に楽しかっ

たです。イリノイカレッジでは月に数回学校内でイベントが開
かれています。私の留学した年は、学校のシャトルバスでメ
ジャーリーグベースボールを観戦しに行くことや、学校にコメ
ディアンが来てショーを観ることもできました。このような学
校で開かれるイベントに積極的に参加したことで、友達も増
え、留学生活を楽しむことができました。

今後について
留学中は常に刺激の多い日々でしたので、帰国後に元の生活

に戻ると物足りなく感じました。そのため、私は金沢に戻って
きてからは、新しく観光人力車のバイトを始めました。私は留
学して、人とのコミュニケーションが好きだと改めて気付いた
ため、帰国後はもてなす側として多くの人と関わりたいと思っ
て始めました。こんな新しい挑戦ができたのもイリノイカレッ
ジで留学を経験したからだと思っています。イリノイカレッジ
に10カ月間留学できたことはすごい貴重なことだと思ってい
るため、今後もその経験を活かせるようにしたいです。

人間社会学域国際学類　中川　　純
私が約9ヶ月間留学していたのは、アメリカのイリノイ州

ジャクソンビルに位置する、イリノイカレッジという大学で
す。海外からの留学生は世界中から集まってきます。そんな
留学生を合わせても全校生徒数は約1000人。こぢんまりとし
た大学です。イリノイ州といえば！のシカゴからは車で約4時
間。街のダウンタウンには、店内に並ぶ本は全て読んで把握し
ているおじさんが営む本屋さん、数件並ぶバー、小さな映画
館、フェアトレードの雑貨屋さん、そして手作りの石鹸や雑貨
も売っているコーヒーショップ。私は、友達の車に乗ってコー
ヒーショップにブランチに行き、ゆったりとお喋りする週末の
朝が大好きでした。もう皆さんもお気づきの通り、イリノイカ
レッジもジャクソンビルも、決して大きな規模ではありませ
ん。しかしジャクソンビルに住む人の温かさはピカイチです。

授業も寮生活も、海外から来る留学生と現地の学生は同じ生
活をします。リベラルアーツカレッジなので学部学科の指定が
なく、どんな授業でも受講できます。私は経済、経営、PR、ジェ
ンダー、日曜大工のようなtheatreの授業まで取りました。す
べて金沢大学では学んだことのない分野です。基本的に日本人
の交換留学生には1年生・2年生レベルの授業を進められます
が、私はかまわず3年生レベルのものも取りました。もともと
英語での会話がスムーズでなかった私を、アドバイザーの先生
は一度止めました。しかしどうしてもそれらを勉強したかった
私は履修し、最終的には1年生レベルの授業よりもいい成績を
取ることができました。学びたい科目を選ぶのが一番ですし、
一生懸命課題をしているうちにいつの間にか英語力は伸びます
から心配はいりません。留学といえば課題の多さが有名ですよ
ね！かなり多いですが、それはどこに留学しても同じだと思い
ますし、自分の好きな授業の課題は大変でも、苦しくはありま
せんでした。楽ではないけど奮闘するのも楽しかったです！

食事は、学期ごとに定額を先に払うミールプランを購入し、
カフェテリアは食べ放題です。スターバックス、ハンバーガー
ショップ、サンドイッチショップがあって自分で好きなものを
選べます。日本食が恋しくなったら近くに日本食レストランが
ありますよ！寮のキッチンで料理をする人も多いです。私は月
2、3で自炊をして友達に振舞っていました。日本の他大学か
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らの派遣留学生の人と一緒にお好み焼きを焼いてパーティを開
いたり、バレンタインデーにはどら焼きを作って友達にあげま
した。

寮は二人一部屋の完全ルームシェア。イリノイカレッジには
一年に約7つほどのブレイク（休み期間）があり、長さは3日ほ
どから一週間ほどのものが主です。ブレイクの間は旅行する
人、寮に残る人など自由ですが、一ヶ月間の冬休みだけは全員
寮を出なければいけません。日本に帰るも良し、タイムズスク
エアで年越しをしにNYへ行くのも良し。私はアドバイス担当
の先生にお願いしてホストファミリーを見つけていただき、ク
リスマスと年越しを彼らと過ごしました。ザ・アメリカンなク
リスマスを経験させてもらえましたし、冬休みが終わっても、
2ヶ月に一度くらいはホストファミリーのおうちに遊びに行き
ました。

金沢大学生を含む、いろんな国からの留学生は夏の1st 
semesterから参加します。大学が正式に始まる一週間前に、
留学生のためにオリエンテーションが開かれるため、最初から
ほかの留学生との関わりがかなり濃いです。そのため留学生と
一緒にいる時間がかなりできると思いますが、せっかくですか
ら現地の学生とも沢山関わってもらえたらと思います。クラブ
に入るには勇気がいると思いますから、まずはルームメイトと
たくさんコミュニケーションをとってもらいたいです。しかし
その反面で、少人数の友だちと深く関わってほしいとも思いま
す。みなさんの気持ちに無理のない程度に、異文化を持つ人と
長期間居られることを楽しんでくださいね。

留学中は本当に日本にいたときと正反対の生活をしていまし
た。留学に行く前にはぼんやりとしていた「将来したいこと」が
はっきりしました。留学中という新しいことを沢山学べる環境
で、たっぷり持てた時間を思う存分つかって、自分が本当にし
たいことを見つけられました。その大きな理由のひとつは、派
遣留学のあとにインターンをしたことです。与えられたことば
かりするのではなくて、自分で考えて動いてみたことかなと思
います。私にとって動く目的がインターンであっただけで、み
なさんにとっては違うことかもしれません。私の先輩は派遣留
学中に、得意のサックスを披露する会を小学校で開いていまし
た。ほかの先輩は得意の絵を知り合いに描いて交流していまし
た。やり方はそれぞれです。みなさんが将来のために何を成し
遂げたくて、そのために、今の段階で何を学びたいか。見つけ
ることも大変だと思いますから、少しずつ目の前のことにチャ
レンジしてもらえたら嬉しいです。社会に出る前に自由に一年
間を使える留学は、本当にありがたい制度だと思います。
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