
2019年度
金沢大学派遣留学報告書
Kanazawa University

編集・発行

金沢大学
国 際 部

〒920-1192　金沢市角間町
TEL 076－264－6193
FAX 076－234－4043

studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp
https://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international



平成29・30年度
派遣留学生からのレポート



アジア

北京語言大学〈中国〉
髙橋　広大（人間社会学域法学類）… …………… 2

南京大学〈中国〉
志摩　苑子（人間社会学域法学類）… …………… 3

マラヤ大学〈マレーシア〉
砂子阪将大（人間社会学域国際学類）… ………… 4
道下　碧己（人間社会学域国際学類）… ………… 4

国立台湾師範大学〈台湾〉
田村　　健（人間社会学域法学類）… …………… 6
村井　佑衣（人間社会学域国際学類）… ………… 6

国立台湾大学〈台湾〉
石原　和帆（人間社会学域国際学類）… ………… 7
越前　美咲（人間社会学域国際学類）… ………… 8

漢陽大学〈韓国〉
松村　麻由（人間社会学域人文学類）… ………… 9
山田　美嘉（人間社会学域国際学類）… …………10

シーナカリンウィロート大学〈タイ〉
井野口侑紀（人間社会学域人文学類）… …………10

チェンマイ大学〈タイ〉
木戸　七彩（人間社会学域国際学類）… …………11
東野香菜子（人間社会学域国際学類）… …………12

ティラク・マハラシュトラ大学〈インド〉
豊原　正晴（人間社会環境研究科人文学専攻）…… 13

オセアニア

オーストラリア国立大学〈オーストラリア〉
竹内　友輔（人間社会学域国際学類）… …………14
御川　奈緒（人間社会学域国際学類）… …………15

シドニー工科大学〈オーストラリア〉
粟村　有未（人間社会学域国際学類）… …………16
安達　優花（人間社会学域国際学類）… …………17
小野塚　光（人間社会学域国際学類）… …………18
道中佑佳子（人間社会学域国際学類）… …………19

ニューイングランド大学〈オーストラリア〉
荒木　璃沙（人間社会学域人文学類）… …………20
志村　朱理（人間社会学域国際学類）… …………21

ヨーロッパ

ゲント大学〈ベルギー〉
中野目優奈（人間社会学域人文学類）… …………22
山口　はな（人間社会学域国際学類）… …………23
伊藤なつき（人間社会学域学校教育学類）…………23
勝原由香子（人間社会学域国際学類）… …………24
中川　奈月（人間社会学域人文学類）… …………25
山上　晴子（人間社会学域国際学類）… …………26
行松妃奈子（人間社会学域人文学類）… …………26

アールト大学〈フィンランド〉
市村友希乃（自然科学研究科環境デザイン学専攻）…… 27

ユバスキュラ大学〈フィンランド〉
宮田　月乃（人間社会学域学校教育学類）…………28
渡邊ひなの（人間社会学域国際学類）… …………29

ジャン・ムーラン・リヨン第三大学〈フランス〉
片岡　望海（人間社会学域国際学類）… …………30
神野ゆり子（人間社会学域国際学類）… …………31

ヴュルツブルク大学〈ドイツ〉
曽田　咲恵（人間社会学域人文学類）… …………32
屋敷みなみ（人間社会学域人文学類）… …………33

C O N T E N T S



デュッセルドルフ大学〈ドイツ〉
武内さくら（人間社会学域国際学類）… …………34
成瀬　志穗（人間社会学域国際学類）… …………35
本多　　茜（人間社会学域国際学類）… …………36

レーゲンスブルク大学〈ドイツ〉
赤瀬　有希（人間社会学域国際学類）… …………37
今井　香苗（人間社会学域国際学類）… …………38
小林　世奈（人間社会学域人文学類）… …………39
坂井　優香（人間社会学域人文学類）… …………40
鳥山　友香（人間社会学域国際学類）… …………41

ダブリンシティ大学〈アイルランド〉
石榑　まり（人間社会学域人文学類）… …………42
加藤　　桃（人間社会学域国際学類）… …………42

サラマンカ大学〈スペイン〉
福田　若奈（人間社会学域国際学類）… …………43
宮嶋　千晴（人間社会学域国際学類）… …………45

サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学〈スペイン〉
室谷　颯花（人間社会環境研究科国際学専攻）…… 45
渡邉くる実（人間社会学域国際学類）… …………46

バルセロナ自治大学〈スペイン〉
西端　美紅（人間社会学域国際学類）… …………47
岡本　崇志（人間社会学域国際学類）… …………48

シェフィールド大学〈イギリス〉
大木紗英子（人間社会学域人文学類）… …………49
田中　和美（人間社会学域国際学類）… …………50

セントラル・ランカシャー大学〈イギリス〉
須永　珠緒（人間社会学域国際学類）… …………52
山下　里穂（人間社会学域国際学類）… …………52
渡辺　紗生（人間社会学域国際学類）… …………53

カザン連邦大学〈ロシア〉
山下　哲平（人間社会学域国際学類）… …………54

ボローニャ大学〈イタリア〉
歸山穂乃花（人間社会学域国際学類）… …………55

ライデン大学〈オランダ〉
今井　菜緒（人間社会学域人文学類）… …………56

カレル大学〈チェコ〉
北村　　茜（人間社会学域国際学類）… …………57
髙木　翔太（人間社会学域地域創造学類）…………58

ノルウェー科学技術大学〈ノルウェー〉
上寺　祐加（人間社会学域国際学類）… …………59

ワルシャワ大学〈ポーランド〉
田下　愛秋（人間社会学域学校教育学類）…………60

北アメリカ

イリノイカレッジ〈アメリカ〉
竹下　明翔（人間社会学域国際学類）… …………61
橋本　克己（人間社会学域国際学類）… …………62

ニューヨーク州立大学バッファロー校〈アメリカ〉
鹿島有歌里（人間社会学域人文学類）… …………62
村松佳世子（人間社会学域人文学類）… …………63

ニューヨーク州立大学ニューポルツ校〈アメリカ〉
海沼　　香（人間社会学域国際学類）… …………64
鳥居　千暖（人間社会学域国際学類）… …………65

ネヴァダ大学リノ校〈アメリカ〉
鴨島　　舞（人間社会学域国際学類）… …………66
木村　朋博（人間社会学域学校教育学類）…………67

ワグナーカレッジ〈アメリカ〉
村木　伽帆（人間社会学域国際学類）… …………68

モントリオール大学〈カナダ〉
小相沢紅楓（人間社会学域国際学類）… …………69
室谷優太郎（人間社会学域国際学類）… …………70

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



2

中　　国

北京語言大学
人間社会学域法学類　髙橋　広大

私は2018年9月から2019年7月まで、中国北京語言大学に
派遣留学をしました。そもそも法学類生が何故留学するのか、
何故英米仏でなく中国なのか、こうした問いは私の周りでよく
聞かれたもので、事実私自身も留学前は悩んでいたものです。
しかしながら、10ヶ月程の留学を通して、中国、とりわけ北京
に留学するという選択は正しかったと今では痛感しています。
今回はその中国留学について思いを巡らせ、留学での経験を共
有したいと思います。

留学前
中国語力に自信のなかった私は、文法や語彙力等の基礎的言

語能力を付けるべく、中国語検定三級を受験しました。当時は
ただ事前準備として受けただけでしたが、検定受験前の集中的
で基礎的な学習が、留学中において留学先大学の授業や日常生
活で役に立ったことは断じて否定できないと思います。一点後
悔していることと言えば、語彙力を増やすべきだったというこ
とです。中国で生活する際は知っている中国語を用いる訳です
が、その絶対量が少ない場合、自分の用いる中国語がワンパ
ターン化し、とても幼稚に聞こえる弊害があるためです。

さらに都市の選択というのも重要な点の一つです。政治に興
味があるのか、経済か、歴史か、文化か、こうした自身の専門
分野と関連した都市を選択したか否かは留学における能力向上
の一つのキーポイントになろうかと思います。私は北京を選択
したため、都市全体において政治色が強かったですが、むしろ
それそのものが刺激となっていました。政治体制が異なれば、
外交関係を取り結ぶ相手国も当然に異なり、日本と国交を樹立
していないような国の大使館、さらには天安門や人民大会堂、
最高法院、外交部、司法部、といった中国の象徴とも言えるも
のないしは政治機構が身近に存在していたと言う点で、形容し
がたい程の有意義な環境で生活ができたと考えています。その
ため留学の検討にあたって都市選択も慎重に行うべきであろう
と思います。

留学中
まず授業について言及すれば、一週間で最大20時間の科目が

履修可能であり、日々予習復習に追われていました。宿題はさ
ほど多くもなく難なくこなせましたが、これに加え自分の勉強

（例えばHSK対策等）ができれば良かったかなと今では思ってい

ます。
現地の環境の利用も重視し、当然のことながら毎日大学に行

き、分からなければネイティブの先生や友人にすぐに質問をす
ること、一見大したことの無いものではありますが、そもそも
こうした恵まれた環境は日本ではなかなかあるものではないた
め、充分に利用する価値があったと確信しています。

一方、留学においては困難を避けることができないのは紛れ
もない事実であり、私の場合はリスニング力とスピーキング力
が大きな問題でした。基本文型は理解していたと思いますが、
いざ話す聞くとなると、難しさを強く感じ、とりわけ現地中国
人の発音や、会話のスピード等、かなりの期間にわたって慣れ
ず、毎日自分自身に対して情けないと思ったものです。また授
業内外においてもうまく自身の感情を表現できず、日々悔しさ
を感じていたことは未だに鮮明な記憶として残っています。

その一方で少しでも能力向上に役立てようと、ニュース（新
聞聯播）をまずは毎日10分は聞くと決め、さらに教科書を毎日
何度も朗読し、また否が応でも中国語に囲まれる環境で集中的
に学習することで、現在でも全て聞き取れる訳では断じてあり
ませんが、かなりのリスニング力の向上は見られたのではない
かと感じています。

授業外
上記に加え、中国国内の旅行というのも留学の醍醐味である

ように思われます。中国に行ったばかりの頃、一人で外に出る
ことすら怖かったのですが、勇気を出し一度旅行を計画し、実
際に行ってみたところ、想像以上に興味深く、その後の学校の
中長期休みに乗じ何度か旅行をしました。

とりわけ、自身の興味関心のある分野に関連する都市への旅
行というのは、これ以上のない価値を有するものだと思いま
す。例えば、日本は島国であるため、その目で国境線や外国を
見る事はできませんが、中国では、北朝鮮、ロシア等と国境を
接しており、現地に赴き他国を見るというのは滅多にできない
もので、一生忘れられない光景が眼前に広がるものです。また、
その現地に行くまで、あえて高速鉄道を使わず、普通列車に乗
車することで、庶民層の中国人と会話をすることができるとい
うことも貴重な財産だと思います。勉強だけでなく、こうした
自身の見聞や知識を深めるというのも留学の一つの重要な構成
部分でありますし、勇気を出して一歩外に出るとまた自身の価
値観も変化する可能性もあると思います。

最後に
留学を終え、今回の留学を振り返ると、学類生の内に他国に

留学に行くというのはやはり意味・価値のあるものであること
を痛感します。私が入学したばかりの頃は、そもそも留学に行
くと言う事自体全く考えていませんでしたが、先生方の支援、
派遣留学制度及びそのバックアップがこの貴重な体験をさせて
くれたと考えています。私は後一年半、大学に通うことになり
ますが、留学中は勿論、留学後にもわたる大学側からの手厚い
支援は、自身のスキルアップと、なにより両親の負担軽減とい
う点において、一定程度の両立が成され、留学の意義を一層深
化させうるものです。

今後も継続して中国語を学習し、まだまだ遙かに遠く長い道
のりではありますが、当該言語の習得を目指すとともに、国連
の公用語たる中国語を実際に用いる事によって中国の法律、政
治面について、誤解をすることなく理解を深め、見識をも深め
ていくこと、これこそが私の目標であり、理想でもあります。

ア
ジ
ア
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中　　国

南京大学
人間社会学域法学類　志摩　苑子

はじめに
私は2018年9月～2019年1月（ 3年後期の半期）南京に留

学しました。半期だけの留学ってどうなの？とか、中華圏なら
台湾がいいかな、とか大陸なら北京かな、と考えている人にも
ぜひ読んでいただけたらと思います。

もともとは、留学に興味はあったものの、大学に入るまで正
直中国とは無縁の生活でした。国連公用語の一つだし、言語人
口も多いし、漢字なら親しみやすいかなといった気持ちで第2
外国語を選択したのがきっかけです。1年の春に台湾での研修
にも参加し、その後大陸への興味が強まりました。留学先の選
択は、儿化（アール化）が強くない南の方で、都市の規模も発展
しすぎていないという観点から南京を選びました。南京大学は
毎年中国トップ10に入る名門校で、レベルの高い授業が受けら
れるということにも期待しました。

留学前の準備
留学前の準備としてまず挙げられるのが、ビザの申請です。

私は3年前期にサークル長を務めていたこともあり、東京に行
く余裕がなかったので代理申請を使いました。必要書類を郵送
で送り、約1週間後に手元にビザが届くというものです。学生
ビザを取り扱っていないところもあるので注意が必要ですが、
私は口コミサイトでウェストンビザというところを見つけて、
そこにお願いしました。特にトラブルもなかったので、時間と
お金を節約したい方は試してみてはいかがでしょうか。

次に、ネット関連のことについてです。中国はネット規制
がされているので、有料のVPN（わかりやすく言うと、家から
KAINS-Wi-Fiにつなげられるようなものです）を契約してLINE
やYouTubeを使えるようにしました。私はExpress VPNを
使っていましたが、最近は規制が厳しくなり、有料のものでも
繋がりづらいようです。値段はどの会社でも日本円で月1000
円程度です。

金沢の下宿先は、契約したままにしました。1年間留学をす
る人は解約される方がほとんどですが、私は留学期間が4か月
間で、帰国後も同じところに住むつもりでいたので電気や水道
だけ止めることにしました。また、派遣留学なので留学先の授
業料は支払い不要でしたが、さらに私は金沢大学の授業料免除
も申請しました。

言語については、私は法学類に所属しているので、時間割の

関係上中国語の授業は満足に受講できませんでした。週2回の
授業のうち片方にしか出席できないこともあり、その分自分で
勉強する時間を確保する必要がありました。CCTVの国際チャ
ンネルはYouTubeで無料で見られるので良い勉強になると思
います。資格については中国語検定3級をギリギリで取得して
いましたが、HSKは受けませんでした。8月は日本で夏休みを過
ごしましたが、その1か月はほぼ中国語に触れていなかったの
で、もう少し維持する努力をすべきだったと思っています。現地
で你叫什么？といわれて名前を聞かれていただけなのに、jiao

（叫）ってなんだろう、、、と考え込んだ自分に驚愕しました。

大学の授業
南京大学では、中国語のクラスが5クラスあり、私は上から2

番目の中下クラスで授業を受けました。希望者は専門の授業で
高级汉语を受けることもできます。午前は朝8時から12時まで、
50分の授業2回で1セット、これを2科目受けます。午後は、私
は専門の法学の授業を受けていましたが、南京大学ではどれで
も好きな授業を受けることができるのが特徴です。友達はピア
ノの授業を取って、一から習っていました。中国語の勉強のほか
に、せっかくやりたいことがあっても、留学生は受講できないと
いう大学もあるようなので、その点南京大学は研究者もそろっ
ていて、さらにさまざまな選択ができてよいと思います。

留学中の生活
寮は基本的に二人部屋で、シャワーとトイレ、洗面台、ベッ

ドとデスクと収納があります。収納は十分広いので、困らない
と思います。部屋には冷蔵庫がないので、1年滞在する人は自
分で買っている人もいました。私は同い年の韓国人と同部屋で
した。彼女はクリスチャンだったので、日曜日の礼拝に一緒に
行くこともあり、そこで韓国人の友達ができ韓国の文化に触れ
ることもできました。もともと外国人とルームメイトだといい
な、韓国ドラマよく見るから韓国人だと嬉しいな、と思ってい
たので偶然の産物によって楽しい留学生活になり本当にラッ
キーでした（寮の申請時に希望を言うこともできます）。

そのほかに、日本でも勉強していた手話のサークルや、ピア
ノサークルに入ったり、日本文化を一緒に体験するサークルな
どにも入りました。それぞれのコミュニティでは、授業では習
わないような単語（例えば音楽用語など）を学べて、中国語の勉
強にもなりました。

中国では主にスマホ決済で生活しました。最近は日本でも増
えてきていますが、中国はWeChatとAlipayの2つが主流で、
日本のように囲い込みが少ないので面倒は少ないと思います。
日本では充電器を持っていませんでしたが、中国で必要性を感
じて淘宝というネットショッピングで買いました。寮に帰ると
きに、充電が切れて自転車に乗れなくなってしまい（これもQR
で開錠します）、歩いて帰ったこともありました。

最後に
私は半期の留学を選びましたが、その分やりたいことを凝縮し

て充実した留学生活が送れたと思っています。留学前は大学院進
学か就職かで迷っていましたが、結果的に就職を選び、帰国後慌
しく就活を終え、4年間で卒業する予定です。読んでくださって
いる方の中には、お金の面で5年目になるのが難しい方などもい
らっしゃるかもしれませんが、金沢大学は奨学金等のサポートも
しっかりしています。最初からあきらめずに、ちょっと考えてみ
ようという小さな一歩が大事だと思います。少しでも興味があれ
ば、ぜひ様々なことを学べる留学を経験していただきたいです。
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マレーシア

マラヤ大学
人間社会学域国際学類　砂子阪将大

マレーシア・クアラルンプールにある、マラヤ大学での一年
間の留学の経験を元に、時系列で私の経験を書きます。

私が留学前に参考にしたように、これから派遣留学を計画し
ている皆さんにとって有益なものになれば幸いです。

留学前〜渡航
派遣留学に関心があったため、早い時期から先輩、先生、そ

してこの冊子等で派遣留学の情報を収集しました。欧米への留
学が依然としてメジャーである中、洗練された都心部と混沌と
した昔ながらの街並の両方が残るアジアで、開発に伴う諸問題
を開発途上国の視点から学びたいと考え、大学のレベルとして
も高いマラヤ大学を留学先に選びました。

事前準備としては、私の場合は予防接種、簡易なマレーシア
の社会事情、文化、語学の学習程度でした。

はっきり言って外国語の壁をはじめ、様々な障害にぶつかる
こともありました。留学前に多くの人が想像するようなキラキ
ラした時ばかりではありませんが、実際は意外と簡単に解決で
きる問題も多いのではと思います。

事務的な手続きは毎年変わるためここでは敢えて書きません
が、渡航前に必要となるビザ申請と家探しは早めに細心の注意
を払って行う必要があります。わからないことは、とにかく誰
か（バディ※金大におけるチューターや、現地在住の日本人が
一番頼りになります）に聞く、助けを求めることが重要だと思
いました。私はビザのためにマレーシア渡航後に一度帰国を余
儀なくされ、1週間は家が決まりませんでした。そのことによ
り大学からのサポート等を受けることができず、自分で対処す
る必要があったため渡航直後はすべてのことが「はじめてのお
つかい」状態でした。

マレーシアについて
首都であるクアラルンプールは金沢よりも都会です。私の場

合は、開発途上国に留学したいと思っていたのに、この留学が
初海外暮らし、初都会暮らしになってしまいました。市内には
日系の伊勢丹、イオンが複数店舗あり、洗練された地区も多い
です。外食の種類（マレー、中華、インド、洋、和食）も豊富で、
日本人の口にあう料理が多いです。その上、総じて物価も安い
ため生活の質は決して低くありません。ちなみに私の家の最寄
りスーパーはマックスバリュでした。またシェアリングエコノ

ミー（タクシー、出前等）が浸透しており、この面では日本をも
凌駕していると思います。

公用語はマレー語ですが、クアラルンプールで英語が通じな
かった経験は一回もなく、その他中国語（広東語）、タミール語
が話されている多宗教、多民族国家です。お互い英語が母語で
はないため、気張らずに会話をすることができます。海外の
ファーストステップとしてもおすすめの国です。

クアラルンプールは東南アジアの中心に位置し、安価に海外
旅行に行きやすい地理条件と言えます。私も何度も日帰り海外
旅行に行きました。

マラヤ大学について
学内に野生の動物が出没する広大で緑豊かなキャンパスを有

するマラヤ大学は大学ランキングでも上位に位置するマレーシ
アの東大と呼ばれている大学です。多くの屋台（学食）、寮、講
義棟、研究棟がキャンパス内に点在しており、学内を何本もバ
スが走っています。

大学のカリキュラムは植民地支配の影響を受けているため
か、イギリス式です。1つの授業に対し、2時間の講義と1時
間のチュートリアル（授業に関する討議や発表の時間）がありま
す。制限はありますが、多くの授業が留学生にも開講されてお
り、留学生専用の科目ではなく、現地学生と同じ授業を履修す
ることになります。

授業によって課題の量等に差はありますが、私にとっては語
学力不足、授業内容を専門とする現地学生との学力差もあり勉
強の時間がかなり必要で、特に質、量共に高いレベルを求めら
れるレポートに苦労しました。

期待していた通り、多くの授業でマレーシアや東南アジアで
起きている事柄がケーススタディとして扱われており、またそ
れと対比させる形で日本のことを聞かれることも多かった印象
を受けます。

最後に
一年間の留学ではここには書ききれない素晴らしい経験、そ

して同じだけ失敗や困難もありました。自分の意思で留学先を
選ぶことができ、各方面から応援をしてもらえる学生として留
学できたこの経験はかけがえのものだと思っています。

日本で応援してくださった方、マレーシアで出会った方、全
てに感謝しています。そして今から留学を計画している皆さん
が羨ましい限りです。留学のあり方に正解はないと思います。
みなさんそれぞれの留学が素敵なものになることを願ってやみ
ません。

人間社会学域国際学類　道下　碧己
私は2018年9月から2019年1月末までの約半年間、マレー

シアのマラヤ大学に留学しました。留学は半年と他の派遣留学
生の皆さんより短い期間でしたが、留学しなければ得られな
かった多くの経験と機会に恵まれたと思います。

マレーシアを選んだきっかけ
金沢大学ではヨーロッパの移民、難民問題を中心に学んでき

ました。そんな私がなぜヨーロッパとは一見無縁のマレーシア
で学ぶことを決めたのかというと、マレーシアではマレー系、
中華系、インド系をはじめとした複数の民族が共生していると
いうことを知ったからです。イスラム系移民の社会統合に苦慮
するヨーロッパの現状を学ぶうちに、すでに移民が定着した多
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民族社会の姿やイスラム社会についてもっと学びたいと考え、
マレーシアを渡航先に選びました。

渡航前の手続き
とにかく早く、自分から行動を起こすことがいかに大切か考

えさせられた準備期間だったと思います。当然のことですが外
国語試験の受験から渡航先大学の検討、ビザ申請まですべて自
己責任で、期日に間に合うように完了させなければなりませ
ん。また、間に合うように自分では準備したつもりでも思うよ
うなスコアがとれない、もしくは手続きが失敗することも想定
して複数回のチャンスを作っておく必要もあります。特にマ
レーシア側での手続きはスムーズにいかないことがほとんどな
ので、特にビザ申請は早すぎるくらいの段階から準備してもい
いと思います。

留学中の授業と課外活動
マラヤ大学の場合、最初の履修仮登録を渡航前、オリエン

テーション期間に本登録を行います。仮登録から本登録までか
なり時間があるので直前に学びたいと思った分野の授業をとる
こともできました。マレーシアの授業のシステムは日本と大き
く異なります。1つの授業につき一週間で講義が週に2時間分
と、チュートリアルと呼ばれるプレゼンテーションやディス
カッションを行う時間が1時間分あり、これで半年に3単位も
らえます。セメスター制ですが、中間休みとテスト前休みがそ
れぞれ一週間ずつありました。驚くことに、テストは普段授業
を受けている教室ではなく専用の建物で実施されます。持ち物
も制限されており、かなり厳格に行われていました。

私は半年間で4つの授業を取りました。英語のスキルを伸ば
す授業をとっている友人もいましたが、私は半年間で可能な限
り興味のあることを学びたかったので受講しませんでした。マ
ラヤ大学の教授も外国語として英語を使っている場合がほとん
どなので、講義で使われる英語自体は難しくありません。マ
レーシア特有のアクセントに慣れれば授業を「受ける」ぶんには
なんとかなると思います。とった授業のうち1つは留学生向け
のマレー語の授業でした。マレーシア、特にクアラルンプール
では英語が実質的な公用語なのでマレー語が話せなくても生活
できますが、マレー語を学んでおいて損はなかったと思いま
す。またマラヤ大学に留学した目的がマレーシアの多文化社会
やイスラム教について学ぶことだったので、中華系移民に関す
る授業とイスラム社会に関する授業も履修しました。このうち
イスラム教に関する授業は現地学生向けのシラバスから見つけ
てきたもので、本来留学生は履修できないのですが教授に交渉
して受講させてもらいました。どちらもこれまで学んだことの
ない分野だったのとリーディングや小テスト等の課題が頻繁に
出されたので毎回大変でしたが、そのぶん学べる内容も実のあ
るものばかりでした。

マラヤ大学の交換留学生の中には自主的に母国語のクラスを
開講している学生たちもいました。私が参加した韓国語クラス
には交換留学生だけでなく韓国語に興味のある現地学生も多く
参加していたので、そこでマレーシア人の友人を作ることがで
きました。私は韓国語を学んだ経験がなかったので初級クラス
で文字から勉強したのですが、先生役の学生がとても親身に
なって教えてくれました。

留学中の生活
マラヤ大学は広大なキャンパスの中に講義棟等の各施設のほ

か、学生が普段居住している寮が併設されていました。マレー

シアの大学生は寮に住むことが一般的なようで、私も半年間
キャンパス内の留学生向け学生寮で生活していました。いくつ
か部屋のタイプがあったのですが私は一番安い部屋に住んでい
ました。エアコンなしの2人部屋ですがカフェテリアや売店も
あるので思ったほど不便は感じませんでした。むしろ寮の中で
多くの留学生と友人になったり情報を交換できたことの方が大
きかったです。ちなみに費用は倍以上になりますが、エアコン
つきの部屋に住んだりキャンパス外のコンドミニアムでシェア
ハウスをしたりする学生もいました。

学内の移動は主にバスを利用していました。大学が出してい
る無料のシャトルバスのほか、駅まで行ける有料のバスもあり
ます。ただ、ダイヤが実質的に存在しないので急いでいるとき
や友人と外出する場合はGrabと呼ばれる配車サービスを利用
していました。マレーシアは全体的に日本よりも物価が安いの
ですが、特に交通費と通信費は激安でした。英語を使って学び
ながら安く留学できるのもマレーシアの大きな魅力です。

マレーシアの大学では学期の中間に1週間の休みがあり、多
くの学生はこの期間に旅行へ行ったり里帰りしたりします。私
は中国人の友人たちとボルネオ島へ行きました。声をかけてく
る人や宗教勧誘についていかない限り、基本的にマレーシアの
治安はよいといえます。旅行中も治安面の不安を感じることは
ありませんでしたが、むしろ日本と違う気候や食事で体調を崩
すことに気をつけた方がいいかもしれません。この旅行中に私
は胃腸炎になり吐血しました。テスト前にはインフルエンザに
もなったので、いつ何が起きても焦らないように保険と医療機
関についてはよく調べておきましょう。

おわりに
最近ではマレーシア留学が注目されつつあるなど、マレーシ

アは日本人にとっても留学先の選択肢として挙げられるように
なってきました。それだけマレーシアという国は留学する際の
障壁が低い国といえます。欧米と比べ圧倒的に物価が安く、時
差がほとんどない上に日本食が簡単に手にはいるためホーム
シックになる心配も少ないです。そんな国だからこそ、留学し
て何を得たいのか渡航前に明確に思い描く必要があると思いま
す。生活していくのに緊張感をさほど必要としないぶん、マ
レーシア留学で何も得られなかったとこぼす友人もいました。
何か自分で解決することなく過ごせるということは、自分で目
標を見つけて達成のために他者を動かすことができない限り、
ただ無為に1日を過ごすだけになるリスクも多分にあるという
ことです。マレーシア留学を検討している皆さんには、自分が
この国にいって何をしたいのか、はっきりとした目標を持って
おくことをおすすめします。
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台　　湾

国立台湾師範大学
人間社会学域法学類　田村　　健

私は2018年9月から5か月間、台北市にある台湾師範大学
に留学しました。大学2年次に同大学で3週間の研修を受けた
ことで、台湾でもう一度中国語を学びたいと思い、すでに4年
生になっていましたが縁あってもう一度勉強することができま
した。

観光地としても人気の台湾ですが、その歴史背景から、台湾
はとても国際色豊かな土地柄で、このことも私の留学生活を楽
しませてくれました。

留学前の準備
何よりも準備を早くしましょう。VISAについては、金沢に住

所がある場合は大阪に出向いて申請する必要があります。申請
時期をしっかり確保しておくことが重要です。私は出発10日前
に慌てて申請したので即日発行を選択し、通常の倍の金額が掛
かってしまいました。また、留学期間によって必要な書類も異
なるので、気を付ける必要があります。

もちろん語学の勉強にも早めの準備が必要です。留学開始直
後は提出書類や今後の授業計画など、大学や先生とコミュニ
ケーションを取ることが求められるケースが多いです。情報を
確実に入手するためにも、書類について、お金について、など
必要と思われる中国語を、出発前に整理・インプットしておく
ことが重要だと思いました。

英語が話せると強いと感じました。難しい中国語などは先生
が英語で解説するほか、留学して間もなくは友達同士も中国語
がまだ流暢ではないので、英語で話すケースがあるからです。
また、大学の本科では週1コマの英語の授業が必修です。ある
意味留学生への配慮なのかもしれませんが、私にとっては苦痛
でした。余裕があれば英語学習もしておきましょう。

授業について
本科（私は華語学部に在籍したので華語学部の話ですが）で

は、入学してすぐにテストがあります。A、B、C（Aが一番上）
の3クラスに振り分けられますがレベルが合わないと感じたら
別のクラスの授業を取ることができます（先生と相談の上）。17
～18週ある授業の中で、中間考査と期末考査がありますが、パ
ソコンでPPTを作成し、それをもとに発表、という形式と、ペー
パーでの試験が併用されていた授業が多かったと思います。そ
の他、留学生全体のパーティーや新入生歓迎会など、イベント
も多く企画されていました。

留学生の大半が通う語学学校について、渡航前にオンライン
テストを受ける必要があります。私はこれを事前に受けていま
せんでしたが、授業開始前の手続きの中で受けさせてもらえま
した。これと面接試験の結果を元にクラス分けと使用する教材
の決定が行われますが、レベルを上げたいという人がとても多
かったです。実際にクラスの変更受付期間があるので、積極的
に自分のレベルに合った教材で授業を受けることをお勧めしま
す。学生同士で話す機会も多く、この授業で同じクラスになっ
た人とはよく話し、一緒に色々な場所へ行きました。

留学中の活動と生活について
台湾ではFacebookの利用率が非常に高く、世界一とのこと

です。私もこれを活用し、日本人と台湾人の言語交換会に参加
したほか、日台交流イベント等に参加し、休日も積極的に中国
語を使うようにしました。学内には食堂やコンビニ、寮内での
コミュニティがあり、あまり外に出なくても生活できてしまい
ます。しかし、それでは語学の上達につながらないと思ったの
で、外部とのつながりを持つことは重要だと思います。

また、台北だけでなく島内の様々な観光地に行きましょう。
私は台中、台南、高雄、花蓮、澎湖諸島に行きました。留学生
たちの間でも島内旅行の話題がよく出ていました。

台北市内へは、大学が中心部にあることもあり、授業終わり
に観光地へ行くことも多くありました。景色の綺麗なスポット
や夜市、繁華街へも足を伸ばしていました。

帰国後と現在の状況
5か月間の留学を終えると、間もなく卒業という時期でし

た。卒業前には各種検定試験にも挑戦したほか、留学中に台湾
で社会問題となっていたテーマについて自分の本来の専攻分野
と絡めてゼミで発表も行いました。語学の勉強だけでなく、現
地の社会情勢なども敏感に察知でき、語学以外にも自分の見識
をより広められたのではないかと思います。

現在私は社会人になりましたが、生涯学習として、地元の大
学に通って中国語を勉強中です。また、会社の中で運よく多く
の外国人と働く部署に配属されたので、身近にいる中国人と会
話しながら、中国語に触れています。

今回の派遣留学をきっかけに、世界への見方、社会に対する
知見を少しだけ広げることができたと感じています。今後この
経験を、社会の中で活かすことができるよう、日々努力してい
きたいと思います。

人間社会学域国際学類　村井　佑衣

はじめに
私は大学3年生の9月から1月までの半期間、台湾師範大学

に留学していました。台湾師範大学に留学しようと思ったきっ
かけは、1年生の春休みに台湾日系企業訪問プログラムに参加
し、その際台湾師範大学にも訪問し大学の環境や設備などを事
前に知っていたので、安心して留学できると考えたからです。

留学前の準備
留学前の準備として、スピーキング力を向上させておくべき

だと思います。中検やHSKなどの資格の勉強ももちろん大事で
すが、それだけではスピーキング力は向上しません。語学学校
や華語クラスのクラス分けテストでもスピーキングが必要なの
で、上のレベルの授業を取りたいのであれば、日本にいるうち
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から「書く・聞く・読む・話す」の全てを勉強しておいたほうが
いいと思います。

台湾師範大学での生活
週に2回、約3時間の語学学校と、学校での授業を4コマ受講

していました。語学学校では中国語の文法や会話をメインに勉
強します。学校の授業では、華語クラスに所属し、台湾の故事
や台湾文化などの授業を受けていました。私は華語クラスの授
業に加えて、台湾史の授業も聴講で参加させてもらいました。
知り合いには太極拳の授業や台湾語の授業に参加している人も
おり、自分の興味のある授業に積極的に参加するのがいいと思
います。

台湾で外国人向けに使われている中国語の教科書のほとんど
は、師範大学の語学学校または華語クラスの先生方が作ってい
ます。有名な教科書の編集者の授業を受講できる点は師範大学
の大きな魅力だと思います。

台湾での生活
寮は4人部屋で、日本人2人とベリーズ人の計3人で暮らし

ていました。寮はお世辞にもきれいとは言えないですが、寮の
1階にはコンビニがあり、かつ近くに飲食店がたくさんあるの
で不便だと感じたことはありません。寮の綺麗さでいうと、師
範大学の近くにある台湾大学の方が圧倒的に綺麗です。その
分寮費は師範大学の方が台湾大学の4分の1程度で抑えられま
す。師範大学の近くと寮の近くのどちらにも夜市があるので、
毎日授業終わりに友達とご飯を食べたり買い物をしたりして、
放課後の時間もすごく充実していました。

台湾での課外活動
留学してすぐに、師範大学の新歓が開催され、サークル勧誘

があります。私も最初はサークルに入ろうかと思っていました
が、なかなか入りたいサークルが見つからず結局入りませんで
した。他の留学生も入っている子はあまりいなかったと思いま
す。サークルに入らなかった代わりに毎週木曜日に韓国語を習
いに行っていました。これは私の友人が街中で見つけたポス
ターがきっかけです。先生は台湾に長年住んでいる韓国人の女
性の方で、毎回先生のお宅に行き韓国語を学んでいました。中
国語で韓国語を学ぶことや、同じく韓国語を学びに来た台湾人
と仲良くなれることなどがとても楽しかったです。時には先生
が手作りの韓国料理を振る舞ってくださったり、みんなでゲー
ムなどをしました。

師範大学の交換留学生は日本人と韓国人がとても多く感じま
した。韓国語も学ぶことで、韓国人の友人も増やすことができ
ました。また、Facebookで言語交換をしてくれる人を募集し、
台湾人の社会人の方ともたくさん交流しました。台湾の軍人の
方や、台湾銀行に勤めている方など幅広い方々と交流し、様々

な話題について話しました。これらの交流を通じて中国語を学
ぶだけではなく、台湾の政治や文化の知識も増やすことができ
たと思っています。

留学を終えて
最初は半期という短い期間の留学であることをコンプレック

スに思っていました。「 5ヶ月でどのくらい中国語ができるよ
うになるだろう」と思うなど、ネガティブになることもありま
した。しかし、留学は長さではなく、現地でどう行動し何を学
んだかの方が大事なことだと思います。半期という短い期間の
留学ならば、人よりもたくさん行動しようと思い、積極的に言
語交換などを行った結果、留学の途中から上のクラスの授業に
参加させてもらえるようになりました。1月に日本に帰国して
からすぐに就職活動が始まりました。5月に就職活動を終え、
海外取引が盛んな会社に内定しました。留学を通じて学んだこ
とを社会人になってからも活かしていきたいと考えています。
私がこのように無事に留学を終えることができたのは家族・先
生・先輩・留学推進係の方々の支えのおかげです。次は新たに
留学に行く後輩の助けになりたいと思います。

台　　湾

国立台湾大学
人間社会学域国際学類　石原　和帆

私は2018年9月から2019年6月までの10ヶ月間国立台湾
大学に留学しました。

留学までの経緯
私は小学生の頃に台湾に2年間住んでいたことがあります。

その時に始めて中国語を学び始め、中国語に魅力を感じるよ
うになりました。また、台湾での2年間の生活の中で人、食べ
物、気候、台湾という場所の雰囲気全てが自分に合っていると
感じました。その後日本に帰国してからも独学で中国語を学び
続け、大学生になったらまた台湾に留学するという目標を持つ
ようになりました。1年の夏になると早く留学したいと思いす
ぐに申請をし、2年生後期からの留学が決まりました。

大学について
私が留学していた台湾大学は学生数が3万人を超える大きな

大学です。大学は街の中にあって地下鉄（MRT）の駅やバス停
が側にあるので交通が非常に便利です。交換留学生も多くいま
すが、本科生としての留学生も多くいました。様々な国出身の
留学生がいましたが、特に多かったのはアジア地域の留学生で
す。サークル活動も活発で伝統的な武術ができるサークルや言
語交換サークル、スケートボードサークルなど様々なサークル
がありました。大学の敷地はとても広く、校内の端から端まで
歩くと30分以上かかるため、自転車が必須でした。（私は持っ
ていませんでしたが…。）また、校内の数カ所に食堂やドリンク
スタンドがあり、毎日その日の気分によってどの食堂の何を食
べようか決めていました。中央図書館には24時間利用可能な自
習室があり、テスト前は多くの学生が利用していました。

留学中
〈勉強面〉

留学する前に自分の所属したい学科を申請しなければなりま
せんが、基本、留学生は自分が取りたいと思った授業をいくつ
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でも履修することができます。また、中国語コミュニケーショ
ンの授業は授業が本格的始まる前にレベル分けテストがあり、
その結果に応じてクラス分けされます。私はまず中国語の単語
力を上げようと思い、前期は中国語の授業をたくさん履修し、
後期に専門的な授業を取ろうと考えました。そのため、前期の
時間割は平日毎朝8時10分から10時まで留学生に開講してい
る中国語コミュニケーションの授業があり、午後からビジネス
中国語や日本語学科の日本語の授業に参加するというものでし
た。そして、ある程度中国語での授業に慣れた後期は引き続き
中国語コミュニケーションの授業と、本科生と一緒の授業も受
けました。私は中国語で開講している授業のみを受けていまし
たが、英語で開講している授業もたくさんあるので、中国語だ
けでなく英語も学ぶことができます。

〈生活面〉
私は大学の寮の二人部屋に住んでいました。二人部屋を選ん

だ理由は、違った文化を持つ人と住んでみたいと思ったからで
す。寮には一緒に授業を受けている友達も住んでいて、よく共
同スペースで一緒に勉強していました。部屋にキッチンはな
く、共同スペースに電気鍋や電子レンジが置いてありました
が、毎食外食が当たり前でした。台湾の人はとても気さくなの
で、よく行くお店の店員さんと仲良くなることもありました。
私は前期に中国語を上達させるというより、いろんな人と交流
するという目的で言語交流サークルに参加していました。そこ
で知り合った友達には様々な国籍の人がいましたが、現地の台
湾人学生よりも留学生達と過ごす時間が長かったです。やは
り、中国語が流暢に話せる留学生ばかりではないので英語を
使って会話する事も多くありました。おかげで物怖じせず英語
で会話できるようになりました。

最後に
留学はとにかく楽しいです。不安やつらいこともあると思い

ますが帰国したら楽しかったと思えるようになります。台湾っ
てどんなところだろうと少しでも興味を持っている方は是非
行ってみてください。台湾には人を幸せな気持ちにさせてくれ
る魅力があります。

祝你的交換留學順利，我支持你的夢想。加油！

人間社会学域国際学類　越前　美咲
私は2018年9月から2019年1月までの約5か月間、台湾に

ある国立台湾大学に留学していました。この報告書を通じて、
台湾留学に少しでも興味をもっていただけたら幸いです。

留学前の準備
留学前に一番にすべきことは語学力をできるだけ高めておく

ことです。現地に行ったら自然と語学力は身につくだろうと
思っている人もいるかもしれませんが、基礎ができている状態
で行くのと、できていない状態で行くのとでは全然違います。
単語や文法ももちろん大切ですが、中国語は発音が命なので、
日本にいる間にきれいな発音ができるようにしっかり練習して
おくとよいと思います。

また、ビザの申請と健康診断も必要です。ビザは留学期間に
よって種類が違うので、ホームページをよく読んで自分に合っ
たものを申請してください。

授業について
留学生はどこかの学部に所属する必要がありますが、授業に

ついては学部の枠にとらわれず、基本的にどの授業でも履修す
ることができます。私は中国語の語学の授業（General Chinese 
Course, Enhancing Chinese Course）と、留学生向けの科
目、英語で開講される科目を履修していました。語学の授業
は、9月の初め頃にあるプレイスメントテストの結果によって
レベル別に振り分けられます。私のクラスはGeneral Courseも
Enhance Courseも15人程度で、色々な国からの留学生がいま
したが、皆仲が良く、和気あいあいとした雰囲気でした。

留学生向けの科目に関しては、シラバスにHSK～級程度、と
レベルの目安が書いてあるものが多いので、それを参考にする
と良いでしょう。ただ、留学生向けといっても派遣留学生だけ
ではなく、正規留学生や華僑の留学生も履修しているため、周
りのレベルが高く、ついていくのが大変な授業もあると思いま
すが、その分確実に力がつくと思います。私はプレゼン前に現
地の友人に原稿をチェックしてもらったり、練習に付き合って
もらったりして、大変な授業は何とか乗り切りました。台湾大
学の学生は皆親切で、困ったときには必ず助けてくれるので心
配ありません。英語開講の授業に関しては、フィールドワーク
や、映画と社会文化の授業を履修していました。台湾大学には
英語開講の授業がたくさんあるので、英語圏にも興味があるけ
れど、中国語も伸ばしたいと思っている人にはぴったりの大学
かと思います。

生活について
大学の近くにShuiyuan Dormという寮があり、留学生はそ

こに住むことができます。渡航前に2人部屋、または1人部屋
（キッチン有・無）から好きなタイプを選んで申請します。私
は第一希望が通り、1人部屋（キッチン有）に住んでいました。
キッチンは5人で共同で使用するものだったのですが、台湾は
外食文化のため、自炊するよりも外で食べたほうが安かったで
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す。キッチンを使うことはほぼなかったので、キッチンなしの
タイプにすればよかったなと後悔しています。そのほうが寮費
も少し安くなります。寮の一階にはジムや卓球台、ビリヤード
台があり、各フロアにはウォーターサーバーもあったのでとて
も快適に暮らせました。中間、期末テスト前にはフロントでお
菓子やケーキを配っていて、寮のスタッフの方々が「テスト頑
張ってね！」と応援してくださったので、辛いテストも頑張れ
ました。
交通面に関しては、台北市内にMRTが通っているので、ど

こへ行くにも便利です。大学のすぐそばにもMRTの駅があり
ます。食事は基本的に外で食べていました。大学内の食堂はメ
ニューが多く、安いのでよく利用していました。大学外や寮の
周りにも飲食店がたくさんあるので食事に困ることはなかった
です。店員さんもフレンドリーで面白い人が多く、初めの頃は
何を言っているのかよくわからないと思いますが、慣れてくる
と中国語の良い練習になるかと思います。
治安もとても良いです。危険を感じたり、トラブルに巻き込

まれたりすることは一度もなかったので、安心して勉強できる
環境でした。

留学後
私は半期の留学だったので、帰国後すぐに就職活動を行いま

した。留学中は留学に集中したかったので就職活動に関しては
特に何もしていませんでしたが、留学前にインターンシップや
説明会などに参加していたので、帰国後にスムーズに就職活動
を終えることができました。留学に行って、4年で卒業しよう
と思っている方は、単位の取得を含め、計画的に行動しておく
と安心だと思います。
また、帰国後に同じ台湾大学から金沢大学に来た留学生の

チューターを担当しました。自分も留学した分、留学生の気持
ちがよく分かりますし、留学中の思い出話などもできたのでと
ても楽しかったです。

最後に
あっという間の5か月間でしたが、周りの友人に恵まれ、充実

した毎日を過ごすことができました。留学に不安を感じている
人もいるかもしれませんが、行ってみると意外とどんなことで
も何とかなります。金沢大学には留学しやすい環境が整ってい
るので、その機会を生かして是非チャレンジしてみてください。

韓　　国

漢陽大学
人間社会学域人文学類　松村　麻由

初めに
アニョハセヨ！私は、2018年3月から12月までの10か月

間、韓国ソウルにある漢陽大学に留学していました。私が漢陽
大学を留学先に選んだ理由として3つのことを挙げることが出
来ます。まず1つ目は、韓国語をみっちり勉強したいと考えた
からです。韓国語は大学の初習言語で始めたのですが、韓国語
の面白さに気づき、現地に行って韓国語をしっかりと勉強した
いと思うようになりました。2つ目は、韓国語を勉強するうえ
で、まずは標準語をマスターしたいと考えたからです。韓国に
は日本と同様に方言が存在し、発音やイントネーションが標準
語とは大きく異なる場合があります。協定校のうち、標準語圏

にある大学が漢陽大学だったので、自然と漢陽大学に行きたい
と思うようになりました。3つ目は、私の専攻である比較文化
学で、研究対象のフィールドを韓国にしたいと考えており、現
地で生活してみたいと思ったからです。

事前準備
事前準備で一番大切なのはビザ申請だと思います。韓国に留

学する際、派遣留学の場合はD-2ビザが必要です。韓国の領事
館で発行してもらえます。韓国の領事館は日本に10か所ほどあ
るので、一番行きやすい領事館に行くといいと思います。
語学力に関してですが、あるに越したことはありません！

が、やはり隣国ということもあり、日本語の表記も多く、日本
語を話せる人も多いので、そんなに心配することはないと思い
ます。

大学の授業
大学の授業は、日本の時間割と違い、教授によって開講時間

が異なるので、注意が必要です。大学の授業は韓国語で行われ
る授業と、英語で行われる授業と2種類あります。英語授業は
とてもレベルが高く、韓国にいながら英語もしっかりと勉強で
きるため、とてもおススメです。漢陽大学には、中国や東南アジ
アからの留学生が多いため、留学生用の授業もあります。留学
生用の授業では、教授が簡単な韓国語で講義をしてくださり、
試験も比較的優しいと感じました。

語学堂
韓国語の学習は、大学の付属施設である語学堂で行われま

す。週5日4時間ずつ講義があるコースと、週2日2時間ずつ講
義があるコースがあります。週5日のコースでは、履修登録後
にレベル分けテストが行われ、自分の韓国語のレベルに合った
授業を受けることが出来ます。授業は3か月で1セットとなっ
ていて、3か月後にテストを受け、合格すると、次のレベルに
進める仕組みになっています。漢陽大学の語学堂は、スピーキ
ングに力を入れている語学堂だと有名で、実際に授業中に韓国
語でペアワークを行う機会や、弁論大会など、韓国語を話す機
会がとても多く設定されているように感じました。語学堂ごと
にかなり特色が違うので、韓国語を学びたくて韓国留学を考え
ている方は、大学だけでなく語学堂もリサーチしてみることを
お勧めします。

韓国での生活について
留学生活が始まって感じたことは、韓国人の学生との交流の

場がほとんどなく、韓国人の友達が出来ないということでし
た。そこで、私はサークルに参加しようと考えました。私は金沢
大学でオーケストラサークルに参加しており、楽器も韓国まで
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もっていっていたため、漢陽大学でもオーケストラサークルに
参加することにしました。サークルの人々はとても親切で、多
くの韓国人の学生と友達になることが出来ました。最初は会話
のスピードも速く、若者言葉や略語表現等で会話についていけ
ず悔しい思いをしましたが、悔しさをばねに勉強を重ね、徐々
に会話に入っていけるようになり、語学力の成長を感じること
が出来ました。演奏会にも参加し、留学生活で一番の良い経験
だったなと感じます。留学先でもっと充実した生活を送りたい
と考えている人は、何かサークルや団体に参加してみるといい
かもしれません。

最後に
今回の派遣留学は私にとって、とても貴重な体験になりまし

たし、一生忘れられない1年になったと思います。留学に行っ
て後悔したことはありませんが、留学に行かなければ後悔した
だろうなということは山ほど思い浮かびます。もし、留学に行
こうかなと悩んでいる方がいましたら、ぜひ一歩踏み出して挑
戦してみてください。心から応援しています。

人間社会学域国際学類　山田　美嘉
私は2018年3月～2018年12月まで漢陽大学に留学しまし

た。この報告書が、韓国留学を考えている皆さんのご参考にな
れれば嬉しく思います。

留学に至るまで
そもそも私はなぜ韓国に留学したのか？一番の理由として

は、大学で3年間真剣に取り組んできた韓国語を自分のものに
したかったという思いが強かったことです。高校生の時からk
－popや韓ドラについて興味を持っていましたが、本格的に勉
強し始めたのは大学1年生の時でした。韓国人留学生交流会に
も入り、韓国人と友達になったり、短期留学で釜山に行ったり、
私は毎日のように韓国語と触れ合ってきました。そして、周り
の人がどんどん留学を決意するにつれ、私も日本で韓国語を学
ぶには限界があると考え、韓国への派遣留学を決心しました。

留学準備
金沢大学と韓国との間ではいくつも協定校があり、私は釜山

とソウルの間で結構悩みました。結局ソウルの漢陽大学に決め
たのは、ソウルという国際的な大都市に住んでみたいという思
いでした。留学の事前準備としては、主にビザの取得と寮の申
請、履修登録があります。ビザ申請については、漢陽大学が提
供した資料を基にすれば大抵無事に取れます。寮に関しては、

女子は1人部屋から4人部屋まで申請できますが、基本的には
先着順で寮が割り当てられます。決められた日時で全ての学生
が一斉に寮の申請サイトにアクセスするので、サイトにアクセ
スできず寮に入れない学生もたまにいますが、ほとんどは無事
に入寮できます。履修登録についても先着順であり、定員に達
すると履修できなくなるため、事前にどの授業を履修するのか
を考え、履修リストに載せるといいと思います。

留学中
〈学習面〉

私は、前期は大学の専門授業と韓国語（語学堂外）を中心に履
修しました。専門授業に関しては韓国人の学生も沢山いるの
で、かなりレベルの高い韓国語が要求されます。最初の時は
授業内容も聞き取れず、宿題にも結構苦労して、クラスで知
り合った友人に助けられながらやっていました。1か月過ぎる
と、耳も韓国語に慣れてきて聞き取りがだいぶ楽になりました
が、それでも自分の韓国語能力のなさを痛感させられました。
なんとか前期の専門授業を乗り越え、後期からは韓国語の勉強
に集中しようと考え、語学堂の韓国語授業のみを履修しまし
た。ここでは、韓国語の文法や会話、読み書きを勉強していた
ため、毎日韓国語漬けの日々でした。自分が話している韓国語
を細かく修正してくれるので、友人にも韓国語の発音がきれい
になったと褒められました。学習において、語学堂で正しい韓
国語を学びながら、専門授業と両立させた方がお勧めします。
結構勉強漬けになるかもしれませんが、最初に苦労した方が後
から楽になると思います。

〈生活面〉
漢陽大学はソウルの中心にあり、大学自体が地下鉄2号線の

駅になっています。交通がものすごく便利で、明洞やホンデに直
接行くことができます。遊び場に困ることなく、土日になれば友
人とショッピングやカフェ巡りをしていました。また、大学の周
辺もにぎやかで低価格で美味しいご飯が食べられます。金沢で
は体験できない生活を送れたので、とても楽しかったです。

最後に
韓国での派遣留学で一番得られたことは、自分の向かうべき

道が明白になったことです。今までは、長閑な田舎生活に満足
していましたが、ソウルで生活をしてみると、多くの人が行き
交う大都会の良さに惹かれました。国際色豊かな人が多くいる
中、彼らからもらった刺激により私はもっと広い世界を見てみ
たいという気持ちが強くなりました。この思いもあり、私は東
京で就職することに決めました。来年からは都会での忙しい
日々に追われるかもしれませんが、それでも重圧に負けない強
い精神を鍛えていきたいです。そして、今留学を悩んでいる皆
さんには、ぜひとも留学に挑戦し、日本と異なる環境に身を置
くことで自分のやりたいことを見つけてほしいと思います。

タ　　イ

シーナカリンウィロート大学
人間社会学域人文学類　井野口侑紀

サワディーカー！私はタイのバンコクにあるシーナカリン
ウィロート大学に4年生の夏から5か月間留学しました。タイ
への留学はまだまだ珍しいかもしれませんが、ここでは私がタ
イを留学先に決めた経緯と楽しかった留学生活についてお伝え
したいと思います。
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タイへの留学が決まるまで
大学生になったら留学をしたいと高校生の時から思っていま

した。英語が好きだから英語圏に行きたい、と。アメリカやオー
ストラリアの大学への派遣留学に2度応募しましたが、英語の
能力が足りずチャンスを掴むことができませんでした。その時
点で1年間留学に行けるだけの学期が残っておらず落胆してい
ましたが、家族に「英語圏にこだわらず半年間だけでも挑戦し
てみたら」と背中を押され、3度目の応募を決めました。
留学先としてタイに関心を持ったきっかけは、留学前、休学

中に参加したタイでのサマースクールでした。東南アジアを訪
れるのはその時が初めてで、特有の空気感や雰囲気がとても新
鮮に感じました。そこから一気に東南アジアの国々に興味を持
つようになりました。けっこう単純な理由です。

留学前の準備
過去に金沢大学からシーナカリンウィロート大学に留学して

いた人がいなかったので、日本の他大学からシーナカリンウィ
ロート大学に行っていた人の留学記をネットで探して情報収集
したり、金沢大学からタイの別の大学に留学した人に話を聞い
たりしながら準備を進めました。シーナカリンウィロート大学
の留学生担当の方とメールでやり取りをする必要もありました
があまりスムーズではなかったので、ビザのこと等を考える
と、確認事項は余裕を持って聞いておくのがいいと思います。
タイ語についてはまったく勉強せずに行って、とても困りま

した（当然ですが）。都市部とはいえ英語が通じない場面が多い
ので、日常生活を送るために必要最低限のタイ語だけでも勉強
してから行くべきだと思います。私はタイに着いてから慌てて
語学学校に通い始めました。大学にはしっかりとしたタイ語の
授業はなさそうだったので、タイ語初心者の日本人留学生は大
学とは別に語学学校に通いタイ語を習う人が多かったです。

学校生活
大学では英語専攻のタイ人学生と一緒に英語で授業を受けま

した。英語学科といっても様々なジャンルの授業内容があり、
心理学、マーケティング、ビジネス英語など、自分の関心のある
内容の授業を取りました。授業は週2回2時間ずつ又は週1回
4時間で、タイ人の教授が英語で教える授業とネイティブ英語
話者の教授が教える授業があり、シラバスで確認しながらネイ
ティブの教授の授業を取るようにしました。タイ人の教授の授
業をひとつだけ受けたのですが、タイ人学生向けの授業なので
ほとんどタイ語で授業が進んでいき苦労しました。しかし、タ
イ人学生が英語で助けてくれたり、教授も気に掛けてよく声を
掛けてくれました。日本人1人で受ける授業ばかりでしたが、
タイ人学生がとてもフレンドリーに接してくれました。

また、大学内に明治大学の国際事務所が入っていて、何か問題
や悩みがあれば相談できたり、自習室もあったりと、明治大学の
学生に限らず日本からの留学生の憩いの場になっていました。

生活
留学生向けの寮はなく、大学側が紹介してくれた大学周辺の

数十のアパートの中から選んで契約しました。タイのアパート
はキッチンが無くベッドやクローゼット等の家具も備え付けな
ので、寮と同じような感覚かもしれません。渡航前にある程度
目星をつけておいて、現地に着いてから交通の便などを見なが
ら決めました。アパート探しから契約まで、日本語専攻のタイ
人学生がサポートをしてくれました。基本的にアパートから大
学までは地下鉄で通学します。朝晩の通勤通学ラッシュに巻き
込まれながら通学したのも今ではいい思い出です。大学自体が
バンコク中心部に位置しており、ちょうど地下鉄と高架電車の
線路が交わる地点でもあるので、デパートや大きなスーパー
マーケットも多くまさに都会という感じです。学校終わりにデ
パートのフードコートで友達と食事したり買い物をしたりしま
した。
休日は電車で少し遠出したり、近隣の国に旅行に行く日本人

留学生も多かったです。また、長めの休みを利用して島にダイ
バーの免許を取りに行ったり、タイ古式マッサージの資格や象
使いの資格を取る人もいました。

留学を終えて
卒業直前の半年間に滑り込みで念願の留学を経験することが

でき、応援し続けてくれた家族、友達、そして留学をサポート
してくださった留学推進係の方々に感謝しています。大きな意
味のある大切な時間を過ごすことができた半年間でした。
留学が始まってしばらくは、他の日本人留学生みたいにタイ

語を使えるようにならなければ、積極的に活動的に過ごさなけ
れば、また、日本人とばかり関わらないように距離を置かなけ
れば等、有意義な留学生活にしたいと思うがゆえに、とにかく
人と比べたり我慢したりして自分を追い込んで精神的に辛く
なっていました。しかし「一人で外国に来て生活しているとい
うだけでもすごいことなんだから、自分のペースで周りに頼り
ながらでいいのだ」と思えるようになってからは、力を抜いて
楽しく過ごすことができました。
日本人留学生たちとは一緒に留学を頑張る仲間として多くの

時間を共に過ごしました。タイに行ってタイ人との大切な出会
いもたくさんありましたが、同じタイという国に留学に来た日
本人との出会いも同じくらい大切なものになりました。
タイでのすべての経験や出会いは私にとって何にも代え難い

財産になりました。留学を考えている後輩の皆さんも、ぜひ自
分の選んだ場所でかけがえのない時間を過ごしてください！

タ　　イ

チェンマイ大学
人間社会学域国際学類　木戸　七彩

チェンマイ大学での10か月
私は2018年8月から2019年5月までの約10か月間、タイ

の北部に位置するチェンマイ県のチェンマイ大学、教育学部に
在学しました。その目的は、チェンマイ県に住んでいる山岳民
族の人々、とりわけ子ども達がタイ社会の中でどのように教育
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を受け、またどのような教育問題に直面しているのかを、教
育学部に所属することで経験として学ぶためでした。しかし、
チェンマイ大学教育学部において開講されている講義は主にタ
イ語で行われます。それまでタイ語に触れたことのなかった私
にとってそれは一つの大きな壁でした。そこで、教育学部で開
講されていた、外国人向けのタイ語講座、週6から8時間を留
学期間中履修していました。簡単な挨拶、タイ文字、そして声
調などの極めて初級レベルの習得から始めましたが、10か月目
になると日常生活を送るのに支障がないほどの読み・書き・聞
き・話しができるようになりました。学外ではタイ語の上達の
ために、たとえば屋台でご飯を買う時、銀行の振り込みを利用
する時、市場で買いものをする時、大学職員に相談ごとをする
時、もちろん友人と話す時などすべての状況下において、でき
るだけタイ語を使うことを心掛けました。また、タイ語を意欲
的に使うことで、タイの方々に心を開いてもらいやすくなる、
という良いところもあります。そのようにしてタイ語を学ぶ中
で、10か月目にしてやっと、チェンマイ大学の山岳民族出身の
学生、山岳民族の教育機関であるソンクロ校の高校生へのアン
ケートや学校訪問を通じて調査し、レポートを完成させること
ができました。また、教育学部で出会ったチューターの学生・
先生方共に山岳民族の子ども達への教育について関心が高く、
その方々の経験からも興味深い話を聞くことができました。た
だ、チェンマイ大学教育学部への留学をお考えの方は、事前に
簡単な日常会話やタイ文字を習得なさった方が絶対に良いと思
います。

チェンマイ県を含むタイ・北部地方では、太古の昔からモン
族、カレン族、アカ族、リス族、イコー族などの民族グループは
それぞれ、独自の美しい文化・生活様式・言語を持ちそれらを
維持してきました。今回の調査で判明したのは、山岳民族出身
の大学生・高校生の多くの回答者が、政府の山岳民族の子ども
達に対する教育政策の不十分さ、さらに就職機会・教育機会の
不平等さを強く感じていることです。たとえば、山岳民族出身
の人々は、たとえタイで生まれ育ったとしても、基本的には「国
民カード」が発行されません。この「国民カード」は日本では「マ
イナンバーカード」に近いものですが、それよりも強大な効力
をもつカードです。「国民カード」は身分証明書としての効力を
有し、病院に掛かるとき、口座を開くとき、出国するとき、署名
をするときなど、あらゆる場面において必要とされ、タイ社会
において安心して暮らすために最も重要なカードです。山岳民
族ではないタイ
人は出生と同時
に取得できます
が、山岳民族の
人々がそのカー
ドを持つには、
膨大な書類を役
所に提出せねば
ならないなど、
大変な労力を要
します。また、
別の問題はタイ
の山岳民族の子
ども達はまず、
言語の壁を乗り
越えねばならな
いことです。彼
らの第一言語は

出身民族の言語ですが、タイ社会において生きてゆくためには
タイ語の習得が必須事項です。ですが、彼らの村々に適切な教
育機関がなければ、彼らのタイ社会で生きるためのタイ語能力
は不十分なままです。そして、往々にして、優秀なタイ語の教
師が北部の山奥で教鞭をとることはなく、もしそのような先生
がいても政府は給料や待遇において十分な支援をしようとしな
いそうです。先生の福利厚生が担保されなくては、質の良い教
育を提供する教師が、山で教鞭をとることはありません。調査
を実施したチェンマイ大学およびソンクロ校の高校生たちは教
育機会を得ることができた、とても幸運な人々ですが、その子
ども達の決して少なくない人数が「山岳民族とタイ人の機会を
平等にしてほしい・すべきだ、山岳民族の人権を守るべきだ、
山岳民族とタイ人も同じタイ王国に生まれた国民だ。だから同
じように扱ってほしい」などの意見がとても多かったのが非常
に印象的でした。このことは、自らの出自である山岳民族が抱
える問題を認識せざるを得ない、そのような環境が常にあり、
経験・体感としてそれを日々感じているということを意味して
います。私が留学していたチェンマイ大学教育学部の先生方お
よび学生達は、とりわけタイ語教育の不十分さに高い問題意識
を持っており、教育実習やボランティアなどで山岳民族の子ど
も達にタイ語を教えに行くことがよくあります。私もその教育
実習に連れて行ってもらったこともあります。私の教育学部の
友人は‘ナーソンサーン’（かわいそうだ）、‘チュアイガン’（助け
合い）という言葉をよく使いました。‘ナーソンサーン’という言
葉は日本語でいうところの「かわいそう」よりも、「人の心に寄
り添う、同じように悲しむ」というニュアンスに近い使い方を
します。彼女曰く、「子ども達のこの状況は‘ナーソンサーン’だ。
政府が十分に対策してくれないなら、私たちが協力して助け合
えばいい」とのことでした。私が関わらせてもらったタイ人の
先生方や教育学部の学生はみな、「‘チャーティパン’（山岳民族）
に敬意を払いながら、共に生きていかねばならない」という認
識を持っているように感じます。チャーティパンはチャーティ
パン、私たちは私たち、と区別するのではなく「チャーティパン
たちも、チェンマイの都市部に住む自分たちも、同じランナー
王国（タイ北部に栄えた王国）の一員‘ラワ’（仲間、同志のような
語）だ。タイ政府の政策は山岳民族にとって不十分ならば、‘ラ
ワ’同士助け合おう」というチェンマイないし北部の人々の強さ
を常に感じることができた調査でした。

私の留学は、友人・先生方をはじめとしたチェンマイの人々
に助けてもらわなければ成り立ちませんでした。タイに来て初
めてタイ語に触れ、経験も浅い異国の若い学生に、よくも「山岳
民族の教育」というセンシティブな事柄を含むテーマを調べさ
せてくれたと、多くの先生方や子ども達、友達には深い感謝し
かありません。留学生活での苦労と、素晴らしい経験は私の人
生の宝です。留学に送り出して下さった全ての皆様に感謝申し
上げます。

人間社会学域国際学類　東野香菜子
私は2018年8月から約10ヶ月間、タイの北部にあるチェン

マイ大学の社会科学部で留学しました。私は入学当初、派遣留
学に行くつもりはなく、ただ英語を学びたいという思いで米英
コースに所属していましたが、授業や旅行、短期の留学経験を
通して東南アジアの経済や文化に関心を持つようになり、アジ
アコースに転属しました。そして新興国の中でも特に経済開発
が目まぐるしく、かつ少数民族の文化などが根強く残るタイ北
部の都市チェンマイを留学先として選びました。
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留学準備
チェンマイ大学に派遣留学するにあたって最初の準備は英語

試験のスコア条件を満たすことでした。派遣留学の応募期間は
留学開始の1年ほど前なのでそれまでに条件を満たす必要があ
ります。続いて、留学が決定したら予防接種を受けました。完全
な抗体をつくるには半年はかかるので、これも早めに済ませて
おくといいと思います。ビザの準備にも手間がかかりました。
申請者本人が直接平日に主要都市の領事館へ行かなければなら
ないため、ホームページで必要書類をきちんと確認し、不備が
無いように何度も確認しました（それでも不備があったのです
が・・・）。現地での滞在先については先方のスタッフと連絡を
とっていたのですが、物件探しが遅かったようで、大学から遠
いアパートしか紹介してもらえませんでした。手続きは先方に
任せきりにせず、何度も確認したり急かしたりすると良いと思
います。

留学生活
先方に紹介してもらったアパートの条件があまり良くなかっ

たので半年経ったところでより大学に近いアパートに引っ越し
ました。どちらも二人用の部屋ですが一人で利用し、光熱費を
加えても月2万円かからない程度でした。もちろんバスタブな
どはありませんしシャワーの水圧も不安定ですが、神経質でな
ければ快適に暮らせます。昼は大家さんが、夜は警備員の方が
玄関を管理してくれていたため、安心して過ごすことができま
した。部屋にキッチンは無く、現地の学生は基本的に三食とも
外食で済ませます。食事の衛生面について不安がある人も多い
かと思いますが、私は一度もお腹を壊しませんでしたし、日本
人に合った味付けのものが多く、毎日食事が本当に楽しみでし
た。食費も大変安く、一食200円もあれば十分満腹になれます。

チェンマイはタイの中では比較的涼しく、バンコクなどの大
都市ほど発展しておらず、のんびりとしていてとても過ごしや
すい場所でした。治安に関しても大学周辺であれば気になるこ
とは特にありませんでした。

授業
私の学部は社会科学部のインターナショナルコースで、授業

は全て英語で行われました。授業形式は討論、発表、プレゼンな
どとてもアクティブで、数少ない日本人である私は毎回意見を
求められました。ハイレベルな討論についていくのは本当に大
変でしたが、タ
イ、ミャンマー、
中国、台湾、ド
イツ、ベルギー
など各国からの
正規留学生や派
遣留学生の様々
な意見を聞くこ
とができるとて
も 良 い 機 会 で
した。私にはバ
ディーがおらず
最初は分からな
いことだらけで
したが、親切な
クラスメイトが
いつでも助けて
くれました。

タイ語の授業を取ろうとしていましたがシステム上履修する
ことができずタイ語はあまり上達しませんでした。しかし、自
分で語学学校に通ったり友達に教えてもらったりして自力で勉
強している人もおり、せっかくなので自分も何とかして勉強す
ればよかったと感じています。

大学には授業以外でも様々な留学生用プログラムがあり、タ
イ人や各国の留学生と交流することができました。

最後に
タイ留学に限ったことではありませんが、全く知らない場所

に身を置きマイノリティとして新しい関係を一から築くという
経験は今後なかなかできることではないと思います。私はこの
留学で初めてマイノリティを経験したことで、自分のアイデン
ティティについて深く考え直したり、現地や各国の幅広い社会
問題に敏感になったり、日本で忙しい学生生活を送っていては
気づかないことにたくさん気づくことができました。「留学を
したらこれが身につく」ということは言えませんが、私は留学
に期待していた成果よりも、知らないうちに身についていた予
想外の成果の方が大きかったと思います。明確な目標があり留
学するのはもちろんベストですが、単なる興味で留学に挑戦し
たとしても、得るものはかなり多いと思います。

インド

ティラク・マハラシュトラ大学
人間社会環境研究科人文学専攻　豊原　正晴

私は2018年8月から2019年5月末までの10カ月間、イン
ドのティラク・マハラシュトラ大学のIndologyのコースに所
属していました。留学のきっかけは石窟寺院と呼ばれる寺院が
大学のある州に集中していたため、じっくり腰を据えて石窟の
勉強してみたい、と考えたからです。

ティラク大学はインド・マハラシュトラ州のプネー市という
場所にあります。プネー市はインド有数の学術都市として知ら
れており、治安の良さに関しては国内トップクラスと言えるで
しょう。インドの公用語はヒンディー語と英語ですが、プネー
市のあるマハラシュトラ州の公用語はマラティー語と呼ばれる
言語です。ティラク大学は日本語学科が設立されているインド
でも数少ない大学です。そのため、海外での日本語教育に興味
がある、という方にはもってこいの大学であると思います。

留学前の準備として、何をするべきか
留学前に2つほど念頭においておく必要なものがあります。

1つ目は言語、2つ目は宗教です。
まず言語についてですが、インドという国に留学する以上、

英語を話す必要性からは逃れることは出来ません。しかしなが
ら、現地での生活という視点で考えると、英語よりもむしろヒ
ンディー語やマラティー語といった言語の方が日の目を見ま
す。マラティー語の教科書はなかなかありませんが、大阪大学
の外国語独習コンテンツ（無料）の中にマラティー語があるた
め、目を通して挨拶程度が出来るようになっておくと、現地で
の対応がかなりスムーズになります。

2つ目の宗教についてですが、インドにおいては宗教が人々
の生活に深く根付いています。そのため、インドにおける3大
宗教（ヒンドゥー教・イスラム教・ジャイナ教）について理解を
深めておくことは非常に重要です。最低限それぞれの宗教が持
つタブー（例：ヒンドゥー教徒は牛肉を食べることができな
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い）を知っておくと、現地での生活になじみやすくなります。

留学先大学について
相手側の大学当局の動きが非常に遅いため、入国が予定より

も遅くなる場合があります。私の場合は相手大学側からの留学
許可申請が下りるまで約1か月かかり、6月に渡印予定でした
が、実際は7月末に入国しました。また、入国14日以内に現地
の警察へ届け出をする必要があり、その締め切りに遅れると罰
金（30米ドル）が発生するため、なるべく早く国際空港のある
ムンバイからプネーへ移動することをお勧めします。
私が滞在していた時は留学生寮が工事中（本当にそうかはわ

かりませんが）であったため、利用することが出来ませんでし
た。可能であれば、出発前に現地の大学の日本語学科の講師や
学科長に連絡をとり、ゲストハウスの手配をしておくと手続き
等で感じるストレスが軽減できると思います。

授業の様子
私はインド美術について関心があったため、大学でIndology

の講義を受講していました。講義内容としてはインドの歴史・
宗教にまつわる講義です。講義は90％以上マラティー語で進ん
でいきます。おそらくティラク大学で唯一マラティー語で授業
をするのがこのIndologyの講義です。講義は日本の大学の授業
に近いスタイルで行われますが、マラティー語のためICレコー
ダーは必須です。
テストは年末（12月）と学年度末（4月）にあり、罫線が引いて

あるA4用紙に解答を英語かマラティー語で書いていく形式で
した。中身よりも記述量を求められているので、筆記のスキル
をもっと磨いておくべきだったと今では後悔しています。
大学の講義をマラティー語で受けるためにはマラティー語の

先生を見付けてその授業料を私費で賄う必要があり、このこと
で自分の首を絞めることになるため、正直おすすめはしませ
ん。Indologyではなく、社会学等の別の学科を選んだ方が良い
と思います。しかしながら、マラティー語を学ぶ際には英語を
頻繁に使うため、「他言語を母国語以外で学ぶ」という貴重な経
験を得たので結果オーライだったと考えています。

生活
住まいについては、プネーに到着して最初の1週間程度は

キャンパス内にあるゲストハウスに住んでいました。一人暮ら
しについてですが、インドではルームシェアが人気のため、日
本の学生アパートにあたるような物件は少ないですが、探せば
1ヶ月1万円弱で住むことが出来ます。インドの夏にあたる3
月から5月にかけては猛暑のため、計画断水が敢行される場合

があります。その場合は週に1回、住んでいるエリアによって
は2回断水するので、タンクやバケツを買って貯水する必要が
あります。ルームシェアの場合だと貯水の役割を同居人と分担
したりすることが可能ですが、一人暮らしだとそうもいきませ
ん。プライベートな空間をとるか、家事の負担軽減をとるか、
どちらを選ぶかは個人の判断によりますが、どちらをとっても
日本では味わい難い経験を得ることが出来ると思います。

防犯・治安上の注意
海外でお金を引き出す場合はデビットカードやクレジット

カードの機能を使う場合がほとんだと思いますが、使用する際
には十分注意を払いましょう。私は1度バーのようなところで
デビットカードを使って支払いをしたところ、その後合計2万
円ほど不正に引き出されたことがありました。幸い、後日全額
返金されましたが、どのタイミングでスキミング等の被害に遭
うか予測できないので、現金払いを徹底した方がよいと思われ
ます。
治安については冒頭で述べましたが、プネー市はインドの中

ではかなり良いです。しかし、デモが発展して暴動になる等の
ことが稀にあるため大使館の情報をこまめに確認し、自宅待機
の指示が出た場合は素直に従いましょう。

留学を終えて
留学を終えてよかったと思う点は、宗教・価値観がまったく

異なる人々と出会い、彼らの考え方・行動を自分の身体で体験
出来たことだと思っています。写真や本からはその場で生きて
いる人々のリアルを感じることは出来ません。留学は短い期間
ではありますが、自分の想像が及ばない環境に飛び込めるまた
とない機会です。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

オーストラリア

オーストラリア国立大学
人間社会学域国際学類　竹内　友輔

私は2018年3月から12月までオーストラリア国立大学（以下
ANU）に留学しました。今回の報告書が留学に興味がある人や
オーストラリアに留学してみたい方の参考になれば幸いです。
まず始めに大学についての紹介ですがANUはオーストラリ

アの首都キャンベラに位置しており国内のみならず世界的に有
名で、高い学力水準で知られる総合大学です。キャンベラはシ
ドニーやメルボルンとは異なり自然が多く勉強に適した環境が
整っており、真面目な学生が多い印象があります。もしレベル
の高い環境で勉強がしたいと思っているのならば最適な留学先
だと思います。

留学前
ここでは①僕が留学を決めた理由と②留学に向けた準備につ

いてご紹介したいと思います。僕の場合オーストラリアへの留
学は大学入学当初からの目標でした。高校生の頃に行ったシド
ニーでオーストラリアの文化や自然、また人の温かさに触れ、
大学では必ず留学したいという夢を持ちました。そうした中ど
うせ留学するなら一番レベルの高い大学に行ってできるだけ多
くの事を学びたいと思い、ANUを派遣先として選びました。
ここからは留学の準備についての話です。ANUのみならず

ほとんどの英語圏の大学への留学にはIELTSかTOEFLのスコア
が必要になります。お恥ずかしいことに僕の場合IELTSのスコ
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アが足りず前期はANU附属のカレッジで大学編入のコースを
受けました。派遣留学制度外のコースであるため学費も自腹で
払う必要があり、申請もすべて自分で行わなければならず渡航
前は慌ただしい状況でした。

英語圏に行く方に反面教師としてお伝えしたいこととして、
いくら自分の英語力に自信があっても早めに英語のスコアを
取っておくことをお勧めします。また事務的な話ですが国に
とってはビザが必要となる場合があります。オーストラリアの
場合はすべてオンライン上で申請することができますが、同時
にOSHCという保険も加入する必要があるため2か月以上前か
ら準備をしておくと渡航前に心理的な余裕ができると思いま
す。他の国に行く友達と比べてオーストラリア留学の事務手続
きは難しくないのでご安心下さい。

留学中（学習面）
ANUは総合大学のため、派遣留学生は基本的には医学部以

外の学部の授業を取ることができます。興味がある分野の授業
だけでなく、今まで勉強したことのない分野でも自由に履修で
きる点が魅力です。どの学生も基本的には一学期4つの授業を
履修することができ、それぞれの授業はレクチャとチュートリ
アルに分かれているので実質8コマの授業があります。僕の場
合は、金沢大学で学んでいる国際関係の授業2つに加えて、卒
論で使うためのオーストラリア史の授業1つ、後は今まで学ん
だことのないビジネス系の授業の合計4つを履修しました。各
授業には細かい個別の履修制限がありますが、金沢で既に同じ
ような授業を履修していれば個別に教授にメールして受講する
ことが可能なので、その点は学生の交渉次第だと思います。

授業の内容は、どの授業も基本100ページぐらいの論文を毎
週読む必要があります。もちろんすべてを完璧に理解するのは
難しいので、要点をまとめて必要な箇所を重点的に読み講義全
体の流れやポイントを理解するようにしました。大学全体の学力
や意識が高いので分からない点があれば隣に座った学生や教授、
チューターに相談すれば細かくアドバイスを貰えるので安心し
て授業に挑めました。時には熱量が高い学生と教授が口論となり
教室を出ていくこともありましたが、そういうことも含めて金沢
では経験できない貴重な時間を過ごすことができました。

留学中（生活面）
正直にいうとキャンベラには娯楽施設や学生が楽しめるス

ポットはあまりありません。しかし、その分大学内でのコミュ
ニティーが盛んで毎日どこかでイベントが行われています。僕
は大学の寮に住んでいたので、フロアごとのイベントが毎週あ
り、辛いことがあれば皆と一緒に遊んで気分転換をしました。

全ての寮がキャンパス内にあるので移動時間も少なく授業に行
ける環境だと思います。当時はまだ工事中でしたが大規模なリ
ノベーションによって新しいビルや共有スペース、プールなど
が新設されたので、これから行く学生は清潔で新しいキャンパ
スを楽しめると思います。

大学外の生活について、僕は現地の歌舞伎クラブに所属して
いました。ANUの学生が中心となって歌舞伎の公演をキャン
ベラで30年以上行っているクラブです。僕は黒子の役を頂いて
舞台に立たせてもらいました。約2か月の練習期間でセリフを
覚えたり、背景や用具などを自分たちで手作りしました。大学
ではほぼ毎日勉強尽くしだったのでクラブのメンバーと話す時
間は貴重な体験となりました。

また、週末は現地の高校生に日本語を教える活動として、日
本の時事問題や国際的なニュースについて発表を行いました。
振り返ると勉強だけでなく交遊関係を広げたり、留学中しかで
きない経験をすることができたと思います。皆さんにお伝えし
たいことは、キャンベラは自分から行動すればこうした機会が
得られる環境だということです。

最後に
報告書を書いている今、この留学が自分の人生にとって大き

な転機となったと思っています。留学に行く前は憧れの気持ち
が強く華やかな留学生活を夢見ていましたが、実際この10ヵ
月は多くの時間を勉強に費やし辛い時間の方が多かったです。
しかし、帰りたいと思ったことは無く、何とかこの状況を打破
しようとがむしゃらに努力して自分で解決する力を得ました。
こうした姿勢は金沢にいたらおそらく得られなかったと思いま
す。もちろん他の国に行った仲間との励まし合いで折れそうな
心を繋いだこともあります。そういうことも含めて一人の人間
として成長できたと確信しています。

また、留学中に就活セミナーにも足を運んでその時接点を
持った企業に来年から就職することにもなりました。

留学しようか悩んでいる人がこの報告書を見ているなら絶対
に行った方がいいと思います。僕はそれだけ留学の価値を信じ
ています。これから留学する方の留学生活が幸多いことを祈っ
ています。頑張ってください！！特にANUは行く人が少ないの
で応募することをお勧めします。

人間社会学域国際学類　御川　奈緒
私は、2019年2月～11月までの約9ヶ月間、オーストラリ

アにあるオーストラリア国立大学に留学していました。オース
トラリア国立大学は、オーストラリアの首都、キャンベラに位
置し、とてものどかな街です。のどかですが、政府の主要機関
がこのキャンベラに密集しているので、政治関係に興味のある
方には絶好の街だと思います。

留学前は、ANUが派遣留学生に要求しているIELTSのスコ
ア：Overall 6 .5（各セクションで6.0以上）という条件を満
たすため、プレッシャーとの戦いでした。とにかく大学側が要
求するスコアを満たすことが重要ですので、スコアをとるのは
早ければ早い方がいいと思います。あとは、スピーキング力を
もっとあげてから留学すればよかったなと後悔しています。海
外の大学では、日本のようなレクチャーとディスカッション中
心に行われるチュートリアルという形態があります。チュート
リアルでは発言しないと出席点がもらえないこともあるので、
スピーキング力をあげること、ディスカッションにある程度慣
れておくことは必要だと思います。
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オーストラリアは、夏になるととても暑くなり、太陽の光が
日本と比べ物にならないくらい照りつけているので、日本から
日焼け止めを持っていくこと、サングラスをすることは紫外線
から身体を守る意味でも必要でした。また、留学に来る前に、
大学から1番近いスーパーを事前に調べておくと初日に戸惑う
ことはないので良いかもしれません。また、どのような授業が
あって、どれを取りたいのか、日本にいる時からシラバスを見
てある程度目星をつけておくことも大切だと思います。

ANUでは、主にジェンダー学と、映画研究の授業を取ってい
ました。ANUは、アジア・パシフィック地域に特化した研究
を行っていることでも有名なので、ジェンダー学の授業では、
アジア・パシフィック地域に存在するジェンダー問題に特化し
た授業を受けることができました。これは日本では受けられな
い授業だったので、とても良い経験となりました。また、映画
研究の授業では、実際に週に1回1本の映画を観て、それに関
する研究をしていました。実際に映画の中の1シーンを切り取
り、それについてディスカッションすることでそのシーンがど
んな言外の意味を持つのかということを主に学んでいました。
ANUの特色としては、オーストラリア唯一の国立大学として
質の高い教育を受けることができることにあります。また、学
生も遊ぶ時と勉強に集中する時のメリハリはしっかりしている
ので、自分自身気を引き締めることができました。授業外の活
動としては、ANU内のジャパンクラブと歌舞伎クラブに所属
していました。ジャパンクラブでは、日本語を学んでいる現地
学生や、日本からの正規留学生、交換留学生と交流することが
できました。ジャパンクラブは定期的にとても楽しいイベント
を開催しているので、これから留学しようとしている人には是
非ジャパンクラブに顔を出すことをお勧めします。また、歌舞
伎クラブでは、年に1回歌舞伎を上演します。この歌舞伎は、全
編日本語で行われ、役を演じたい人、バックステージとして参
加したい人、歌舞伎に興味がある人、このクラブを通して友達
を作りたい人などには有意義なクラブ活動となると思います。
歌舞伎の本公演は、私の留学生活の中で最も印象深いものとな
りました。また、私は学内の寮に住んでいたので、寮で開催さ
れるイベントや寮対抗の合唱コンクールなどに参加しました。
寮内の学生同士の結びつきがとても強いので、寮生活となる人
には、そういったイベントなどに参加することも強くお勧めし
ます。

留学中の苦労は、なんといっても、自分の伝えたいことが英
語で正確に伝わらなかったことでした。自分の意見はしっかり
持っているのに英語で伝える術を知らなかったので、ディス
カッションの際に黙ってしまうことがありました。これに関し
ては積極的に現地の学生と交流し、自分の英語力をあげること

で克服することができました。授業に関しては、今まで聞いた
こともない単語がたくさん出てきます。日常会話では使わない
ような専門用語が出てくるので、出てくる度にノートなどにメ
モし、語彙力をあげていくことが大切だと感じました。また、
現地の方は英語力の上手い下手ではなく、私自身の意見を重要
視してくれているように感じました。たとえネイティブのよう
に話すことができなくても、自分の意見をしっかり持ち、それ
を伝えようとする意志さえあれば生きていくことができると思
います。人と比べて自分の英語力はまだまだだ、などと気に病
みすぎることがないようにしてほしいです。

私は、ANUにおいて、英語もまだまだだった私を支えてく
れた友達や、ジャパンクラブのメンバーにとても感謝していま
す。この経験から、金沢大学にいる留学生のチューターをする
など、生活面や勉強面のサポートをしたいと思っています。

就職活動に関しては、留学中、8月にシドニーで行われた
キャリアフォーラムに参加しました。そこでは、海外大学に在
籍したことのある学生が欲しい日本企業が参加しており、約2
日間という短い期間で内定をいただくことができます。実際、
私もこのイベントに参加したことで1つ内定を頂くことができ
ましたので、留学に行くからといって、就職活動が他より遅れ
をとるなどという心配はする必要がないと思います。逆に、留
学中にこういったイベントに参加することで一足早く内定をい
ただくことができる可能性も十分にあります。

もし、今、派遣留学を希望している方がいて、まだ決めかね
ているようであれば、1つだけ言えることは、留学中、たとえ
苦しいことやしんどいことがあっても、最後に残るのは日本に
帰りたくないという気持ちと留学が楽しかったという気持ちだ
けです。不安を感じすぎず、積極的に派遣留学へ挑戦していっ
てほしいです。派遣留学での経験は今後の人生の経験の中でも
とても貴重な経験となるでしょう。日本では学べない分野を学
び、違う国の友達と交流することで、得られるものはたくさん
あります。また、金沢大学のように整った制度の中で派遣留学
ができるということはなかなかないチャンスです。どうか、こ
のチャンスを逃さずに様々な国へと旅立っていってほしいと思
います。

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　粟村　有未

はじめに
私は大学3年の終わりの2018年2月から11月まで、シド

ニー工科大学（UTS）に留学していました。UTSはシドニーの
中心部にメインキャンパスを構え、幅広い分野の学部を持つ、
オーストラリアの中でも比較的新しい大学です。私はUTSでの
留学を通して、自身の成長や、多くの人との出会い、経験など
様々なものを得られたと感じています。帰国してからかなり時
間が経ちましたが、今でもあの頃に戻りたいと思うくらい、私
にとって留学生活はとても有意義で楽しいものでした。この報
告書がこれから留学に行く人にとって少しでも役に立てば嬉し
いです。

留学前
私がシドニーへ出発する前に力を入れたことは2つありま

す。1つ目は英語力の向上です。私は中学生のころから英語が
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好きで、留学を強く望んで国際学類に入学しました。憧れの長
期留学を実現するために、IELTS、TOEFL対策の授業を受講し
たり、友人が立ち上げてくれたライティングの勉強会に参加し
たりして、英語の勉強には特に力を入れました。実際に留学を
終えてみて、留学前にどれだけ語学力を身につけていけるか
で、留学の質や充実度は大きく変わるなと感じます。私はもう
少しリスニングの力を付けてから行くべきだったかなと少し後
悔しています。

2つ目は、自分が留学へ行く意味や目標をきちんと把握して
おくことです。私は外部の奨学金を頂いて留学していたのです
が、その奨学金に応募する際、自己PRや留学計画のプレゼン
テーションを行いました。そこで改めて、留学に行って成し遂
げたいこと、留学を通してどういう風に成長した自分になりた
いのか、などを考え直すことが出来ました。そういった経験も
自分の留学のビジョンを明確化するという点でとてもいい機会
になったと思います。

シドニー工科大学（UTS）
UTSはとても多くの留学生を受け入れており、多様な国籍

や文化をもつ学生と共に学ぶことが出来ます。また、Buddy 
Programというものを行っており、ローカルの学生と留学生を
大学側がバディとしてマッチングし、お互いに連絡を取り合っ
て会うことが出来ます。私もその制度で知り合ったバディと週
に1回は会って会話やお茶を楽しんだり、そこから交友関係を
広げたりすることが出来ました。このほかにもUTSでは留学生
向けの様々なサポートやイベントが充実しており、授業がない
時でも暇をすることなく過ごすことが出来るので、魅力的だと
思います。また、日本に興味がある学生と交流できるサークル
もあり、私はそこで開講される日本語クラスで先生として授業
も行いました。UTSはこのように留学生へのサポートも充実し
ていますし、アジア圏からの学生も多いので、日本人留学生に
とって安心して留学できる大学だと胸を張って言えます。

生活
留学前、私はオーストラリアに対して、「多様性があって治安

のいい国」というイメージを持っていました。そして、いざ暮
らしてみると本当にその通りでした。様々な人種の人々が共生
し、お互いに干渉はせず、受け入れあって暮らしているように
思いました。そういった面でも日本との違いを感じ、素敵だな
と感じました。また、留学中は同じ寮に住んでいたフラットメ
イトや友人にたくさん助けられ、留学前に想像していた困難や
辛い経験を、私
は全くすること
なく帰国し、本
当に恵まれてい
たな、と感じま
す。

シドニーの中
心に大学がある
こともあり、物
価は高く、外食
などをすれば日
本よりお金はか
かりますが、そ
れ以外の面にお
いてはシドニー
での留学はおす

すめできることばかりです。

最後に
私自身、社会に出る前に長期留学を経験できたことは、自分

にとってとても大きな強みになったと思います。就職活動でも
アピールポイントになりましたし、今後の人生においてもきっ
と活かすことのできる貴重な体験だと思っています。金沢大学
は派遣留学のサポートも整っていて、私も留学前からとてもお
世話になりました。もし、留学を迷っている人がいたら、短期
留学からでもぜひ挑戦してみて欲しいです。応援しています。

人間社会学域国際学類　安達　優花
私は2019年2月から7月までオーストラリアのシドニー工

科大学（UTS）に留学していました。オーストラリア最大の都市
シドニーはとても国際色の強い街で、金沢とは大きく異なる環
境での生活を経験することができました。

留学前
留学の主な目的は観光学を学ぶこと、多文化社会のオースト

ラリアで日本を客観的な視点から見ることで日本の魅力を再
発見することでした。UTSで学部の授業を履修するためには
IELTS6.5を取ることが必要だったので、問題集を使って勉強
しました。スコア取得後も、オーストラリア英語に対する不安
があったのでBBCやTED、YouTubeなどを利用してイギリス
系の英語に少し耳を慣らしました。また、観光学に関する授業
を履修すると決めていたもののこれまで専門的に学んだことが
なかったので、日本語で書かれた観光学の教科書を購入して事
前に基礎的な知識を学びました。

渡航の1年前にはトビタテ留学JAPANの奨学金に応募しま
した。選考を通過することはできませんでしたが、自分の留学
の目的を一度言語化し他の方に評価してもらうことができたの
で挑戦してよかったと感じています。

授業
私は観光学の授業を2つとサウンドクリエイトの授業を1つ

履修していました。金沢大学での専門とは大きく異なることを
していたので授業を理解するのは大変でした。特にサウンドク
リエイトの授業では本格的な機材や編集ソフトを使わなければ
いけなかったので、何をしたらいいのか分からず取り残されて
しまうようなこともありました。しかし、先生や周りの学生に
助けを求めればみんな親切に手伝ってくれたので、勇気を出し
て分からないことは分からないということが大切だと思いまし
た。大量のリーディング課題やレポート、グループワーク、テ
ストなど全て英語でこなすのは大変でしたが、全てやり切った
今は達成感と自信を感じています。

日常生活
UTSの寮には様々なタイプがありますが、私はYuraの6人

フラットで生活していました。個室はあるのですがキッチンや
シャワーなどは共同でした。一緒に料理を作ったり、映画を見
たり、互いの国について話したり、日本語を教えたり、休日には
出かけたりして、フラットメイトたちとは本当に楽しい時間を
過ごしました。英語で話したり他の国について学んだりする機
会を得られましたし、大切な“第二の家族”に出会えたのでシェ
アフラットを選んでよかったです。

週末には街へ散歩しに行くことが多かったです。オーストラ
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リアはマーケット文化が盛んで、アクセサリーや雑貨、自家
栽培の野菜、手作りのお菓子など様々な商品が売られており、
見ているだけで楽しめます。また、美術館や博物館は無料で
入れるところが多いので是非いろいろ周ってみてほしいです。
Town Hall周辺では路上アーティストがダンスや歌、大道芸な
どのパフォーマンスを行っています。世界遺産のオペラハウス
も電車で行けばすぐですし、歩いていくこともできます。シド
ニーは音楽や芸術に溢れていて、建築物もおしゃれなので何度
同じ道を歩いていても飽きませんでした。

イベントへの参加
大学の周辺では数多くのイベントが行われていたので、興味

のあるものには積極的に参加するようにしていました。毎週開
催されている英語と日本語のランゲージエクスチェンジや日本
文化を広めるイベント「Matsuri」でのボランティア、UTSから
日本の大学へ留学する人に向けてのオリエンテーションへのボ
ランティア参加などを通して、日本に興味のある現地の人々と
交流し様々な観点を知ることで留学の目的を達成しようと努め
ていました。特に印象に残っているのが尺八ワークショップで
す。私は金沢大学の部活動で尺八をしていて留学先でも演奏で
きる機会を持ちたいと考えていたので参加を決めました。オー
ストラリアで日本の伝統楽器を演奏している人たちと交流でき
たことは非常に貴重な機会でした。Facebookのイベントペー
ジでは周辺で開催されるイベントをチェックすることができる
ので、どんどん参加してみると人との繋がりも広がって面白い
と思います。

留学を振り返って
渡航前は半年なんてあっという間に過ぎてしまうと思ってい

ましたが、特に最初の1ヶ月は1日1日が長く感じられて、「日
本に帰りたい」と嘆いていました。日々新しい出会いや発見に溢
れていて充実していましたが、やはり慣れた文化や日本の友達
が恋しかったです。とは言いながらも、毎日がとても刺激的で楽
しく、新しい視点や価値観を学ぶことができました。特に食文化
の多様性についての関心が深まりました。多文化社会のオース
トラリアには多国籍のレストランがあるだけでなく、ベジタリ
アン・ビーガンやハラール対応のメニューが用意されているこ
とが当たり前で、どんな食文化を持つ人もレストランでの食事
を楽しむことができます。このことがとても印象的だったので、
将来は日本でも異なる食文化に対する理解が深められるような
環境づくりに貢献したいと考えています。また、留学先で助けて
くれる現地の友達のありがたさを実感したので、留学生の生活
や学習をサポートしてあげたいと思っています。

授業内容は大変でしたが授業時間は金沢大学で授業を取って
いたのと比べたら短く、時間的余裕はあったので、自分の将来
のことやこれまでのこと、自分自身のことについて振り返るこ
とができた半年間だったとも感じています。苦労もありました
が、シドニーを留学先に選んでよかったです。

人間社会学域国際学類　小野塚　光

はじめに
僕は3年生が終わる2018年2月から12月までの間シドニー

工科大学に留学しました。シドニー工科大学はシドニーの中心
部にある総合大学です。工科大学という名前ですが、実際には幅
広い学部を有し、世界中から多くの留学生を受け入れています。

どうしてオーストラリアに留学したの？
僕が留学をした理由は2つです。1つは「英語でディスカッ

ションできる力をつけること」、そして「多様性のある中での生
活経験を得ること」です。オーストラリアはその2つの目標を
達成できるだけでなく、学習環境・生活環境として過ごしやす
いという点で選びました。

留学の事前準備に関して学習面と生活面の両方の視点から以
下に簡単にまとめます。

〈学習面〉
留学に際して英語の試験で必要スコアを取る必要がありま

す。基本的にはTOEFLもしくはIELTSを受けます。どちらも
25,000円から30,000円と受験料は高額であり、金沢では試験
の開催頻度が他の都市部に比べると少ないため計画的に受験す
る必要があります。僕の場合はIELTSを1年半ほどの間に10回
程度受験し必要スコアを取得しました。

IELTSの勉強方法に関しては、試験問題を数多く解きました。
特にライティングは模範解答を模写しそこから使えるフレーズ
を覚えました。スピーキングはシャドーウィングと独り言で鍛
えました。YouTuberのATSUさんという方の勉強法を参考に
したのでよかったら動画を見てみてください。

〈生活面〉
僕は大学の寮に住みました。オーストラリアは物価が高く、

寮費も月8万～10万円程度掛かります。寮のメリットは、多く
の留学生と知り合う機会があり、イベントが数多く開催されて
いるため国際交流の機会が多くあることです。UTSから寮の案
内を受け取り次第、できるだけ早く申し込むことをおすすめし
ます。世界中から留学のために渡豪する人との争奪戦になるた
め、早く申し込みをしないと自分の希望の部屋に住むことがで
きなくなってしまいます。

加えてお金関連の準備です。奨学金に関して、自分はJASSO
の奨学金を月約7万円受給していました。月の支出が6万から
10万円程だったためそれだけでは足りません。事前に貯金する
ことをおすすめします。また基本的にクレジットカードが使え
るので渡航前に日本でカードを作っておき、留学先に持参する
といいと思います。

留学中どんなことができるの？
自分の専門である国際関係論に関連する授業に加えて、マー

ケティングの授業を受講しました。授業は多くのリーディング
課題が出され、ディスカッションベースであることが特徴で
す。UTSは様々な学部があるため自分の興味に合わせて授業を
取ることができます。

オ
セ
ア
ニ
ア



19

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

授業そして生活面を通して心掛けたことは「自分から仕掛け
ていくこと」です。授業では発言の機会を多く与えられるため
授業毎にに必ず一回は発言することを徹底しました。生活面で
もUTSが持つ数多くのsociety（サークルのようなものです）に
参加しました。
※ Societyに関してはO dayという全てのsocietyが集まるイ

ベントがあるのでそこで探すといいです。
Uni Gamesというオーストラリア中の大学が集まるスポー

ツの大会では、UTS野球チームの一員として大会3位に輝くこ
とができました。僕はキャッチャーとして出場し、チームメン
バー一人一人と関わり非常に有意義な時間を過ごしました。

その他に、アルバイトも経験しました。日本人が少ないアル
バイト先を選ぼうとローカルのお店を探しましたが中々見付か
らず、見つかっても採用してもらえなかったため、日本人のい
ない日本食レストランで働くことにしました。留学中はとにか
く英語環境にこだわりました。

また、日本人が経営する留学エージェントでブロガーとして
インターンシップを経験しました。ブログでは生活情報や大学
生活についての記事を執筆し、これから渡豪する人に向けて役
立つ情報を発信しました。ブログを書くことを通して、デザイ
ンやどんな言葉でSEOを狙うかなど戦略的なことまで学びま
した。
※ アルバイト、インターンシップ共に「日豪プレス」、「Jams.

TV」にて探しました。
「自分から仕掛ける留学生活」をテーマに活動した結果、学習

面と生活面ともに様々な経験をすることができました。

帰国後の就職活動に留学はどう生きるの？
2019年1月に帰国してから本格的に就職活動を開始し最終

的には大手IT企業に内定を頂きました。留学経験を就職活動で
どのように使うのかという点ですが、留学中の経験をきちんと
語れるようにすることが最初のステップになると思います。留
学で直面した困難をどう工夫して乗り越え、何を学んだのかを
言語化しておくことが大事です。企業の人事担当者は「この学
生が会社で活躍して利益を出せるポテンシャルがあるか」を見
ています。そのポテンシャルを図る判断材料として留学中の困
難を乗り越えた経験を話すと効果的だと思います。

今後の方針は？
帰国後も継続して英語のブラッシュアップを目指していま

す。英会話スクールの受付アルバイトを始めたほか、英検1級
取得に向けた勉強など、留学中に身に着けた英語も使わないと
衰えてしますので、継続的に英語に触れることが重要です。

2020年4月からは内定先の企業での社会人生活をスタート
させますが、その会社では英語が公用語となっているのでそれ
まで英語のブラッシュアップと、時間を有効に使って資格試験

（英検と簿記）の勉強をしようと考えています。

最後に
留学したいと思ったらまず親に伝えましょう。留学はお金が

掛かるので親の力無しでは中々難しいと思います。その後、ど
この国に行きたいか、具体的に必要書類やビザを取得する期間
はどれくらいかを並行して考えていきましょう。準備段階で苦
労することが多々あると思いますが、全ては留学先での充実し
た生活を得るためです。先生、仲間と共に積極的に動き、ぜひ
留学を勝ち取ってください。応援しています。

人間社会学域国際学類　道中佑佳子
私は、2018年の3月から12月まで、オーストラリアのシド

ニーにあるシドニー工科大学（UTS）に留学していました。シド
ニーという都会の中心部に大学があるため、さまざまな国と地
域から人々が集まり、都会ならではのイベントにも参加するこ
とができるので、いろんな文化に触れてみたい、楽しいことが
好き、という方にはおすすめの場所です！

留学前
私がオーストラリアを留学先に決めたのは、世界の共通語で

ある英語が使われている国であること、そして、専攻で学んで
いる日本語教育が盛んである国であったことが理由です。

私はもともと英語があまり得意ではなかったのもあり、留
学前はIELTSのスコアを基準のスコアに上げるのに苦労しまし
た。しかし、留学先に行ってから英語のレベルを上げようと思
うよりも、留学前に英語の力を伸ばしていた方が、留学先で苦
労することも少ないと思うので、これから留学を考えている方
は、大変だとは思いますが日本での勉強を頑張った方が留学も
より楽しめると思います！

それから、留学前の準備には、ビザの取得や書類の提出など
することがたくさんありますが、私が皆さんに1つ気を付けて
ほしいことは、住む場所の確保についてです。私は、留学中は寮
に住もうと考えていたのですが、特にシドニーは物価が高いの
で、安い部屋は早めに埋まっていき、私が申し込む頃には高い
部屋しか残っていなかったので、締め切りに関わらず、すぐ手
続きを済ませておくことをお勧めします。寮だけでなく、シェ
アハウスやホームステイなども自分で探してみるのも一つの手
かもしれません。

生活
最初にも述べたように、UTSは都会の中心部にあるため、交

通の便がよく、オペラハウスのような観光地もあれば、海や山
などの自然、日本ではあまり見かけないマーケットもたくさん
あり、休日にいろんな場所を訪れることができます。

私の住んでいた大学寮は、初めはGumalという寮の3人部
屋、後期はBulgaの6人部屋でした。寮でのルームメイトとは
濃い時間を過ごすことができましたし、寮でイベントもたくさ
ん開催されるのでそれをきっかけに、友人を作ることができま
した。

また、アジアンスーパーも近くにあるので、家で日本食も作
ることができますし、シドニーはいろんな人々が住んでいるの
で、外では世界各国の料理を（安くはないですが）気軽に楽しむ
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こともできます。

授業
私は、Australian Language and Culture Course （ALAC）

という授業を受講していました。そこでは、英語での会話やラ
イティングに重点を置いた授業もあれば、英語でオーストラリ
アの問題についてディスカッションやプレゼンをする授業もあ
りました。授業数もそんなに多くないので、残りの時間を有意
義に過ごすことができます。

日本語教育
特に、私は専攻が日本語教育ということもあって、日本語を

教える経験をたくさん積みたいということで、日本語教育に関
連する活動を空いた時間にしていました。

UTSにあるJASSというサークルでは、日本語授業を初級か
ら上級までを、日本人が先生としてUTSの学生に教える活動を
行っています。JASSでは他にも日本に興味のある学生たちと
いろんなイベントを行っているので、友達も作りやすく、楽し
い時間を過ごすことができます。

その他にも、UTSの日本語クラスにお邪魔させていただいた
り、長期休みには現地のスクールでインターンシップ生として
日本語教師のサポートをしたりして、現地の人々と交流するこ
とができました。

これから留学を考えているみなさんへ
留学は楽しいこともたくさんありますが、大変なこともあり

ます。実際、私は英語があまり得意ではなかったことで、コミュ
ニケーションがうまく取れず、苦労することもありました。で
も、そんな中でも優しく接してくれる人、仲良くしてくれる
人、いろんな人と出会うことができました。留学中は自由にで
きることが多い分、自分から行動しないと何も起きません。で
も行動すれば、きっといい出会いが待っていると私は思ってい
ます。ぜひやりたいことを見つけて、素敵な留学を過ごしてく
ださい！

オーストラリア

ニューイングランド大学
人間社会学域人文学類　荒木　璃沙

私は2018年2月～10月までの8ヶ月間、アーミデールとい
う町にあるニューイングランド大学に留学しました。アーミ
デールはシドニーから飛行機で1時間半ほど場所にあるのどか
な田舎町です。気さくな人が多く、自然豊かでリラックスして
暮らせる場所だと思います。オーストラリアですが海がなく、
冬は意外と寒いです。

留学前
私が留学したいと思った理由は英語が話せるようになりた

かったからと海外で生活してみたかったからです。長期間海外
に滞在するのは時間のある大学生のうちしかできないと思い留
学に行くことを決めました。

留学する前にしておけばよかったと思うことは、同じ大学に
留学した先輩に話を聞くことです。その方が現地の状況を前
もって想像しやすく、準備も場所に合わせたものができると思
います。

留学中
授業では言語学や平和学、インドネシア語を履修しました。

現地の大学1年生が取るような基本的なレポートの書き方の授
業も受けました。私は英語でのレポートの書き方をしっかりと
学んだことがなかったので、基礎的な内容のこの授業はとても
役に立ちました。1学期間で週3～4コマの授業を取ることに
なっていて、日本の大学と比べて1コマの授業時間や課題など
が重い印象でした。そのぶん深くひとつの内容について学ぶこ
とができます。授業で大変だったことは、意見を求められる機
会が多いことです。初めは授業についていくことで精一杯でな
かなか自分の思っていることをうまく話すことができませんで
したが、日々の生活や勉強で徐々に英語に慣れていきだんだん
と意見を言えるようになりました。また、日本の文化や一般的
な考え方などを聞かれることも意外と多かったので留学にいく
前に日本について勉強していくといいかもしれません。

課外活動では、バドミントンとバレーボールの活動に参加し
ていました。留学生活が始まったばかりの頃は言葉の壁に悩ま
されましたが、スポーツでは簡単な会話しかしないので話す練
習にもなり、活動を通して友だちをつくることもできるので留
学生活に慣れるにはすごくいい方法だと感じました。スポーツ
に限らず、あまり会話を必要とせず気分転換になる活動に参
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加することをおすすめしたいです。他にもEnglish Speaking 
Circle、日本文化部の活動などに参加しました。

学期の間には2週間ほどの休みがあり、色々なところに旅行
に行くことができました。

アーミデールについて
アーミデールは本当に小さな町で娯楽もほとんどありません

が、特によかった点が3つあります。1つめは周りの人と仲良く
なれることです。個人的な意見ですが、小さな町である分、同
じ人と会う機会がたくさんあり関係を築きやすいと感じました。
私はもともとあまり積極的な性格ではなく、留学に行った時も
思うように行動できないことがありました。それでも友だちを
作って楽しく留学生活を送ることができたのはコミュニティが
大きすぎず、話しかけてもらいやすかったり誘ってもらいやす
かったりする環境によるものも大きかったと思っています。

2つめは日本人留学生がそこまで多くないことです。私が
行っていた頃は大学に日本人の留学生が全員で5～6人しかい
ませんでした。そのためせっかく留学したのについつい日本語
をたくさん話してしまう、ということがありませんでした。

3つめは自然が豊かなところです。野生のカンガルーがその
辺りを跳んでいて、運が良ければコアラも見ることもできるの
でオーストラリアらしい景色を楽しめます。緑豊かで、秋は紅
葉がとても綺麗です。

最後に
留学をして英語がすごくできるようになったかといえば正直

微妙ですが、話すことへの抵抗はなくなったと感じます。
留学生活は毎日楽しいことばかりではありませんが、行かな

ければよかったと思ったことはありません。大きな理由がなく
ても少しでも行ってみたいという気持ちがあるなら、ぜひ留学
してみてください。

人間社会学域国際学類　志村　朱理
私は2018年3月～10月までオーストラリアのニューイン

グランド大学（以下UNE）に留学していました。UNEはシド
ニーから電車で8時間ほどのアーミデールという町にありま
す。オーストラリアといえば海のイメージが強いですが、アー
ミデールの周りには山が多く季節によって変わる植物を楽しめ
る自然一杯の所です。野生のカンガルーやコアラに出会うこと
も。そんなアーミデールは人口23,000人程の小さな田舎町で
すが、大学があることもあり53か国から人が集まっているとて
も国際的な町でもあります。アーミデールの人たちはよく「何
にもない町だよ！」と言います。確かに、本当に、何もないで
す。しかし、留学生活を振り返ってみると、何もないからこそ
人と人との繋がりが強く、より深く現地の人と関われたように
感じます。そんなアーミデールでの生活に少しでも興味を持っ
てもらえたら嬉しいです。

留学前の準備
初めに、英語圏の大学に留学するにはIELTSやTOEFLでスコ

アを取る必要があります。派遣先大学の基準スコアに満たない
と取れる授業に制限が掛かったり、語学学校に通うことになっ
たり、思うような留学にならない可能性があります。ですから
要求されているスコアを取るのは留学の機会を最大限に生かす
ためにとても大事なことです。しかし、そう簡単にスコアが上
がる訳でもなく、試験料も高額なので何度も受けられないとい

う難しさがあります。留学に行った人が口を揃えて「前もって
計画的に勉強を始めたらいいよ」と言っているのはこういう理
由からです。

それ以外の準備としてはその地域のスラングを調べたり、会
話で使う表現を勉強したりしておくといいと思います。英語の
勉強というとどうしてもテストのための勉強になってしまいが
ちですが、コミュニケーションツールとしての英語はテストの
勉強では身に付きません。それを忘れると、友達との会話が分
からない、または言いたいことが言えない、など現地で困って
しまうと思います。映画やYouTubeの動画を見ることは楽し
く学べておすすめです。

留学中の活動について
前期はUNE附属の語学学校に通い、後期はUNEで宗教学、異

文化間でのコミュニケーション、英語の言語学の3つの授業を
取りました。語学学校の授業はそれほど大変ではありませんで
したが、後期からの大学の授業は専門の授業を現地の学生と一
緒に英語で受けるわけなのでついて行くことに必死でした。予
習復習を心掛け、分からない所は友達に聞くようにしていまし
た。私は彼らの日本語の質問に答え、彼らは私の英語の質問に
答えるという形でいい勉強のパートナーだったと思います。勉
強だけでなく一緒にボードゲームをして遊んだり、文化につい
て教えてもらったり留学中に一番お世話になったメンバーです。

授業以外では「人と関わる・話す」ことを大切にしていまし
た。もちろん授業の予習復習・レポート課題なども必死に取り
組んでいましたが、正直そういう机での勉強だけをするのは
もったいないと思い、できる限り色々な活動やパーティーなど
人が集まる所に参加してたくさんの人と交流するようにしてい
ました。そうすることで様々な価値観を知ることができ、「みん
な違ってみんないい」を最大限に感じることができました。

留学に悩んでいる皆さんへ
留学に行くかどうか迷っている方、迷っているのならぜひ留

学に行くことをおすすめします。留学へ行ったことで語学力が
ついたことはもちろんですが、それ以上に行動力・度胸がつい
たと思います。留学へ行く前までは何かに迷った時、大抵は何
かしらの理由を付けて「しない」選択を選んで後になってやって
いればよかったと後悔することが多かったです。しかし、今は失
敗してもいいからやってみようと思えるようになり、新しい場
所にもどんどん飛び込んでいけるようになりました。留学しな
ければこんな風に変わることができなかったと思います。後輩
の皆さん、自信がない人こそ思い切って留学してみてください。
きっと自分の中で何かが変わると思います。応援しています。
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ベルギー

ゲント大学
人間社会学域人文学類　中野目優奈

Hoi! みなさんこんにちは、2018年9月から翌年2月まで約
6ヶ月弱、ベルギーのゲント大学に派遣留学していた中野目で
す。私自身何度も出席した報告会や説明会、何度も読み返し
たこの派遣留学報告書がどれだけ皆さんの頼りとなりモチベー
ションになるか理解しているつもりですので、少しでも皆さん
の不安を拭い去り留学に進んで貰えるように貢献できればと思
います。入学した頃から留学したいなあと考え、4年時にやっ
と実現できたので、周りのみんなよりも遅い留学だったのです
が、だからこそ多くの人の目に留めて頂けたらと思います。

ゲントでの生活について
多くの人が書いているでしょうが、ゲントは本当に素敵な街

です。中心部に行けば尖塔を備えた大きな教会や細かな装飾が
施され荘厳な雰囲気の市庁舎、石畳の道におしゃれなレストラ
ン、カフェ、ケーキ屋さん…と外国ときいてヨーロッパをまず
思い浮かべる人にとって憧れる要素が完璧に詰まった都市だと
思います。また、キャンパスの横を流れる運河沿いの並木道か
ら周辺部を訪れると、移民の方々のコミュニティがあり雰囲気
が違っていたり、学生の街と言われるだけに、充実した図書館、
点在するキャンパス、沢山のバーとケバブやfrietje（フレンチ
フライ、ベルギーが発祥！）のお店等など、そんなに広くはない
街ですので、少し散歩に出るだけで色々な発見が出来ること間
違いなしです。

そんなゲントで、私はCanterburryという寮に入っていまし
た。一人一部屋与えられ、トイレ、シャワー、ベットと机、椅
子が付いています。共有キッチンが各フロアに置かれ、他学生
との良いコミュニケーションの場になっています。私は寮で初
めての友達とこのキッチンで知り合うことができ、食事をとり
にふらっと訪れた際、偶然話をして盛り上がり仲良くなること
も度々だったので、皆さんも現地では外食ばかりより料理する
ことをお勧めします。ランドリールームも共有です。実はここ
も自然と他学生と出会うことになる場です。寒くなってきた時
期、暖かいランドリールームで30分程初めて会った子と立ち話
をすることなんかもあり、学生が自由に勉強や集会に使えるコ
モンルーム含め、寮は出会いに溢れているので、早めに申し込
みをして寮に入るのが得策です。

大学での学びについて
留学生のみが取れる、留学生用の科目というのは、ほとんど

なかったように思います。ですが英語で開講されている科目に
はやはり留学生が多かったですし、そこに正規の学生も出席し
ているという感じです。多くのコース、科目があり、準備の段
階ではその中に迷い込んでしまうかもしれませんが、ひとつひ
とつシラバスを見て、内容やbachelor向けかmaster向けか、
何年生向けかをチェックすることは勉強にもなりますし、準備
期間があるので、その間に気になるものに出席し、話を聞い
て、できればその場で一人でも相談できる友達を作ると良いと
思います。授業スタイルは、教授がレジュメをしっかり用意し
てくれて自力のノートテイクは必要最低限で良かったhistory 
of Japan、ハンドアウトに書き込みをしながら、適宜問題を解
きながら進められるEnglish grammar、多くの事前配布資料や
教科書を読んだ上で出席し、スライドを使った講義と、最終的
に講義の録音を配布して下さったEnglish literatureなど、実に
様々です。人によっては日本での学びに比べ始めは全て大変に
感じることも多いと思いますが、最初が肝心なので、出席して、
話を聞いて、教科書を買って、なんとか食らいついて、慣れて
きて少し落ち着ける、という心構えが大切です。困った時は一
人で抱え込まず、先生や友達に相談する、カフェテリアや図書
館、寮のコモンルームなど人の集まるところで勉強すると良い
と思います！

その他の学生生活
ゲント大学には日本語を学ぶ学生の会「友の会」というのがあ

ります。その学生たちとは講義やキャンパス、よく集まるバー
で何度も交流する機会があります。始めのカクテルナイト、ハ
ロウィンパーティ、映画鑑賞会、カラオケ大会、クリスマスマー
ケット巡りにクッキングイベントなど1ヶ月に一度は何か楽し
みがあると思います。日本の文化や日本語を学んでいる学生さ
んたちなので、話のきっかけを作るには困りませんし、一度で
もいいので参加してみるといいかもしれません。ですが日本人
だからといって必ずしも彼らのコミュニティに所属しなければ
いけない訳ではなく、人によってはクラスや寮で仲良くなった
友人とよく一緒にいる子もいましたし、ゲントは留学生も多く

（寮だけでも3、4つ）、寮やクラス等親しい友人を作る機会は
沢山あるので、仲良くなるまでは心配かもしれませんが、自分
の心地よいと思える友人を作るのが一番良いと思います。ま
た、私は現地でできた友人に誘われ、地元の剣道クラブの練習
によく混ぜてもらっていました。そこでは大人の方から小学生
まで交流することができましたし、学生のクラブもいくつかあ
るので、それらを探してみるのもいいかもしれません。

最後に
個人的に大変だった点と、ゲントの経験を簡潔にまとめま

す。まず、食事や生活環境の変化は思った以上に皆さんの健康
に身体的にも精神的にも影響するかもしれないということ。私
は過敏だったかもしれませんが、いつもと違う布団、ガランと
した部屋、暖房やシャワーが弱かったり、冬は朝9時まで真っ
暗だったりという細かな変化で知らず知らずにストレスが溜ま
ることもあります。オランダ語が分からず買い物が難しかった
り、食あたりになってしまったり（私は2度ありました）…そう
いう困った時にはやはり誰かに会って相談するのが一番です。
なかなか四六時中一緒にいられる人は見つけられないかもしれ
ませんが、バディに連絡したり、寮ではコモンルームやキッチ
ンに行くなど、自分から外に出ていくことでいい方に向かうと
信じてください。

また、オランダ語は少しでも勉強しておいたほうがいいかも
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しれません。空港からバスに乗る、地図を見る、買い物する、
何を取ってもオランダ語です！

私は幸い多くの友人を作ることができましたが、それはゲン
トが、留学生の多い大きな大学だったからというのが大きいか
もしれません。初めては英語圏に行きたいと思っていたのです
が、ゲントだからこそ、いろんな国籍の人が英語で話すのを聞
くことができ、相手も理解をもって話を聞いてくれている感覚
が常にありました。留学は生き方を考えるきっかけにもなり、
準備期間含め成長に繋がらないことは何もありません。この
機会に本当に感謝しています。私は3年冬に申し込みをしたの
で、皆さんも遅くはありません。試験を受けて、情報を集めて、
良い留学にして下さいね。

人間社会学域国際学類　山口　はな

はじめに
私は2018年9月～2019年2月までの5ヶ月間、ベルギーの

ゲント大学へ留学していました。私が留学を決意した理由は2
つあります。1つめは、学生時代に海外で留学するという経験
をすることは、必ず自分に新たな価値観や未来を与えてくれる
と考えたからです。2つめは、様々な文化や言語が混じり合う
ベルギーという国に強い興味を抱いたためです。留学中は慣れ
ない環境で苦労も多かったのですが、毎日が新しいことの連続
で非常に良い経験になりました。

留学までの期間の過ごし方
私は2次募集でゲント大学に応募しました。そのため、留学

が決まったのは3年生の3月でした。留学は9月からでしたの
で、留学が決定した時点で残り半年となっていました。そこか
ら急いでビザ取得のための情報収集を行いました。ビザ取得の
ためには、多くの書類が必要ですので、早めに情報収集を始め
るのが良いと思います。また、私は英語学習のモチベーショ
ン維持のため、毎月TOEICを受験していました。もちろん、
TOEICの点数が伸びたからといって英語が出来るようになる
訳ではありませんが、英語力を測る指標を持ち、モチベーショ
ンを維持することはおすすめです。（余談ですが、ヨーロッパで
TOEICを受験するのは日本の倍ほどの値段がかかります。）ま
た、長時間のフライトになるため、良い航空券を早めにとるこ
とも大切です。

留学中の生活
平日は毎日1～2コマの授業がありました。1コマの時間が

2時間半～3時間程度と長く、予習・復習・宿題とすべきこと

が非常に多かったです。外食は非常に高く、基本的には自炊を
していました。私は、大学の寮で暮らしていたのですが、キッ
チンは共用で、同じフロアの留学生との交流の場となっていま
した。また、留学中は楽しいことばかりではなく、自分の英語
力の低さや、文化の違いに直面するなど、落ち込むことも多く
ありました。しかし、そういう時は日本にいる家族や友人と電
話をしたり、一緒に留学している日本人の友人に話を聞いても
らうことで乗り越えていました。また、ベルギーはヨーロッパ
の心臓と呼ばれるくらいに、他国へのアクセスが良いです。

最後に
5ヶ月間という短い期間ではありましたが、異文化の中に身

を置き生活することで、ここには書ききれないほど多くの興味
深い経験をすることが出来ました。これを読んでいるみなさん
の中で留学を迷っている方がいれば、是非チャレンジすること
をおすすめします。

人間社会学域学校教育学類　伊藤なつき

はじめに
私は大学入学前から留学に行きたいという気持ちを持ってい

ましたが、どちらかというと留学に行く不安の方が大きくて留
学に行く勇気が出ませんでした。そんな私がなぜ留学に行く決
心がつき、ベルギーという留学先としてはあまり聞きなれない
国に留学を決めたのか、私のように留学に行きたいけど不安と
いう方の力に少しでもなれたらなと思います。

留学の決め手
留学に行くことを強く意識し始めたのは3年生の春でした。

自分の将来を考えたときに、このまま胸を張って頑張ったと言
えることなく卒業したくない、大学生のうちにできることをし
たいと思うようになり、漠然と留学したいと思っていた気持ち
に火が付き、そこから留学に関する情報を集め、英語の勉強を
始めました。

なぜベルギーなのか
ベルギーを志望した理由は2つあり、1つはベルギーの公用

語がオランダ語・フランス語・ドイツ語の3つあるため、第2
言語として英語が発達していることに興味を持ったこと、2つ
目はアジア人が少ないベルギーにおいて自分がマイノリティ側
になることで、自分自身を成長させたいと考えたからです。私
が住んでいたゲントはオランダ語圏に位置し、文字も聞こえて
くる言葉もオランダ語でしたが、英語が通じるので問題なく日
常生活を送れました。

留学中
授業は週に5コマ履修していました。5コマと聞くと少ない

ように感じるかもしれませんが、ゲント大学は1コマが180分
あるため1回の授業で学ぶことが多く、予習や復習、課題を
やっているとあっという間に1週間が終わってしまいます。授
業は講義だけでなくプレゼンテーションやディスカッションも
あるため、現地の学生や他国からの留学生と一緒に準備するこ
ともありました。

ゲント大学にはバディ制度があり、ゲント大学の学生がバ
ディになって勉強面や日常面をサポートしてくれます。私はバ
ディにオランダ語を教えてもらったり、学校生活や日常生活
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で困ったときに助けてもらったりと、とてもお世話になりまし
た。またゲント大学が学期はじめにバディとの交流イベントを
主催してくれるので、それにバディと一緒に参加して交流を深
めました。

携帯電話については私は現地でSIMカードを買い、普段使っ
ている携帯に入れて使っていました。ベルギーだけでなくフラ
ンスやスペイン、ハンガリーなどヨーロッパのほとんどの国で
使うことができたのでとても便利でした。ただ月額の使用GB
が決められているため、使い過ぎるとWi-Fi下でしか使えなく
なるため注意が必要です。

留学中の一番の苦労
私は初めの頃ゲント大学の寮に入ることができず（抽選で落

ちたため）、シェアハウスのようなところに住んでいました。
しかし、家が大学から遠くバス・トイレが共用で大変だったた
め、寮に空きが出るのを待っていました。寮に空きが出たと連
絡をもらったためシェアハウスを出ようとしたらオーナーから
契約違反だから出られないと言われ、なかなか退去できずとて
も苦労しました。もし、大学の寮に入れなかった場合、すぐに
住む家を探すことを強くお勧めします。私は探し始めるのが遅
く、家が決まったのは出発する3週間前でした。

最後に
留学へ行くことを決心するのは簡単なことではありません。

言語も文化も価値観も生活習慣もすべて異なるのだから不安な
ことだらけに決まっています。しかし、文化も価値観も言語も
全く異なるからこそ、毎日が新しい発見でとても新鮮です。大
変なことだらけかもしれないけど、日本にいたら経験できない
ことだし、それを乗り越えたら自分の中の世界がぱあっと広
がっていくのが分かります。一度きりの大学生活、悔いなくや
りたいことをやりきってください。

人間社会学域国際学類　勝原由香子
ベルギーの首都ブリュッセルから電車で約30分、別名「花の

都」とも呼ばれるゲントは中世の雰囲気が残る非常に美しい街
です。街の中心を走る運河は非常に趣深いですし、その近くの
聖バーフ大聖堂は「神の子羊」というキリスト教絵画でも有名で
す。金沢市とは姉妹都市で、街の公園にはひっそりとことじ灯
篭が佇んでいます。ゲント大学は世界大学学術ランキングで
トップ100にも入るような総合大学で、ヨーロッパ中からの留
学生もたくさんいます。私は2018年9月から2019年7月まで
約10か月間をここゲントで過ごしました。

この報告書が皆さんの留学に少しでも役立てば幸いです。

留学前
これまでの人生で外国に行ったり、海外の人と交流したりと

いった経験から、「日本の外側から日本を見ることで、母国で
ある日本への理解を深めたい」という思いが常に自分の中にあ
りました。そんな中、たまたま授業で出会ったゲントからの留
学生が、ゲント大学には日本語コースがあると教えてくれたこ
とが、ゲント大学に興味を持つようになったきっかけです。そ
こから2年次の夏休みに実施された大学の美術研修プログラム
に参加し、プログラムの一環でゲント大学を訪れ、日本語を学
んでいるゲントの学生と交流したことがゲント行きを決意させ
ました。実際に一度行っている分、ほかの大学よりも留学のイ
メージがしやすかったというのもあります。

学内選考に向けて、実際にゲント大学のシラバスを見たり、
これまでの先輩方の留学報告書を読んだりしながら、さらに志
望理由を固めていきました。また留学に必要な英語のスコア取
得に関しては、2年生になってからIELTSに向けて本腰を入れて
勉強し始めました。ELPセンターで開講されている専用の科目
は、ネイティブスピーカーの先生と話す機会があってスピーキ
ングのいい練習になりました。そのかいもあってIELTSのスコア
が比較的簡単に取れ、スコアの面であまり苦労はありませんで
した。しかし、そのせいかゲント大学への留学が決まった後、英
語の勉強をする時間が圧倒的に減ってしまったことは一つ反省
点です。英語はどれだけ勉強してもしすぎることはないです！

留学中
寮は駅から徒歩15分、街の中心地までも徒歩30分と立地の

いい場所にありました。街中に散らばっているキャンパスに
も、徒歩15～30分圏内の場所でした。キッチンのみ共有であ
とは個人の部屋があり、広くて綺麗で快適でした。

授業は1コマ3時間です。これには慣れるまでには結構時間
がかかりました。前期は週に5コマ、後期は4コマ履修しまし
た。講義型の授業だけでなく、授業の中でプレゼン発表した
り、毎週事前に映画を1本見なければならない授業があったり
と、その形式も様々でした。留学生向けの授業というよりは、
正規生と同じ授業のほうが多く、そこで知り合った子たちと一
緒に課題をしたり、日本食を一緒に食べたりもしました。日本
食をふるまう場面は結構多かったので、日本から色々アイテム
を持っていくと役立つと思います。サークル活動には特に参加
していませんでしたが、ESNという団体がスポーツやインター
ナショナルディナーなど留学生向けに様々なイベントを企画し
てくれていたので、それに参加していました。

テスト期間は留学生活の中でも最もハードだった期間の一つ
です。テスト期間の1か月は授業もなくひたすら勉強するのみ
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で、毎日が自分との闘いでした。特に後期は、点数が足りず落
としてしまった単位もありました。その授業は、全く無関係と
いうわけではないものの私の専門とは少し違う分野のものなの
で、その授業を履修したことはすごくチャレンジでした。挑戦
しようと思ったことは自分にとって大きな一歩でしたが、結果
を出せなかったことに悔しい思いが残ります。それなりにベス
トを尽くしたつもりではありましたが、自分の甘さと実力不足
を痛感させられました。

また土日や休暇を使っては旅行していました。ベルギー国内
だけでなく、ヨーロッパ20か国以上をまわったと思います。空
港が2つあってそこからヨーロッパ中に行けるので、とても旅
行がしやすい環境でした。ゲント大学の学生証のおかげで、EU
内の美術館や観光地などは学割を使って安くなったり無料で入
れたりすることが多かったです。

最後に
ゲントで過ごした308日間を振り返って真っ先に出てくる言

葉は「楽しかった！！」です。もちろん楽しいことばかりではなく
しんどい時期もありましたが、ゲントで様々な経験を得た喜び
のほうが大きいです。私はこのゲントへの留学を通して、何か
が劇的に変わったというよりは、自分の中の引き出しが増えた
という風に感じています。たくさんの人と出会い、様々な価値
観や文化に触れたことで、自分の価値観や考え方がより豊かに
なり、人生における選択肢が増えたと思います。留学中の失敗
や辛かった思いも留学という一歩を踏み出したからこその経験
で、決して無駄ではなかったと思います。

何か行動を起こせば、そこから得られるものはきっと多いは
ずです。これから留学に向かっていく皆さんも、実りの多い留
学生活を送れるよう応援しています。

人間社会学域人文学類　中川　奈月　

はじめに
私はベルギーのゲント大学に10か月間留学をしていました。

本当に刺激の多い濃い10ヶ月でした。留学生活は自分の想像し
ていたものとは全く違い、たくさん悩んだ時期もありましたが、
留学を終えた今振り返ってみると、留学して良かったと心から
思います。自
分が留学に行
くか悩んでい
た時期に、留
学報告書を何
度も読み、自
分も留学に行
こう！と思っ
たので、今留
学を考えてお
られる方の背
中を押せれば
と思っていま
す。

ベルギー留学
への経緯

私は中学の
頃から英語が

好きでずっといつか留学したいと思っていました。しかし、勇
気が出ず、ずっと留学を先延ばしにしていました。そして、2
年の夏に「このままでは留学しないまま学生生活が終わる」と思
い派遣留学への応募を決めました。

授業で英語を母国語として話す人よりも、第二言語や外国語
として英語を話す人のほうが圧倒的に多いこと、英語の多様性
について学び、敢えて英語圏ではない国に留学したいと考える
ようになりました。また、ベルギーにはオランダ語・フランス
語・ドイツ語の3つの公用語があることも、日本語しかない世
界で20年間生きてきた自分にとっては、興味深いことでした。
他にも食べ物や気候について考慮し、最終的にベルギーを留学
先として選択しました。

留学中
留学中は自分の英語力のなさに苦しむ日々が続きました。出

国前は、「世界の共通言語は英語やから大丈夫！」なんて言って
いましたが、やっぱり世界の共通言語は英語でした。自分のよ
うな人は少ないと思いますが、留学前にはちゃんと英語の勉強
をしていくことを本気で本気で本気でお勧めします。

〈授業について〉
留学中は週に4～6コマの授業を履修していました。英語の

授業やオランダ語の授業など様々な授業を履修しました。4～
6コマというと少なく感じますが、ゲント大学では1コマ3時
間で、授業のレベルも高いので、それでもなかなかの充実度で
した。座学の授業に限らず、グループワークに取り組んだり、
プレゼンテーションをしたり、様々な形式の授業を履修しまし
た。私の場合、自分のキャパと授業の重さを考えたときに履修
できる科目数が限られていたので、授業内容や評価について
は、事前にシラバスでよく調べるようにしました。また金沢大
学に履修補正期間があるように、ゲント大学でも実際に授業に
行ってから履修する授業を確定することができますので最初の
週はなるべく興味のある授業に行ってみると、履修科目が決め
やすくなるかもしれません。

〈生活について〉
私は10か月間留学生寮に入っていましたが、フロアメイト

のキッチンの使い方・毎日のように朝まで続くパーティーには
中々のストレスを感じました。ただ、バス・トイレは自分の部
屋に備わっているので、プライベートが確保できたのは良かっ
たですし、設備は全体的に充実していたと思います。

学校がない時間は、寮の自習室や図書館、カフェなどで勉強
をしたり、友達と会ったりしていました。大学の関連施設や大
体のカフェではWi-Fiがあったのは便利でした。

留学中はイベントに参加したり、旅行をしたり、友達と遊ん
だり、翻訳をしたりと日本じゃ絶対やらなかったこともたくさ
ん経験することができました。ちなみにベルギーはヨーロッパ
の中心に位置することもあり、ヨーロッパの様々な国へのアク
セスが非常によく、旅行好きの方にはおすすめです。

最後に
留学を少しでも考えている人に伝えたいことは、留学できる

環境にいるのであれば是非挑戦してほしいということです。留
学を考えたときに障壁となるものはたくさんあると思います。
私も実際本当に留学に行っていいのかと何度も悩みました。で
も、留学生活を終えて感じたのは、私にとって留学は、人の話で
聞くより、想像するよりずっとずっと貴重な体験で、成長でき
る機会に溢れたかけがえのない時間になったということです。

皆さんの留学が充実したものとなるよう応援しています。
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人間社会学域国際学類　山上　晴子

留学のきっかけ
高校の頃から漠然と留学に憧れがあり、国際系の学部を目指

して地元の金沢大学へ進学しました。そして1年の頃ゲントへ
留学していた先輩のプレゼンを聞いてその街の文化や留学中の
生活に魅力を感じて志望をベルギーに決めました。そこからは
その先輩や直近で留学していた先輩、詳しい先生などにお話を
聞いて情報を集めて準備していました。金沢大学は留学制度が
整っていて協定校も多いのでしっかり調べて行きたいと思える
大学を見つけたら良いと思います。

留学前準備に関して
私は生活面で失敗したと思うことが沢山あったのでアドバイ

スとして記そうと思います。それはクレジットカードとスマー
トフォンに関することです。カードはお金を現地で引き出せる
ような設定にしておらず、完全なるカード社会だと思い込んで
現金をあまり用意してこなかったためにお金が足りなくなりま
した。近くのスーパーが日本にないカード会社としか提携して
おらずカードを使えなかったのです。またスマートフォンのSIM
ロックも解除できていなかったりと、そういった細かな面で不
安な留学生活の始まりとなりました。しかし、すべて何とかなる
ので、もしそういった状況に陥っても焦らず対処してください。

勉強に関して
履修は日本にいる間にシラバスを見ながら取りたい授業を登

録しますが、実際に通いだすと期待と異なるものも多く最初か
ら組みなおしていました。Dutch as a foreign languageは公
用語であるオランダ語を学ぶことができ、また、少人数で週3
回とみっちり学ぶので外国語を学ぶのが好きな人にはお勧めで
す。その他にも米英文化やグローバルガバナンス、メディアの
歴史などさまざまな分野の授業を履修し勉強しました。課題の
レポートやリーディングはとても大変で授業も一回3時間と、
最初は毎日頭の中が飽和状態でしたが徐々に慣れ、友達と協力
したりもしていました。基本的には座学です。私の最初のイ
メージとしては学生が沢山意見を交わし、白熱する授業が多い
のだと思っていましたが、ゲント大学での授業はそういったも
のは少ないのかもしれません。でも皆質問や意見があれば手を
挙げて積極的に疑問を消化している様子でした。私もみんなの
前では質問しなくても先生に積極的に質問に行きました。丁寧
に教えてくれるので恥ずかしがらずにわからなかったところは
分かるまで聞きに行ったらいいと思います。テスト期間は勉強

漬けで受験勉強より大変でしたが、「頑張った」という自負も自
信と経験、成果になると感じた期間でした。

旅行に関して
休日には積極的に他国やゲント以外の都市に足を運びまし

た。「旅行」とだけ聞くと遊びに行っているように感じるかもし
れませんが、日本ではないため事前計画を筆頭に危機管理の
徹底や地理的状況の把握、歴史の予備知識、芸術文化の学びな
ど旅行の前後と最中は意外と頭を使って過ごしていることが
多かったです。ベルギーはEU本部があるだけにヨーロッパ全
土へのアクセスが良いため、勉強の合間にぜひ色んなところへ
行って多くの「本物」を見ることをお勧めします。友達とでも一
人でも行ってみてください。

最後に
留学は自分一人の力だけでは成し遂げられません。両親や留

学推進係の方、先生、周りで一緒に頑張っている友達などへの
感謝もあらためて感じたのが今回の留学でした。私は途中で留
学を諦めなければならないかもしれない事態が起こりました
が、その時助けてくれたのは上記に挙げた人たちです。彼ら彼
女らのサポートのおかげでなんとか乗り越え、10カ月間の留学
生活を無事に終えることが出来ました。皆さんも準備や情報収
集はとても大変だと思いますが、支えてもらっている存在だと
いうことは忘れずに留学を充実させてほしいです。

人間社会学域人文学類　行松妃奈子

留学前の準備について
留学前の準備についてですが、国内でしか手に入らなくて困

るもの以外は最低1ヶ月分の用意があればあとは現地調達で間
に合うと思います。多く持っていけばいくほど帰りの荷物に
困るので注意です。（現地で調達する教科書が最後すごく重く
なったりします…）最初は現地のどこで手に入るのかも確かで
はないので不安になるとは思いますが、現地の学生に聞いたり
先に寮に入っていた留学生に聞いたりして現地で情報を集める
ことが一番手っ取り早いです！また、現地調達することでその
国の生活により近づくこともできるので面白いのではないかと
思います。ベルギーではHEMAというお店になんでも安く揃っ
ていたのでオススメです。（布団や生活用品も）最初これを知ら
なくて遠くのIKEAまで行ってしまいました…また、ゲント大学
ではSWAP　SHOPというイベントがあります。ここでは前の
留学生が使っていたものを調達できるので大人気です。おそら
く到着後すぐにそのイベントがあると思います。開始時間少し
前からかなり人が並びます。是非参加して調達することをオス
スメします！

また、様々な手続きについてですが、ややこしく感じると思
うのでとにかくすべて早め早めに終わらせてしまうといいと思
います。国内でもベルギーに行っても手続きが大変でしたが、
早めに終わらせて気持ちが楽になれば余裕ができて、楽しい時
間も増えると思います。

現地での授業について
あっという間、本当にあっという間です。前期は12月14日

には学校が終わって、クリスマス休暇、且つテストに向けの準
備期間が始まります。ゲント大学では1ヶ月かけてテストが行
われ、どの教科がどの週にあるのかも知らされるまでわからな
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いので、人によっては1ヶ月もかからずに半月で終わってしま
うこと（もちろん前半がすごく大変）、もしくは初めから最後ま
でポツポツとあること、など色々です。後期も同じような流れ
でした。テストは1コマ3時間、覚えることもたくさんあって
大変でしたが、他の学生も必死に勉強しているのでその話に混
じって勉強できることはとっても幸せでした。（この時期にな
ると図書館もどこも学生でいっぱいです…！）
特に現地では留学生がとる授業以外にも、現地生の多くが参

加する授業を積極的に選びました。そうすることで現地の子と
仲良くなれたり、現地の言語（オランダ語）を話す機会が増える
ので本当に楽しいです。留学生とは寮でも一緒なのでそこで仲
良くなれると思うので、現地では是非、現地生に混じって授業
を取ってみてください。留学生が自分だけでオランダ語で開講
される授業であっても、先生が英語での開講に変更してくれる
こともあります。内容に興味があれば、一度授業に伺って英語
での開講を交渉してみてください！
また、是非現地の言語を学ぶことをオススメします。ゲント

大学の場合はオランダ語だったのですが、少し話せると本当に
楽しいし、周りの学生が教えてくれたりもします。友達のご家
庭に伺った時にも使えるので役に立つと思います！

現地での過ごし方
現地の生活に興味があったのでゲントの友達とクリスマスや

年末年始を一緒に過ごさせてもらいました。ヨーロッパは特に
年末年始は自分の国に帰ることも可能なため一時帰国する学生
も多いです。だから仲のいい留学生が寮にいなくて寂しかった
りもするので是非現地の子に声をかけておいて家族の集まりに
お邪魔することをオススメします！ベルギーでは家族、親戚み
んなが集まってクリスマスを過ごしたり、新年を迎えたりする
ことが多いので本当に楽しいです。

留学生活を終えて
1年が本当にあっという間でした。最初と最後は入国や出国

の手続きで色々とバタバタしますがなんとかなります。すぐに
終わってしまうのでどんな時も全力で楽しんでください！周り
の学生はみんなオープンだし、うまくコミュニケーションが取
れなくて不安になっても絶対に助けてくれます。私はベルギー
に美術史の勉強をしに行ったのですが、興味があったのでス
ロべニア語とスワヒリ語も学びました。他の言語を英語やオラ
ンダ語で学ぶことはすごく興味深かったです。また、そのよう
な言語は学生全員が1から学ぶので一緒に切磋琢磨できるから
とっても仲良くなれるし、大変だったけれど頑張ってよかった
と思っています。偶然、縁あって学んだスロべニア語でしたがと

ても興味深く、留学の最後にはスロべニアにも訪れました。将
来、この国で何かできたらと思い、茶道のスロベニア支部に連
絡を取ってお会いしてみたり、スロベニア大学の先生や生徒さ
んにもお会いして今後もしこの国に行くならというお話もしま
した。卒業後の進路として、もう一度ヨーロッパに行く事も考
えています。留学前は全く予想していなかったご縁ですが、今
後偶然に得たきっかけや機会も大切にしていきたいです。
留学中にとにかくたくさんの人に出会ってお話しして、アン

テナを張り巡らせていると思いがけないことにたくさん遭遇し
ます。絶対絶対楽しい事間違いなしです。勉強も、出会いもす
べて全力で向き合っていれば、最高の1年があっという間に過
ぎます。大変な事も辛い事も笑い話になると思うのでぜひぜひ
最高に楽しんでください！

フィンランド

アールト大学
自然科学研究科環境デザイン学専攻　市村友希乃

皆さんはフィンランドと聞いて何を思い浮かべますか？オー
ロラ、サウナ、ムーミン・・・
私は修士課程1年の後期から10ヶ月にわたり、フィンランド

のアールト大学に留学していました。フィンランドの首都ヘル
シンキから地下鉄で15分の都市、エスポーでの私の留学生活に
ついてお話しします。

留学前
幼い頃から外国での生活に憧れがあり、留学は私の夢でした。

しかし、英語が苦手な私にとって、留学は大きな挑戦でした。
留学の準備をするにあたって、まず始めたことは、TOEFL

やIELTSなどの英語の試験の勉強です。試験日程や試験地に限
りがあり、申し込みの締め切り日や試験結果の発表日などを考
え、計画的に英語を勉強する必要があり、受験料も決して安く
ありません。私は中々目標の点数が取れず何度も受験し、勉強
を始めて2年後にやっと留学に必要な点数を取ることができま
した。英語の試験の勉強は留学に行きたい時期の一年以上前か
ら準備が必要だと思います。私は留学中、留学前にもっと英語
を勉強してから留学をスタートできたらもっとたくさんの人と
話せたかもしれないとたくさん後悔しました。
留学先が決まってからは、ビザの取得やアパートの契約、留

学先の大学からの資料を読んだりと忙しく、早めに取り掛かる
ことが重要だと思います。もちろんフィンランドでの生活に必
要な情報を収取することも大切です。インターネットで調べた
り、留学していた先輩に相談したりして、必要な物を準備しま
した。フィンランドはキャッシュレス社会なのでクレジット
カードを持っていく必要があります。また、友達間での割り勘
もネットバンキングでお金を送ることが多かったので、ネット
バンキングについても調べておくと良いと思います。

エスポー
アールト大学があるエスポーは、ヘルシンキの隣町です。地

下鉄とバスの本数が多く、ヘルシンキへのアクセスも良い、ヘ
ルシンキに買い物や遊びに行ったりするのに便利な場所でし
た。また、エスポーにはハイキングやピクニックができるヌーク
シオ国立公園があり、一歩足を入れると、息を呑むような美し
い自然を感じることができます。湖でのカヌーやバーベキュー、
ベリー摘みやキノコ狩りなどフィンランドらしい体験をするこ
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とができました。フィンランドではどこにでも自然が近くにあ
り、森に入ると、風が吹き木の葉が擦れ合う音や鳥のさえずり
だけの自然だけの音の空間にすぐに入ることができます。

大学
履修する授業は自由に選ぶことができ、授業スタイルも様々

でした。一つの授業で講義の時間と演習の時間があり、出席よ
りも学生の理解を重要視していました。また、学生の勉強に対
する意識がとても高いことに驚きました。授業を理解するため
に課題や予習をしている学生が多く、図書館はいつも多くの学
生がいました。学内には、勉強ができる部屋がたくさん設けら
れ、ソファーがありリラックスしながら勉強ができる空間が印
象的でした。

生活
フィンランドでの生活を始めて日本との違いに驚きと発見の

毎日でした。冬の日照時間はとても短く、夜が長かったので、気
持ちが落ち込んでしまう時期がありました。それに加え英語が
苦手な私は、友達に考えていることを100%伝えられないこと
などから、自信をなくしてしまいました。しかし、たくさんの人
に支えられ、楽しい留学生活を過ごせました。私は他のヨーロッ
パからの留学生と三人でシェアハウスをしていましたが、その
フラットメイトたちとは毎日その日あった出来事などを報告し
ていて、一緒にアパートにある無料のサウナに入って三人で話
をしたり、フラットメイトとの生活はとても楽しかったです。

フィンランドの食べ物は、あまり日本人に合わないと感じま
した。私は留学してすぐ、食べ物が合わず痩せてしまいました
が、日本食のスーパーなどに行って自分で料理をしたり、フィ
ンランド人の友達に美味しい料理を教えてもらったりして、た
くさんの料理を作れるようになりました。

フィンランド人は「過度に他人を気にしない」ところがあると
感じました。周りの人がどう思うかではなく、自分の好きなこ
とをして、好きな服を着て、好きなことに時間を使い、個人の
価値観を尊重しています。フィンランドに居ると、「ありのまま
の自分」でいることを許されているように感じました。

最後に
私は中学生の頃から「いつか留学したい」と考えていました

が、中々踏み出せず、その「いつか」が実現するために長い時間
がかかりました。しかし、留学してみて、諦めなくてよかった
と心から思いました。フィンランドでの留学生活は一生の思い
出となり、留学先で出会った人はこれからもずっと友達です。
これからも英語を勉強して、もっとたくさんの人と話せるよう

になりたいです。
留学を悩んでいる人、諦めようとしている人に伝えたいで

す。行かない後悔をしないでください。英語が苦手でも、不安
なことがあっても、「今しかできない留学」をしてください。

フィンランド

ユバスキュラ大学
人間社会学域学校教育学類　宮田　月乃

何もないようで何かがある国、フィンランド
北欧に位置するフィンランドは、一部の都市を除きほぼ全て

が大自然に覆われています。大学のあるユバスキュラも、生活
に必要なものは街の中心に集約されていて不便はありません
が、少し歩けば森と湖が広がっています。外食するには少し物
価が高く、お店の種類も多くはありません。「何もない」これが
私が受けた第一印象でした。

しかし、現地で生活にするにつれてフィンランドが世界幸福
度ランキング2年連続No.1である理由が見えてきました。

まず、基本的に学費がかからず人生における選択の自由度も
高いため、大学には一度社会人を経験してから学びに戻った方
や、働きながら学んでいる方が多くいます。その自由度は留学
生にも及んでおり、取りたい授業や授業数は自分で決め、所属
する学部以外の授業を取ることもできます。また、8時間労働が
徹底されており、ワークライフバランスが実現されている様子
が随所で見受けられました。フィンランド人は日々家族と食事
をしたりサウナで語り合ったりする時間を大切にしています。

このように、穏やかでゆとりのある生活を送っている人々に
囲まれていた留学では、自分にとっての幸せとは何かについて
何度も考えさせられました。「日本にはない何かがある国」これ
が、9か月間の留学を経て大きく変わったフィンランドという
国の印象です。

自分らしい留学
〈専門分野の勉強〉

私の留学の目的は、教師を目指す上で①フィンランド教育を
学ぶこと、②英語を学ぶ意義を見つけること、③自身の英語力
の向上を図ることだったので、語学や教育、特に英語教育の授
業を中心に受けていました。

授業は、全般的に予習してきた論文を元にディスカッショ
ン、グループワークをするといったスタイルでした。実践的な
指導法に焦点が当てられており、授業アイディアを構想する活
動が多かったです。その能動的な授業スタイルに驚くのはもち
ろんですが、北欧ならではのシンプルかつリラックスできるよ
うな教室設備のデザインも新鮮に感じました。

また、フィンランド人は日本人と同じく非母語話者ですが、
流暢に英語を話します。そこで私は、フィンランド人がどのよ
うな教育を受けているのか知りたいと思っていました。しかし
実際に向こうで過ごすうちに、教育の違いよりも環境要因の
方が大きいということに気づきました。事前に知っていれば、
もっと早い段階で違った視点から英語教育を見ることができた
と思うので、留学先で学びたいことが決まっている人は、事前
にある程度知識を持っておくとより現地での学びが深くなると
思います。

〈フィンランドの学校へ〉
他の留学先と比べフィンランドでしやすいことと言えば、現
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地の学校視察です。私は、教育学部の教授や、現地で知り合った
先生方に相談して、小・中・専門学校など計10校以上に足を運
びました。学校や授業の見学だけでなく、先生にインタビュー
をしたり、実際に日本語の文化体験のクラスや英語の授業をい
くつも持たせて頂いたりしたことで、フィンランド教育の実態
を内部から学ぶことができたと思います。

特に、小学生と森の中で英語の授業をしたり、放課後クラブ
で一緒におにぎりを作ったり、ソーラン節を踊ったことや、中
学生と英語の授業として各国のバレンタインデーの違いについ
て議論したことは、教育に対して柔軟であるフィンランドだか
らこそできた良い経験でした。

また大学においても、普段日本語クラスを持っている先生の
ご協力もあり、日本語会話の授業を自分達で作り上げ、全6回
に渡って開講しました。そこで普段は感じることのない母国語
の難しさに触れたことが、留学後の現在取り組んでいる、日本
にいる留学生をサポートする活動にも繋がっています。

〈苦労したこと〉
留学先ではまず、自分の英語力の低さに愕然としました。

フィンランド人やヨーロッパから来た留学生は、当たり前のよ
うに英語が話せます。私は専門の教育を勉強しに来たにも関わ
らず、授業は分からず発言もできず、苦労の連続でした。日常
生活でも、初めは英語を話すことに憶病になってしまい、聞き
手にまわることが多かったです。

これではいけないと思い直し、分からなかった表現を書き残
すノートを作ったり、予習を徹底したり、流暢な友達にスピー
キングの練習に付き合ってもらったりしました。ですが、英語
の勉強は日本でもできることなので、日本にいる間にできる限
り英語力を上げておくことをおすすめします。

〈フィンランド人との繋がり〉
ユバスキュラ大学には、Friendship Family Programという

フィンランドの家族と留学生をつなぐプログラムがあります。
このプログラムのお蔭で、家族のような大切な存在を作ること
ができました。ホームステイとは異なり一緒に暮らすことはあ
りませんが、週末にコテージに出掛けたりクロスカントリーを
したりと大変お世話になりました。

他にもeach one teach oneというお互いの言語を教え合
う授業や、JYJYという日本語を勉強するグループ、Lumina 
Campusという学生中心のキリスト教団体等、フィンランド人
と繋がることのできる場面がたくさんあります。仲良くなるこ
とでよりフィンランド人の生活も見えてくるので、色々な活動
に積極的に出向くことも大切だと思います。

終わりに
留学すると視野が広がるとはよく聞きますが、実際に行って

異なる文化や価値観に触れたことで、その言葉の意味がようや
く理解できた気がします。考えが異なっていたとしても自分も
相手も尊重したり、逆に共通点に目を向けたりすることが以前
よりできるようになりました。

このように、この留学を通して得た経験や人との繋がりは、
私の人生における大切な財産になっていくと思います。きっ
と、今皆さんがしている勉強や趣味などは、留学先に行っても
人と人とを繋げるきっかけになるものだと思います。皆さんが
自分の学びたいこと・やりたいことを見つけて、自分らしい留
学ができることを願っています。

人間社会学域国際学類　渡邊ひなの
私は2018年9月から2019年5月までの約9ヶ月間フィン

ランドのユバスキュラ大学に留学していました。社会科学部に
所属し、福祉やジェンダー、文化などについて幅広く学習しま
した。ここでは留学前から留学を終えた現在に至るまでの私の
経験や思いを綴ります。少しでも留学を考えている皆さんのお
役に立てたら幸いです。

留学前
私がフィンランドを留学先として設定した最大の理由は、

「どうしてフィンランドの人々は幸せなんだろう？」という単純
な疑問からでした。世界幸福度ランキングでトップをマークし
ているフィンランドに対して、日本は常に50位台。日本も十
分すぎるほど恵まれているとそれまで感じていた私は、この差
は一体何なのか、どんな社会構造や文化がこの差を生んでいる
のか、非常に興味を持ち自分の目で見て確かめたいと思いまし
た。その思いから社会について俯瞰的な視点で学ぶことができ
る社会科学部への所属を希望しました。留学の目的が定まった
ら、次にすべきことはVISA申請やユバスキュラ大学とのメール
でのやり取り、銀行での各種送金などやることが盛り沢山でし
た。VISAは日本にあるフィンランド大使館に渡航の約3ヶ月前
に行き申請しました。余裕を持って渡航準備を進めるためにも
早めの申請をおすすめします。わからないことや不安なことは
以前留学しておられた先輩に相談したり、ユバスキュラ大学の
職員の方やチューターにメールで質問したりしてその都度解決
していきました。

留学中
〈授業〉

ユバスキュラ大学には興味深い授業が沢山あります。5～10
人ほどの少人数クラスのセミナーのような授業から大人数の講
義型の授業まで様々なバリエーションがありますが、どの授業
においてもグループディスカッションやペアワークなどが積極
的に取り入れられており1人1人の主体性が重視されます。発
言の機会が多く慣れないうちは緊張もしましたが、ユバスキュ
ラ大学の先生方はみんな優しく、1人1人の意見を尊重し授業
を進めてくださるので安心して下さい。私は社会科学部の所属
でしたが、教育学部の授業を取ったりもしていました。他の学
部の授業でも気になったら受講できるものが多いところも魅力
です。「英語力や専門知識が十分にあればもっとできたかもし
れない」と悔しい思いをすることは沢山ありましたが、主体性
や積極性の部分はその時の心がけ次第で変わるので気持ちが折
れないように意識して授業や課題に取り組んでいました。
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〈生活〉
フィンランドはとにかく人が優しく、治安が良いです。ユバ

スキュラの道路についている街灯も大きくて明るいものが多く
夜道を歩いていても身の危険を感じたことはありませんでし
た。自然と人との距離が近いこともフィンランドの魅力で、夏
は湖にダイブしたり森でベリーを摘んだり、冬には凍った湖で
アイススケートを楽しんだりと広い大自然を活かした遊び方も
豊富です。また、フィンランドは物価が高いことで有名ですが、
確かに日用品や洋服などを現地で買うと日本より高いです。し
かし、様々な場所でフィンランドの学生証を提示すれば学割が
使えるので学生にとって生活しやすい優しい環境だと思いま
す。そして、冬の寒さは皆さんご存知の通り、真冬なら氷点下
20度は当たり前の生活なので防寒対策は必須です。極夜の時期
はビタミン剤を飲むのが良いと現地の人に教えてもらい、私も
買って飲んでいました。ちなみに外は寒いですが屋内は暖房設
備がどこも整っており暖かいです。

〈苦労とその乗り越え方〉
楽しいことや新鮮で面白いことが沢山ある留学生活ですが、

もちろん苦しいことも同じくらい沢山ありました。慣れない環
境下で初めて出会う人たちとの生活は日々新たな発見があり刺
激的です。それがあるからこそ様々な気づきや学びが得られる
のですが、知らず知らずのうちに体と心は疲れてきます。せっ
かく留学に行くからには日本人以外の人と関わろうと考えるこ
ともあると思いますが、困ったときに母語を使ってすぐ相談で
きる日本人の仲間もとても大切なので日本人同士でも協力しあ
える関係を築けると良いと思います。また、他国からの留学生
や現地学生の能力と比較して自信を失うこともありましたが、
比べる相手は他の学生ではなく、以前の自分だと考えるように
意識を変えたことで自分なりに最後まで精一杯頑張ることがで
きたと思います。

留学を終えて
ここまで色々なことを書きましたが、私は「留学に行ってよ

かった！」といま心の底から思えています。入学した頃はまさか
自分がフィンランド留学に行くことになるとは全く想像してい
ませんでしたが、いま振り返れば本当に貴重で今後の糧になる
経験をさせてもらいました。実際に行動していなかったら見ら
れなかった景色
や出会えなかっ
た 人、 知 ら な
かった文化や価
値観が数えきれ
ないほどありま
す。様々な出会
いのおかげで留
学期間が自分を
改めて見つめな
おす時間にもな
りました。留学
をするという決
断に踏み切れな
くて迷う人も沢
山いると思いま
す。私もその1
人でしたが、思
い切ってチャレ
ンジした後悔は

一切ありません。少しでも留学を考えている方は絶好のチャン
スを活かして、ぜひ新しい世界に飛び込んでみてください！

フランス

ジャン・ムーラン・リヨン第三大学
人間社会学域国際学類　片岡　望海

わたしにとって留学は自分について知ることが出来た、そし
て強くなれた。そんな期間だったように思います。そう結論づ
けることができるのも留学中にみた景色、そして何よりも出
会った人によるものだと感じます。

わたしが留学先として選んだフランスのリヨンという街はフ
ランスらしさと都会を兼ね備えた街でとても住みやすかったで
す。サマータイム期間は21時前後まで明るく、天気もとても良
いので気持ちよく過ごすことが出来ました。

リヨンには比較的多くの日本人留学生がいました。もちろん
日本人の子とばかりいては自分の成長にはなりません。です
が日本人の友達もわたしはとても必要だったと思います。例
えばフランス語を勉強するときには母語で文法を確認し合った
り、現地の人はあまりしないパン屋巡りやカフェ巡りなどもし
たり、困ったことや相談したいことがあったときは相談をした
り、とても頼りになりました。さらに、フランスは休暇が長く、
そのようなときにはリヨンでできた日本人の友達と旅行に行っ
たりもしました。彼らは仲間でもあり、ライバルでもありまし
た。自分のフランス語力をつけるにあたって一番比較してしま
う対象だったからです。でも、その存在があったからこそ頑張
ることが出来ました。そして、彼らと話したり行動したりする
につれて自分を知ることも出来ました。それは、自分がどうい
う取り組みに重点を置きたいのか、何を大切にしていきたいの
か考えるきっかけになったからです。

現地のフランス人学生との交流もとても良いものでした。
日本人学生はあまりしないピクニックをしたり、ホームパー
ティーをしたりしました。つたないフランス語にも関わらず嫌
な顔をせず聞いてくれて一番自分にとっては成長の場だったよ
うに思います。そして、彼らのおかげでフランスの食文化にも
大いに触れることが出来ました。ラクレットを食べたりクレー
プを作って食べたり。幼い頃好きだったアニメの話も面白かっ
たです。フランス人の好きなところはまわりを気にせず自分を
貫くところでした。それぞれ自分の意見をしっかりもっている
ところもよく、周りと同じようで少し違う意見だったりして、
日本人と違うところを見つけていくのも楽しく、勉強にもなり
ました。

わたしは寮に住んでいたので、そこでも交友関係を広げるこ
とが出来ました。そこで出会った中国人や韓国人の子と特に仲
良くなり、わたしにとって家族のような存在でした。誕生日を
お祝いしたり、ただただみんなで集まってごはんを食べたり。
その他にもあらゆる方面のつながりから子供から大人までさま
ざまな人に出会うことができました。その中で出会った高校生
とも仲良くなり、その子の家族の別荘に行き、2泊3日過ごし
ました。朝起きてから寝るまでフランス語しか行き交わない中
での生活は新鮮でした。スキーに連れて行ってもらったり、フ
ランスの伝統的なデザートの作り方を教えてもらったり、日本
語の勉強も一緒にしたり、とてもいい経験をすることができま
した。人間関係を広げると自分の見えてくる世界も考え方も、
住んでいる環境の影響もありますが、少しずつ変わっていきま
した。留学中はアルバイトもなく時間にゆとりがあるので自分
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の考えを深めていくことも出来、将来したいことをだんだんと
明確化することが出来ました。

そして、1人の人間としても強くなることが出来たように思
います。リヨンはパリと比べると治安がいいといわれています
が、正直それほど差はありませんでした。貴重品を守るために
常に警戒して行動すること。つたない言葉でも必死に伝えるこ
と。中にはアジア人だからと冷たくする人もいました。マル
シェで買い物をすること。重さで料金が変わるので初めはいく
ら払うべきなのか聞き取ることも難しかったです。大学では履
修登録の仕方が難しかったり、すべての授業がフランス語で行
われるので授業の理解にも苦戦したりしていました。このよう
に日本では経験できないことをするのが当たり前の環境で、悩
むこともたくさんありました。しかし、1つずつ乗り越えてい
くことで力をつけていくことが出来ました。また、休暇中の旅
行中もどこへ行くにも自分たちで企画し、価格を比較し、効率
よくまわることなど考え、行動するので力がついたように思い
ます。最後にはパリで1人旅をすることが出来るようになりま
した。行きたいパン屋さんや古着屋さんを巡るとてもマイペー
スな旅でしたが自分の成長を感じることが出来ました。

留学前は語学面や就職活動への不安、日本を離れる寂しさは
ありましたが、留学を終えてみて、わたしは留学に行かなかっ
た自分を想像できないし、留学をする素晴らしい機会を自分の
ものにできて良かったと心から思います。全てがいいことでは
なかったけれど、終わってみれば何事も自分のためになってい
て、いいことだったと思えます。留学には語学力を伸ばしたり
専門性を高めたりすることも大切で、しなければなりません
が、それ以上に得られるものは自分次第でいくらでもありま
す。留学期間は想像以上にあっという間に過ぎていきました。
特に年が明けてからが早かったです。もっとできることはあっ
たのかもしれないけれど、自分のできること・したいことを
しっかりと出来たので悔いなく終えることが出来ました。

最後に、留学生活において現地の友人を作り、助け合い、高め
あうことは重要でした。しかし、日本にいる家族や友達の支え
もとても大きく、励みになっていました。留学前から今に至る
まで、いつも気にかけてくれ、応援してくれているすべての方
にありがとう。そしてこれから留学される方、しようか悩んで
いる方で、わたしのように将来したいことが今のところない方
にはそれを見つけるきっかけとしても留学をおすすめします。
そしてこのような紙面だけではなく先輩からも直接話を聞くこ
とで留学のイメージがより分かるので、おすすめします。

人間社会学域国際学類　神野ゆり子

はじめに
私は2018年8月から2019年の1月までフランスのジャン

ムーランリヨン第3大学（以下LYON3）に留学しました。
この報告書では主にリヨンの街の魅力や留学生活、そして留

学で学んだことについて述べます。一人でも多くの方の参考に
なり、リヨンに留学したい！と思って頂けたら幸いです。

フランス第二の都市「リヨン」
リヨンはパリからTGVで2時間程の場所にあるフランス第

二の都市です。市内には文化遺産に登録されている歴史地区を
はじめ、多くの美術館や美しい街並みがあり、歩くだけで異国
感と感動を感じられます。そして大型モールやスーパーが充実
し、市内には路面電車、メトロ（地下鉄）、バスが通っているた
め、生活に不便を感じることはありませんでした（通学で公共
交通機関を使う場合は、一か月乗り放題チケットを買うことを
おすすめします）。

サンテグジュペリ空港があり、高速バスの路線も充実してい
るため、ヨーロッパのどの場所へもアクセスしやすいことが大
きな魅力の一つです。私もLCCを使ってスペインを訪れたり、
イタリアのヴェネチアに高速バス往復7,000円で旅行をしたり
しました。

気候も日本との違いをそれほどを感じることはなく、始終過
ごしやすかったです。さらに冬にはリヨンの一大イベントであ
る「光の祭典（Fête des Lumières）」があります。世界中から
観光客が訪れる人気イベントで、街中のいたるところがライト
アップされ、旧市街地では巨大なプロジェクションマッピング
や催しが行われ幻想的な時間が流れます。（せっかくの機会に
と思い、私も4日中3日通いました）。

リヨンでの生活で思い当たる唯一の欠点といえば治安です。
日本に比べるとかなり悪く（特にGuillotièreという地区）、友人
の何人かはスリの被害に遭っていました。しかしどのようなス
リの手口があるかを予め知り、チャックのついた鞄を使う等、
対策すれば防げるので、それほど心配する必要はないと思いま
す。幸い私も何事もなく留学を終えました。

住まいについて
私はキャンパスから徒歩15分ほどの高齢者向け住宅、いわゆ

る老人ホームに住んでいました。寮の予約開始日に予約をしな
かったため、安い学生寮が全て埋まってしまったことが理由で
す。老人ホームでの生活は施設的・環境的にはとても整ってお
り、ヨーロッパ各国のご年配の方々と団欒を楽しむという貴重
な経験もできましたが、家賃が学生寮の3倍近く（ 8万円位）し
た点が非常に痛いところでした。このため、寮は受付開始日に
予約することを強くお勧めします。

ホームステイを選んでいる友人もいたので、選択肢の一つと
して考えてもいいと思います。当時は学生寮、大学が提携して
いる住居（老人ホームやアパート）、ホームステイの3つから滞
在先を選ぶことができました。提示されるものの中には、公共
交通機関で大学まで1時間近くかかる場所もあったので、予め
場所を確認し、できるだけ大学に近い場所を選ぶと通学が楽で
すし、夜に出かけた時も友人と一緒に帰宅できるので安心だと
思います。

大学の授業について
留学生の必修科目はフランス語の文法の授業と、フランスの
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文化についてマスメディアや政治など多角的な角度から学ぶ授
業の2科目のみでした。これ以外の授業は、現地の学生向けに開
講されているものを自由に好きなだけ履修することができます。
この制度は派遣留学の大学の中ではとても珍しいと思います。

私は日本語学部の学生の多い日本語⇔フランス語の翻訳の授
業や、英語の授業などを受けました。翻訳の授業は夏目漱石の
坊ちゃんを題材にしたもので、頻出の言い回しや文法を日本語
訳付きで学ぶことができ、とても役に立ちました。また英語の
授業ではプレゼンテーションやディベートが多く、ストレート
に自信を持って発言するクラスメイトに刺激を受け、自らも変
わろうと必死に食らいつきました。

LYON3には30人ほどの日本人留学生がいましたが、履修で
きる授業がたくさんあるため、日本人が私だけのクラスがいく
つかありました。クラスメイトは皆気さくに声をかけてくれ、
多くの友人ができ、彼らには大変支えられました。また公には
なっていませんが、バディ制度があります。バディにはわから
ないことを気軽に相談できましたし、ランチを一緒に食べた
り、休みの日を彼女の実家で過ごしたりと素敵な思い出がたく
さんできました。留学生担当の先生に申請することが可能なの
でぜひ確認してみてください。

最後に、LYON3には主に言語系の学部と法学部の学生が
通っていますが、リヨン第2大学の人文社会やその他の授業も
履修可能だと聞きました。とにかく自由で意欲さえあれば、な
んでも挑戦できることがリヨン第3大学の履修制度の大きな特
徴・強みだと思います。

留学中の課外活動
留学中にしてよかったと思う課外活動は、INSA Lyon（リヨ

ンにある理系の大学）での日本語授業補助のボランティアです。
グループワークの際に進行役として各チームに入り、話し合い
を牽引したり、疑問に答えたりしました。とてもやりがいがあ
り、なおかつ友人もできるのでお勧めです。

また世界中の方と関わりたいと言う想いから、Facebook
のイベント情報で見つけたゲストハウスで開催されている
Language Exchangeにも通っていました。毎週異なるメン
バー50人と自国の文化や夢について語り合い、イベントの後に
はその日出会った仲間と過ごすこともありました。初対面の人
とも物怖じせずコミュニケーションを取る能力が身に着いたと
思います。そしてLYON3の日本語学部学生による交流会やソ
ワレ（パーティ）も定期的に開催されるので、参加すると世界が
広がると思います。

最後に
「人生で今しかないフランスでのこの時間を大切に」これは私

が留学中いつも意識していた言葉です。家にこもってする机上
の勉強も大切ですが、私は家では最低限の宿題を済ませる程度

で、それ以外は積極的に外出し人と会うようにしていました。
それはリヨンの人とたっぷり交流することは現地でしかできな
いし、フランス語の上達も価値観の変化も全ては相手がいて初
めて成し得るものだと思ったからです。

今思い返すと、家の前はデモ隊が行進し、ストライキで地下
鉄は閉鎖され、寮のデポジットの返金手続きに半年かかったり
と、大変なことも数多くありました。しかし「これもフランス
だ」と受け入れる寛容さが確かに身につきました。異なる価値
観や環境の中に長期間身を置くことで、今まで常識だと思って
いたことが常識でないことを知り、その分心の余裕ができ人間
的に成長することができました。バタフライエフェクトのよう
に、留学へ行く行かないの選択一つで人生が大きく変わると思
います。正解はありませんが、是非迷っている人は挑戦してみ
てください。

金沢大学には支援体制や奨学金制度が整っています。指導教
員の先生や留学推進係の方をはじめ支えてくれた家族や仲間に
は感謝の気持ちでいっぱいです。Bonne chance à vous！

ドイツ

ヴュルツブルク大学
人間社会学域人文学類　曽田　咲恵

はじめに
私は2018年9月から2019年8月までの約11ヶ月間、ドイ

ツのヴュルツブルクに留学しました。この報告書が皆さんのお
役に立てれば幸いです。

ヴュルツブルクを選んだ理由
実は私は金沢大学に入学する前からアイルランドに興味があ

り、大学在学中に必ずアイルランドに留学したいと思っていま
したが、そんな私が留学先として選んだのはドイツのヴュルツ
ブルク。1年生の頃に初習言語としてドイツ語を学び、ドイツ
という国に興味を持ちましたが、それでもアイルランドに留
学したいという気持ちは変わりませんでした。しかし2年生で
1ヶ月間のドイツ滞在を経験し、1年間の留学生活をこのドイ
ツで過ごしたいと考えるようになりました。

ドイツ国内にはヴュルツブルク以外にも金沢大学との協定校
はいくつかあります。なぜ私がその中でヴュルツブルクを選ん
だかというと、金沢大学からまだ誰もヴュルツブルク大学に派
遣留学に行ったことがなかったことと、まだ行ったことのない
街で暮らしてみたかったからです。

ヴュルツブルクに留学していた先輩が学内にいないというこ
とは、ヴュルツブルク大学に関しての情報が何も得られないと
いうことでもありますが、同時に、金沢大学からヴュルツブル
ク大学に派遣留学した1期生であるということです。ヴュルツ
ブルクの街や大学についてわからなくて留学前に不安になった
こともありますが、今考えると、それよりも誰も知らない地に
留学できるワクワク感の方が強かったように思います。皆さん
も不安なこともあると思いますが、せっかくの留学です。自分
のやりたいことや自分の行きたい大学に行くことが一番大切だ
と思います。

留学前の準備
これまでに金沢大学からヴュルツブルク大学へ留学していた

先輩がいなかったため、留学先到着後の様々な手続きについて
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は自分で予め調べてから出発しました。そのお蔭か、最初に必
要な手続きは落ち着いてスムーズにこなすことができました。
日本にいる間にしっかりと調べておくことをおすすめします。

また、私の大学では学生証が発行されるまでは印刷機が使え
なかったので、最初の手続きに必要であろう書類は日本で印刷
していくといいと思います。語学力に関しては、私が留学した
時には、ドイツ語を全く勉強したことのない留学生も他の国か
ら来ていたので心配しすぎる必要はありませんが、私はもっと
ドイツ語を勉強してから留学に臨めばよかったと後悔したので
皆さんには後悔してほしくないと思います。

留学中の生活
ヴュルツブルクは人口約13万人、バイエルン州で4番目に大

きな街です。あまり大きな街ではありませんが、要塞や世界遺
産のレジデンツがあったりととても素敵な街です。ドイツとい
えばビールが思い浮かぶと思いますが、ヴュルツブルクではフ
ランケンワインというワインが有名です。毎日夕方になるとマ
イン川沿いや橋の上には人が集まり、ワインを飲みながらゆっ
くりと時間を過ごします。よく私も友達と橋の上でお喋りしな
がらワインを飲みました。ワインを飲んでいると地元の方が声
を掛けてくれて、おつまみを分けてもらったこともありまし
た。ヴュルツブルクは人々が優しく、温かい街です。

またヴュルツブルクはバイエルンチケット、バーデンヴュル
テンベルクチケットの利用可能地域です。このチケットはそれ
ぞれバイエルン州、バーデンヴュルテンベルク州内の公共交通
機関が乗り放題になるものです。また、近くにある大きな空港
はフランクフルト空港です。ヴュルツブルクからはバスを使う
と2時間30分、ICE（高速鉄道）では1時間30分で着きます。フ
ランクフルト空港はドイツ最大の空港であり、他のヨーロッパ
諸国へのフライトが数多く出ているので旅行の際にはとても便
利です。

せっかくヨーロッパに留学したなら、旅行はたくさんしたい
ですよね。今まで見たことのない素敵な景色をたくさん見るこ
とができます。チェコやオーストリアなどもドイツの隣国でと
ても行きやすく素敵な街ですが、一番のおすすめはスペインで
す。ご飯も美味しく、街の雰囲気もドイツとは全く異なってい
て、ドイツの街並みに飽きた方にはぴったりの旅行先だと思い
ます。ぜひ留学中にはたくさん旅行に行ってほしいです。

大学での勉強
ヴュルツブルク

大学では、留学生
向けの語学コース
を取りました。レ
ベル分けテストを
受けた後に、自分
のレベルに合うク
ラスに振り分けら
れます。レベルが
自分に合ってない
と感じた場合はク
ラスを変えてもら
う こ と も で き ま
す。授業はドイツ
語で行われるので
最初は先生の言っ
ていることが理解

できないことがあるかもしれませんが、心配する必要はありま
せん。授業後、先生に聞きに行けば優しく教えてくれますし、
自分が理解できないことは周りの人も理解できていないはずな
ので、焦らなくても大丈夫です。

留学生向けの語学コースの科目の種類はあまり多くないの
で、可能な限り多く受講することをおすすめします。日本語を勉
強しているドイツ人と知り合って、お互いに言語を教え合うこ
ともいい勉強になりますし、友達も増えるのでおすすめです。

最後に
ヴュルツブルクに留学しようか迷っている方へ。ヴュルツブ

ルクは本当に素敵な街で、絶対に後悔しないと思います。最高
の留学生活を送ることができるはずです。

何かヴュルツブルクについて聞きたいことがあれば何でも聞
いてください。留学される皆さんが充実した留学生活を送れる
ことを願っています。

人間社会学域人文学類　屋敷みなみ
私は2018年の9月から2019年の7月までの約11か月間、

ドイツのヴュルツブルク大学に留学していました。ヴュルツブ
ルク大学は、文系としては今年から新たに金沢大学と提携され
た大学です。初めは不安もありましたが、たくさんの人に助け
られながら一年間を楽しく過ごすことができました。

ヴュルツブルクについて
ヴュルツブルクはバイエルン州の北に位置し、ロマンチック

街道の起点としても知られる街です。大きすぎず小さすぎない
ためとても住みやすく、世界遺産であるレジデンツやマリエン
ベルク要塞などが街中にあります。また、ドイツと言えばビー
ルと思う方が多いと思いますが、ヴュルツブルクではビールよ
りもフランケンワインというワインが有名です。アルテマイン
橋の上では、毎日たくさんの人がワインを飲みながら友人や家
族と過ごしています。きれいな景色を見ながらワインを飲むの
は本当に楽しく、ヴュルツブルクでの私の一番のおすすめの場
所です。近くでワインを飲んでいる人たちが話しかけてくれる
こともあり、その人たちと一緒にいろんな話ができたこともす
ごくいい思い出の一つです。

移動手段は主にバスか徒歩で、路面電車も走っています。公
共交通機関は学生証を使って乗ることができ、本数も多いので
とても便利だと思います。また、歩いていろいろな道を通って
みることも新しい発見があって楽しいと思います。

準備や手続きについて
留学前にはまず、ヴュルツブルク大学の留学生係からさまざ

まなメールが届くと思います。学部や語学コースの登録、寮の
申請など、どれも締め切りがあり、また、先に入金しないと手続
きできないものもあったので、届いたメールを細かく読んで、
手帳に書き込むなどしてしっかり把握しておくといいと思いま
す。私は、ヴュルツブルク大学に留学する友人と一緒に、お互
いに確認しあいながら登録や申請を行いました。協力し合って
できたのでとても心強かったです。どうしてもわからないこと
があったときは、ヴュルツブルク大学の留学生係の方にメール
で質問しました。細かいことでもとても丁寧に教えていただい
たので、安心して登録することができました。

語学面においては、3年前期にドイツ語Cという授業を履修
していました。主に派遣留学に行く人向けに開講されていた授
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業で、ドイツに留学予定だった人はほとんどこの授業を受講し
ていたと思います。自分でも文法書を使って授業の復習などを
していました。

現地についてからは、まずいろいろな手続きがあります。学
生寮の担当者のところに行って契約書にサインをしたり、大学
のインターナショナルオフィスに行ったり、市役所での住民登
録やビザの申請、そして保険への加入や銀行口座の開設なども
しなければいけませんでした。着いたばかりで大変なのですが、
これもヴュルツブルクに来てから何日以内などの期限がある
ものが多かったので、日本にいる間にメールをしっかりチェッ
クしておくといいと思います。私はドイツに着いてすぐに語学
コースが始まったので、そこで同じクラスだったほかの留学生
に教えてもらったり教えたりしながら手続きをしました。

留学中
初めのころ、私はほとんどドイツ語を話すことができません

でした。日本である程度勉強していたつもりでしたが、自分の
言いたいことが全く相手に伝えられず、留学に来る前にできる
ことはもっとあったのにと後悔しました。そんな中で一か月の
語学コースが始まり、毎日不安だらけで過ごしていました。で
きない自分に対してももどかしく感じ、間違えることも怖いの
で、話すことが怖いと思うようになってしまいました。授業中
に意見を求められることもあり、嫌だなと思っていました。で
も、そんな中で、語彙も少なく文法もめちゃくちゃでも、初め
て自分の意見を伝えることができたときは本当にうれしかった
です。同じクラスの人たちは文法や細かいことは気にせず、間
違っていてもいいからまずは話してみていました。そこから少
しずつですが、失敗してもいいから、短くてもわかることだけ
でもとりあえず言ってみようと思えるようになりました。私は
そのことに気づくのが遅かったと思うので、これから留学する
みなさんは失敗を恐れずどんどん話してみてほしいなと思いま
す。

最後に
私はこの一年間で、本当にたくさんの人に助けられたなと感

じました。電車の中や駅ではたくさんの人が荷物を運ぶのを手
伝ってくれたり、道を教えてくれたり、市役所ではほかの待っ
ている方が用紙の書き方や場所を教えてくれたり、寮ではいろ
いろな国から来ている学生が寮の使い方を教えてくれたり、挙
げたらきりがないほどで、一人では絶対に生きていけなかった
と思います。大学ではドイツ人やほかの日本人留学生だけでは
なく、様々な国から来ている留学生たちと知り合えて、たくさ
ん助けられました。不安なことも、たくさんの人の優しさのお

かげで頑張ろうと思えました。留学に行く前は、留学というと
語学力の向上がメインといったイメージでした。それももちろ
んですが、今では、今まで知らなかった世界を自分の目で見て
体験できたこと、様々な国からの学生とかかわれたこと、そこ
からたくさんの文化や価値観に触れられたことが、とても貴重
な経験になったと思っています。大変なこともたくさんあるか
もしれませんが、留学を通して得た経験はきっと自分の財産に
なると思います。一年間は長いようであっという間なので、一
日一日を大切にしてたくさんのことに挑戦してみてください！

ドイツ

デュッセルドルフ大学
人間社会学域国際学類　武内さくら

私は2018年9月から2019年8月までドイツのデュッセル
ドルフ大学に留学していました。

留学前の準備について
私はほとんどドイツ語ができない状態でドイツに向かってし

まってとても後悔しました。なぜなら、ドイツ語ができればもっ
と様々な活動に参加して、より多くの経験が得られたであろう
なと思う瞬間がとても多かったからです。ボランティア活動に
参加したいという思いでドイツに向かったのですが、実際ボラ
ンティアをするためにはそれなりの語学力が必要です。そこの
壁にぶつかってしまい、自分のしたかったことができなかった
のはとても悔しかったので、これから留学を考えているみなさ
んにはしっかりある程度の語学力を身に着けて留学に向かって
ほしいです。また、派遣留学で同じ大学にいく学生がいるなら
ばぜひ互いに情報共有をして、留学先の地域や大学の情報を集
めていください。留学も情報戦だと思うので、日本にいるうち
にできるだけの情報収集はしておいたほうがいいと思います。

留学中の活動について
私がとくによかったと思うのは、スタムティッシュです。ス

タムティッシュとは、月に一度日本人とドイツ人の日本語学習
者が集まるパーティーのようなものです。このようなコミュニ
ティに積極的に参加することで、自分の友達の輪を広げること
ができましたし、ドイツ語をたくさん話すいい機会になりまし
た。それに加えてタンデムパートナーを積極的に作りました。こ
れは週1回か2回、定期的に日本を学びたい外国人と会って一緒
に勉強するパートナーのことです。楽しみながら言語を学べる
一番いい方法だと思います。言語力を上達させたいなら、とに
かく自分で恥ずかしがらずにどんどん話せる場を作って話すこ
とが一番だと思います。それにともなって、日本人の友達を作ら
ないほうがいいと思う人も多いかと思いますが、私は日本人の
友達も多く作るべきだと思います。留学から帰ってもそれぞれ
の場所でみんなが頑張っていると思うと、留学後も頑張れるし、
留学中も一緒に勉強だけでなく旅行するなど、たくさんのいい
思い出ができると思います。また、私は大学とは別で語学学校
も行っていました。大学の授業が前半は少なかったので月曜日
から金曜日の午前中3時間語学学校に通っていました。そこで
出会った友達はもちろん日本語が話せなかったのでドイツ語の
みで会話ができ、私の言語上達に一番効果がありました。

留学中に悩んだこと
留学してから半年たったときに、自分の語学力のなさに落ち
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込み、目標としていたことができず悔しくてどうしたいいかわ
からなくなってしまったことがありました。そこで友達や家族
に相談して、現状を見て焦ることよりも、現状を少しでも変え
るために今自分ができることを精一杯やることがまず大事であ
るということに気が付きました。当たり前のことですが、ネガ
ティブな気持ちでいると前が見えなくなってしまうことがある
ので、周りの人にまず話して聴いてもらい、相談に乗ってもら
うことはとても重要だと思います。留学してすぐのときはなお
さらストレスが多いと思うので、無理せずほかの人に頼ること
が留学生活を乗り越えるいい方法だと思います。

留学の経験をこれからどう生かしていくか
語学力よりも人間として考え方が変わった部分が多く、大きく

変化したと思うポイントは3つあります。人の見方、友達との付
き合い方、そしてお金と時間の使い方についての考え方です。留
学に行かなければ変化しなかった項目であると思うので、本当に
留学に行ってよかったと思いますし、この3つは必ず今後の人生
に役立つ考え方であると思うので、どんどん生かしていきたいと
思います。まず、人の見方についてですが、自分が意識している
以外にも潜在意識的に人を見る際に偏見や差別をしていたとい
うことに気づけて、男女や国籍、文化にかかわらずひとを見よう
ということを強く考えるようになりました。次に、友達との付き合
い方ですが、今まで他人からどう思われるかということに軸をお
いて生活してきましたが、それよりも自分の人生だから自分のた
めに生きるべきであり、他人にどう思われるかよりも自分がどう
なりたいか、どうあるべきかを重視するようになりました。そのた
めに友達も選ぶべきだと思いますし、付き合う友達によって考え
方や人生が変わってくると思うので自分の友人関係を見直すこ
とも重要だと思いました。最後は、お金と時間の使い方です。留
学ではお金と時間を存分に使ってできる最高の人生経験でした。
1年という長い時間を自分の成長のために使えるなんてそんなこ
とはめったにないことだと思います。そこで、お金と時間の浪費、
消費、投資をうまく考えてこれからの大学生活をよりよいものに
していく必要があると思いました。このように留学では語学以外
にも大きく成長でき、新たないい出会いがたくさんあります。そ
れを少しでも多く得るために、積極的に何事にも挑戦し、精一杯
楽しんでください。みなさんの留学を心から応援しています。

人間社会学域国際学類　成瀬　志穗

留学のきっかけ
私は大学在学中に絶対に留学をする、と何となく心に決めて

毎日を送っていました。第二外国語としてドイツ語を履修し続

けたり、2年の夏にはドイツのサマーコースに行ったりしてい
くうちに、留学はドイツに行くのだろうとふわっと考えていま
した。

派遣留学申請の締め切りが間近に近づいたある日、留学相談
会に相談しに行った際に何のために留学をするのか、留学は手
段であって目的ではない、など確かに正論ではありますが厳し
い言葉を投げかけられたこともありじゃあ留学はやめる！と一
時的にへそを曲げ、一次募集は見送りました。しかし、やっぱ
り留学したいから留学する、で十分だと自分の思いに正直にな
り、二次募集の時に留学を決めました。

留学先を決めた理由は、先生方がデュッセルドルフは交通の
便もいいし何かと便利、と仰っていたのを思い出し、じゃあ
デュッセルドルフで、という感じで決めました。

留学の準備
まず手続きの面について、日本にいるうちは入学手続きや学

生寮の手続きなどをしていました。既に学生ビザは日本では取
得できなくなっており、保険は現地到着後に追加で入らなけれ
ばならなかったりと、日本での手続きよりも留学後の手続きの
方が多かったため渡航前はとても不安でしたが、先輩や先生か
ら情報を得たり同じ派遣先の友人と情報を共有して準備を進め
ていきました。派遣先の事情をよく知る人から情報を得るのが
特に重要だと思うので渡航前は現地に詳しい人と知り合ってお
くといいと思います。

学習の面については、普段のドイツ語の授業はもちろん留学
前のドイツ語準備コースやドイツやヨーロッパに関わる授業
に出席してできるだけ知識を蓄えました。勉強は進めている
つもりでしたが、留学中同じ語学コースを受けている他大学の
人たちの語学レベルが高くもっと日本で語彙の強化や会話の
練習をしていくべきだったと感じました。具体的にはGoethe 
InstitutのB1に合格していたり週5コマほどドイツ語を履修し
ていた人たちが周りに多くいたのでそれ位を目安に頑張ればよ
かったと思います。

留学中
留学中は提携大学向けの語学コースを中心に授業を受けてい

ました。セメスター初めのクラス分けテストの結果によって受
講可能な授業が変わりますが、語学コースの他に留学生向けの
Alltagssprache （日常会話）やSprachtraining（会話練習）の授
業などを取ることもできます。

デュッセルドルフ大学には現代日本学科があり、日本に関す
る授業が沢山開講されているため、語学の授業の他にこの学科
の授業も受けることができます。授業自体は現地学生に向けて
ドイツ語で開講されますが、私は時間もあるしチャレンジして
みようと思い、受講しました。授業を通して日本に興味がある
学生と関わることもありました。私はどちらかというとチュー
ター制度やタンデム制度で関わることが多かったです。そのよ
うにして知り合った人たちと度々一緒にご飯を食べに行った
り、料理やホームパーティーも一緒にしたりと、とても楽しい
時間を過ごせました。

大学だけではなく、1か月に1度シュタムティッシュという
色々な理由でデュッセルドルフに来ている日本人や日本に興味
がある現地の人たちが集う場にも参加し、様々な人たちと知り
合えました。大きなイベントや人が集う場は少し苦手でした
が、大学やそういった場に顔を出して、交流関係を増やせたの
はよかったと思います。

このようにデュッセルドルフには日本に興味がある学生と知
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り合えるチャン
スがいくらでも
あります。この
ことをこちらに
とって語学の学
習にならないの
ではないか、と
受け取る方もい
るかもしれませ
ん（自分次第だ
と は 思 い ま す
が、このような
ことを留学前に
耳にしました）
が、むしろタン
デムになりやす
くて共通の話題
を 作 り や す く

（私は漫画やアニメの話をしました）距離を縮めやすいとも取れ
るのではないでしょうか。相手が日本語を話せることがこちら
にとってデメリットだとは感じませんでした。

デュッセルドルフでの生活
デュッセルドルフは交通網が発達しておりとても暮らしやす

い街でした。私が住んでいた寮も少し歩けばSバーンやトラム、
バス乗り場があり、頻繁に利用していました。学生証があれ
ばノルトラインヴェストファーレン州全体（とオランダ、ベル
ギーの一部）の交通機関（IC、ICE除く）に乗り放題です。これに
より大学にも買い物にも旅行にもNRW州内であれば無料で行
くことができます。空港は中央駅から電車で20分くらいと近く
に位置しているため旅行もしやすいです。

気候について、冬は金沢と同じくらいの寒さでそこまで底冷
えするような感じではなかったように記憶しています。日照時
間が日本より少なく暗いイメージもあるかもしれませんが、冬
はクリスマスマーケットが開催されとても楽しい時期でもあり
ます。ドイツ各地で開催されるマーケットを巡ってみてもいい
かもしれません。私もたくさんマーケットを回りましたがそこ
でも学生証が大活躍しました。

おわりに
大変なこともありましたがそれも含めてとても充実した1年

を過ごせました。本当に色々な人や考え方と出会えた留学生活
だったと思います。留学中にチューターをしてくれた方が金沢
大学に来ているので、これからは自分がチューターとしてサ
ポートしていけるのが楽しみです。留学で得た人とのつながり
や経験を大事にしつつ、チューターとしての活動だけではなく
別の形でも次につなげていければと思います。

人間社会学域国際学類　本多　茜
Guten Tag! 私は2018年10月～2019年7月までの10か月

間、ドイツのデュッセルドルフで学びました。この報告書を書
くにあたって留学中に私が経験した様々なことを思い返し、胸
がいっぱいになっています・・・！留学した1年間は決して楽し
いことばかりではありませんでしたが、間違いなく私の人生史
上最も中身の濃い、充実した一年でした。これから留学する人、
また留学を迷っている人にとって少しでも参考になればいいな

と思います。

留学先Düsseldorfについて
デュッセルドルフはドイツの北西部に位置するノルトライン

＝ヴェストファーレン州の州都です。人口は金沢とほぼ同じな
のですが、電車、路面電車、地下鉄、バスと公共交通機関が大
変充実しており、空港も近くにあるので、旅行の際は大変便利
でした。また学生証さえ持っていれば、州内の公共交通機関を
無料で使うことができます。州内にはケルンやボンといった魅
力的な都市がいっぱいあるので、ぜひ訪れてみてくださいね。

デュッセルドルフは様々な日系企業が進出する商業都市であ
り（日本食のお店もいっぱいあるので、日本食シックにはなり
ませんよ）、博物館や美術館も大変多く、芸術的な街である傍
ら、中心街では高級ブランドのブティックがずらりと立ち並ん
でいます（もちろん、貧乏留学生の私は買い物なんて到底でき
ませんが）。

そんな「the都会」感溢れるデュッセルドルフですが、もちろ
んドイツらしい歴史ある旧市街地や、自然豊かな地域もありま
す。ライン側のほとりで夕日を見ながら友達と語りあったり、
旧市街にある世界一長いバーカウンターでビールをたしなんだ
り、自転車に乗って原っぱを駆け巡ったり。何でもできるとい
うのがデュッセルドルフの魅力だと思います。

またハインリヒ・ハイネ大学（デュッセルドルフ大学）には、
ドイツ国内最大級の日本語学科があります。副専攻で「日本語
教師」になるための授業を専攻している私にとっては、学べる
ことが大変多かったです。

留学前にするべきこと
そんなデュッセルドルフで勉強し始めたばかりの頃、私は大

きな問題にぶつかりました。“話せない”ということです。ある
程度文法は日本で学んできましたが、留学前の私は書くこと読
むことばかりで話す練習を全くしてきませんでした。そのため
伝えたくてもうまく自分の意思が伝わらず、はがゆく悔しい思
いを何度もしました。留学しようと思っている方には、話す練
習を取り入れることを強くお勧めします。

また、英語圏以外への派遣留学希望者には応募時に語学スコ
アの提出が義務付けられていませんでした。私に関しては、そ
こに甘えてしまった部分があったのが大きな反省点です。もっ
と勉強していたら留学中の可能性もより広がっていたと思いま
す。サークルにバイトに勉強に・・・忙しいとは思いますが、
留学生活をより有意義にするためにも留学前の語学の勉強は本
当に大事だと思います。頑張ってください！

留学中にやってよかったこと
私にはタンデムパートナーが2人いました。タンデムパート

ナーとは、お互いの母国語を教え合うパートナーのことです。
デュッセルドルフ大学には「現代日本学科」という学部があるた
め、日本語を学んでいる学生がたくさんいます。タンデムパー
トナーの2人とはそれぞれ毎週会い、お互いの近況や社会の問
題などをドイツ語と日本語で話したり、一緒に料理を作った
り、旅行したりと多くの時間を共に過ごしました。タンデムの
2人と過ごした時間は、ただのドイツ語を学ぶための時間だけ
ではなく、かけがえのない楽しい時間でした。今でも2人とは
連絡を取り合ってるくらい大切な友達です。

そんな2人と出会ったきっかけは、私がドイツ人のコミュニ
ティに入ろうと自主的に参加したサークルでした。1人目とは
バトミントンサークルで出会い、2人目とは着物クラブ（着物
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に興味のあるドイツ人が毎週集まり、着付けをするクラブ）で
出会いました。

他にもボランティアに応募してみたり、学内のクリスマス会
でよさこいを披露したり、少しでもチャンスがあるなら何でも
挑戦してみました。その分躓くこともありましたが、「たった
10か月の留学期間、やりたいことはやらなきゃ損」をモットー
に手当たり次第挑戦し続けました。そこで出会った人たちや経
験は私の留学生活で得たものの中で一番の宝ものです。特に
デュッセルドルフは大きな都市なので、すぐ近くで挑戦できる
機会が数多くあります。授業だけではなく、ぜひ色々な活動に

「自分から」、「積極的に」参加することを強くお勧めします。

苦難にぶつかったときに
留学生活では多くの楽しいことがある反面、きつく辛いこと

もありました。私の場合は語学が伸び悩み落ち込んだことがあ
りました。そんな時、支えになってくれたのは日本人の留学生達
です。せっかく留学に来たのに日本人と仲良くするのはもった
いないという意見もあると思いますが、私はそうは思いません。

同じ留学生の中には尊敬できる人がたくさんいて、その人達
と話すことは自分のためになりました。夜が更けるまで話し込
んだり、悩みを相談し合ったり、彼らに救われたことが何度も
何度もありました。せっかく留学に来たのだから外国人としか
付き合わないと決めることも間違いではないかもしれません
が、ぜひ視野を広げて色んな人と話をしてみてください。新た
な発見、気付きを得られると思います。

最後に
ドイツでの1年間を思い返すと、何とゆっくりした時間が流

れていたのだろうとしみじみ思います。天気がいい日は近所を
お散歩してみたり、コーヒーを飲みながらゆっくりと考え事を
してみたり…ライン川のほとりに座って黄昏れてみたり…。日
本にいるときは、常にサークルにバイトに勉強に追われていた
私ですが、ドイツに来て初めて「自分の時間」を得ることができ
た気がします。私にとって「留学」は、自分や趣味や将来のこと
を深く考え、向き合うことができた機会でした。「せわしない日
本の日常から離れて、自分を見つめなおす」　留学はそのよう
な機会を与えてくれるはずです。

私は留学に行くことをぎりぎりまで悩んでいました。そんな
私が1年の留学経験をしてはっきり言えることは、留学にいっ
て良かったということです。様々な理由で留学をためらってい
る方もいらっしゃると思います。でも少しでもチャンスがある
なら、ぜひ勇気をもって応募してみてください。

最後に私の大好きな言葉を1つ紹介したいと思います。

【Ich drücke dir die Daumen!】
ドイツではこの言葉を両親指を握りしめながら、相手の幸運

を祈って使います。
Ich drücke dir die Daumen! これから頑張ろうとする皆さ

んを応援しています！

ドイツ

レーゲンスブルク大学
人間社会学域国際学類　赤瀬　有希

私は2018年9月から約11カ月間、ドイツのレーゲンスブル
ク大学に留学していました。私はもともと長期留学がしたいと
思い大学進学を決めたので、大学1年時、初習言語にドイツ語
を取った時にドイツへ語学留学に行くことを決めました。長期
留学を希望した理由は、自分自身が日本語の通じない海外で生
活することが出来るのか知りたいと思ったこと、また日本とは
異なった文化やそこで生活する人々と身近に接してみたかった
ことです。

留学前
前述したような理由でドイツ留学を決めた私はまず1、2年

生時にドイツという国の基本的な常識や生活・文化などを学習
することを意識的にしていました。『ドイツ』というと思い浮か
ぶものはそれなりにありましたが、高校生まではそこまで深く
知っていることは多くありませんでした。学習していくこと
で、留学先で学びたいことの視野も広がりました。文化や歴史
に関して深く知識として持っていることは当たり前のことでは
あるけれど大切なことだと思います。また、初めての長期留学
ではありましたが、その前に別の短期留学プログラムに参加し
たり、初めて海外旅行へ行ったりなどしました。慣れない海外
生活を一年間唐突に初めてしまうと混乱しそうだな、と思った
のもありますが、私は高校まで日本の外に出るといった経験が
なかったので、「海外へ行くこと」自体がこの長期留学の目的に
なってしまっては勿体ないな、と思ったからです。

最後に、私は留学中に「もっとこういったことを準備してい
た方がよかったな」と思ったことがあるので、それも記してお
こうと思います。レーゲンスブルクに移った際、これから住む
寮はあちらの大学側のインターナショナルオフィスが準備して
くれます。留学生は到着して大学に手続きをしに行った時に
諸々の説明と一緒に自分が住む寮の案内を受けます。その時ま
で自分がどこの寮を案内されるのかは分からないので、どうし
てもここに住みたい、こういった部屋がいい、といった希望が
自分の中で確定しているのなら、事前の寮の申し込みの書類に
希望を書く欄があると思うので細かく書いておくことをお勧め
します。

留学中
ようやくレーゲンスブルクの生活が始まり、早々に用意され

て い る の がIntensivsprachkurs für Programmstudierende
（ILC）という語学授業です。秋のILCは必須なので、それを受け
ながら並行して到着後の手続きをしていきました。事前に能力
テストが行われ、その後に同じレベルの留学生たちでクラスが
構成されます。基本的に8～10人程度の少人数で行われるの
で、授業中分からないことがあれば聞きやすく、比較的発言も
しやすいと思います。また、1年間の留学期間の中で語学授業
を取り続ける場合、そこで出会う留学生たちとは長い付き合い
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になるので、ドイツに着いたばかりの頃でも友人を得る機会に
なります。私が留学中に困ったのは、とにかく休みの期間が長
いことです。春休みは3カ月近く大学の授業がなかったので、3
月のILCも利用しました。長い休みの間にドイツ語を授業のよう
な定期的に勉強する機会がなくなるので、ドイツ語を忘れてし
まわないように数冊ドイツ語の参考書を持って行って自習をで
きるようにしておくべきだと思います。シュタムティッシュと
いう、現地のドイツ人と日本人が交流できる場所も毎週木曜日
に開かれるので、ドイツ語を話す機会を得たい時は、積極的に
足を向けてみるといいと思います。また、帰国後に日本で何か
試験を受ける予定などがある人は、ドイツ語以外の必要な参考
書、問題集などを計画的に持って行くのもいいと思います。

レーゲンスブルクは、冬にもクリスマスマーケットなどのイ
ベントはありますが、春が訪れると更に頻繁に開催されるよう
になります。よくチェックして、興味があるフェスがあれば、友
人と一緒に遊びに行ってみてください。私はオクトーバーフェ
ストやデュルト（レーゲンスブルクで開かれる小さなオクトー
バーフェスト）ぐらいしか知らなかったので、中世祭り（中世の
暮らしを模したお店があったり中世風の恰好をした人たちがい
たりします）やジャズフェス、ロックフェスなどもあって楽し
むことが出来ます。遊んでばかりでは勿論いけませんが、思っ
ていた以上に休みの日が多いので、ドイツ国内の都市や国外に
旅行に行くなど、長期休暇を有効的に利用してみてください。

留学を終えて
留学中は他の留学生達の話を聞く機会が多くあり、皆自国の

ことについてよく知っているということに気付きました。やは
りドイツの生活や文化、教育を聞いたり学んだりしていく中
で、では自分の住んでいる国はどうなのか、どのような仕組み
になっているのか、という知識は比較する時に必要不可欠で
す。留学して、むしろ日本の文化についてもっと知りたい、それ
をアピール出来る人間になりたい、という気持ちが強くなりま
した。一年は長くもあり、しかし留学中に自信を持って、胸を張
りながら発言できるような人間になるには私にとっては短い期
間でした。留学で飛躍的に変わるか、と言われれば、まだまだ
私自身は足りないものが多くあるように感じます。しかし、そ
のことを実感できたこと、語学力に関してや自分に対する自信
は留学に行く前よりも得ているとも感じています。留学に行く
ことで得るものは必ずあります。留学を迷っている方は、よっ
ぽどの理由がない限り、ぜひ留学に行くことをお勧めします。

人間社会学域国際学類　今井　香苗

留学のきっかけ
高校時代の恩師の助言で、「ドイツの国際平和村でボラン

ティアをしたい」と思い、そのために大学でドイツ語の勉強を
始め、ドイツへの派遣留学を決めました。実は国際平和村のあ
るドイツのノルトライン＝ヴェストファーレン州には協定校で
あるデュッセルドルフ大学があるのですが、デュッセルドルフ
はヨーロッパ最大の日本人街であることを知り、「留学をする
ならなるべく日本とは違う環境に身を置きたい」と思い、街が
世界文化遺産に登録されているレーゲンスブルクを留学先に決
めました。

また、日本語教育副専攻資格の勉強をしていて外国語教育に
も関心があったため、レーゲンスブルク大学で移民・難民に対
しての言語教育支援を手厚く提供しているということも、留学
先大学の決め手の一つでした。

留学前の準備
留学前にこれといった特別な準備をしたわけではありません

が、ドイツ語の授業の予習・復習を中心に行い、あとはドイツ
語検定2級受検のための勉強をしました。

独語検定2級には合格しましたが、留学に行ってみて自分の
スピーキング能力の低さを痛感しました。本来、独検2級は
CEFRのB1に該当するレベルではありますが、ドイツに行って
みて、自分の実力との差にかなり苦しむことになりました。そ
のため、留学前にはかなりしっかり実践的なスピーキング力を
つけてから出発したほうがいいと感じました。

留学中の生活
寮生活は、いいこともありましたが、それ以上に苦労の方が

多かったように思います。私のフラットにはドイツ人4人と私
を含めた留学生2人が住んでいていましたが、キッチンやバス
ルームといった共有スペースの使い方にやはり文化の違いが出
て、私はストレスを感じることが多くありました。ここで私が
改めて大事だと思ったのは、「言葉にしないと伝わらない」と言
うことです。フラットメイトに迷惑していることを伝えるのは
正直なところとても怖かったですが、話した後は状況を改善し
てくれました。寮生活では異文化間交流の難しさと大切さを学
びました。

ドイツ留学のきっかけとなった国際平和村では、多忙のため
長期ボランティアとして活動することはできませんでしたが、
平和村で活動している日本人スタッフの方と連絡を取り、1日
見学をすることができました。スタッフの方から施設や子供た
ちの状況、支援内容、平和に対する思いについて詳しくお話を
聞きながら見学していましたが、そこでは主にアフリカの内戦
地で負傷した子供たちが実際に治療を受け、リハビリをしなが
ら生活していました。

写真でしか見たことのなかった痛ましい傷を負った子供たち
の手を取り直接触れ合い、私は内戦の酷さにかなりショックを
受けましたが、そんな中ドイツ人・日本人スタッフの方々だけ
でなく、辛い体験をした子供たちでさえも笑顔で私に接してく
れました。国際平和村は優しさと笑顔が溢れていて、私は心か
ら感動し、見学を通して得た知識、体験は一生忘れられないも
のになりました。

また、余暇に関してですが、私はオーケストラに所属してお
りクラシックが好きなので、クラシック音楽の本場であるドイ
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ツで数多くの演奏会に足を運びました。インターネットでしか
見たことの無かった一流オーケストラや指揮者の演奏に触れら
れたことは本当に良い経験になりました。

ヨーロッパはとても学生に優しい国が多く、演奏会や美術館、
博物館などの料金が学生割引でとても安くなるので、日本では
敷居が高いと思われがちな分野ではありますが、普段あまり芸
術に触れる機会がない人も行きやすい工夫がされているので、
ヨーロッパに留学をする際には是非足を運んでみてください。

留学中の授業
私の履修していた授業は全てドイツ語で行われました。初め

てのドイツ語の授業で驚いたのは、プレイスメントテストで同
じレベルのクラスに振り分けられたにも関わらず、欧米からの
留学生のスピーキング力がかなり高かったことです。欧米で行
われている話すこと中心の外国語教育と日本の文法中心の外国
語教育との違いを感じました。失敗を恐れず堂々と自分の意見
をドイツ語で発表するクラスメートはとてもたくましく見え
て、私は劣等感を感じてしまいましたが、同時にとても刺激を
受けました。またドイツでは語学の授業でも、一般の講義形態
の授業でも、学生個人の意見が求められることが頻繁にあり、
意見を述べる力、発言力の重要性も痛感しました。

その他にレーゲンスブルク大学の日本語教師の方と親しくな
り、一年を通して日本語のクラスのアシスタントをすることが
できました。日本語で日本語の説明をするのも大変ですが、日
本語クラスの学生はほぼドイツ人だったので、ドイツ語で日本
語の説明を求められることも多く、最初は思うように説明でき
ず苦労しました。ですが、学生からの質問に答えられて、理解
してくれたときはとても充実感があり、またドイツ語の力を伸
ばすこともできました。私にとって、留学前に勉強してきた日
本語の知識を留学先で実践的に使えたことはかなり嬉しいこと
でした。

留学を終えて
私にとってはこの留学が初めての海外経験で、日本の常識が

非常識になるという体験をするのも初めてでした。価値観を変
えざるを得ない状況の中で、日々もがくことも経験しました。
語学の勉強だけなら日本にいてもできますが、実際に長期で留
学に行ってみないとわからないことを実体験として感じられた
ことは留学の一つの大きな収穫であったと思います。留学に
行った人の話でよく、「視野が広がった、世界の見え方が変わっ
た」という内容のことを聞きますが、やはり私自身も、物事の考
え方、捉え方、感じ方は変化したように思います。これは留学
に行かないとわからないことだと思うので、留学に興味があっ
たらまず「とりあえずやってみよう」、という気持ちで飛び込ん
で欲しいと思います。

また留学中に日本語の授業のアシスタントをしたことで、そ

れ以前は「日本語教師って面白そう。やってみたいな。」という
程度の意識でしたが、今後の自分の目標として、「日本語教師に
なって日本語を教えたい。」と覚悟を決めることが出来ました。
これからやることは山積みですが、目標実現のために努力を続
けようと思います。

11ヶ月間ドイツの異文化の中で暮らし、学んできた中で、た
くさんの人との出会いがあり、多くのことを経験し、多かれ少
なかれ人間的に成長できたと感じています。留学は、全てが楽
しいことばかりでは無く、辛いことももちろんありますが、も
し迷っていたら是非行ってみてください。きっと一生の財産に
なるような経験ができるはずです。応援しています。

人間社会学域人文学類　小林　世奈

はじめに
Servus!　2018年9月～2019年7月の間ドイツのレーゲンス

ブルク大学に留学していました。私の留学体験が留学に行くか悩
んでいる方、これから留学に行く方の参考になれば幸いです。

レーゲンスブルクの街
レーゲンスブルクはドイツ・バイエルン地方に位置し、旧市

街全体が世界遺産に登録されています。私の寮はその旧市街に
あり、寮を出ると美しい街並みやドナウ川が見ることができま
した。寮の近くの広場ではよくいろいろなお祭りが催されて
いて、複数のクリスマスマーケットは毎日通えるほどでした。
レーゲンスブルク大学で日本語を教えている日本人の教員の
方が主催するStammtisch （日本語を学ぶ学生と日本人の交流
会）も旧市街のレストランで開かれていたので、よく参加して
いました。

大学生活
金沢大学のようにチューターが一人ひとりつくのではなく、

全留学生に対して10数人のチューターがいました。チュー
ターが交流イベントを企画・開催してくれたり、大学の
International officeが各手続きのサポートや生活・学習面で
の悩み相談を行ってくれました。

前期は留学生向けに開かれたドイツ語やドイツに関する授業
を履修しました。最初は先生が言っていることを聞き取れず、
授業についていくのが大変でした。言語に関しては誰しもが最
初にぶつかる壁だと思いますが、めげずにとにかく場数をこな
すことが必要です。冬が過ぎた頃には、ドイツ語のクラスを楽
しめるようになり、後期はこれらに加えてドイツ人学生が受け
る歴史の授業を聴講していました。歴史の授業はスライドの内
容を把握しながら教授の話の聞くのはかなり大変で、その時間
内だけで理解するのは不可能でした。そのため授業後にweb上
にアップされたスライドやノートを、辞書を使って丁寧に理解
していました。

私のドイツ語学習において切っても切り離せないのはタンデ
ムパートナーの存在です。タンデムパートナーとはお互いの言
語を教えあう、いわば勉強のパートナーのことです。私にはタ
ンデムパートナーが複数人おり、わからない言葉を聞いたり、
課題の添削などを互いにしていました。ただ、みんな友達とし
て会ってくれたので、ドナウ川沿いを散歩しながら話したり、
一緒に料理していました。また、2年生の時に参加したサマー
コースでレーゲンスブルクに来た際に知り合ったドイツ人たち
にも再会し、休暇に実家に連れて行ってもらったり、休み期間
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にはドイツ国内だけでなく、オーストリアやチェコなどにも一
緒に旅行もしました。ドイツ最後の日までたくさん会って、帰
国後の今でも連絡を取り合っている大切な友達です。

アルバイト
私は3月～7月末までKazoku という日本食レストランでア

ルバイトをしていました。
冬学期のドイツ語のイタリア人のクラスメイトが半年の滞

在でもアルバイトをしていたので、家にこもっている時間が
あるならドイツ語を話すためにアルバイトをしよう、と思い、
探しました。レーゲンスブルク内にはいくつか日本食レスト
ランがありましたが、たまたま行ったことのあったKazokuの
facebookに求人募集があったので、メールして応募しました。
日本食レストランですが、日本人は1人もおらず、オーナーを
含むほとんどの従業員がベトナム人でした。ホールスタッフは
ほとんどがレーゲンスブルク大学の学部生でドイツ語も話せる
子たちばかりでした。時々スタッフ間の会話がベトナム語だっ
たので、ちんぷんかんぷんでしたが、みんな優しく温かく迎え
てくれました。元々日本で飲食店のアルバイトの経験があった
こともあり、仕事内容自体はそれほど難しくなく、6月になる
とランチタイムにホールは私1人、という状況でも働けるよう
になりました。

ドイツでは一定の額を超えると税金が課されたり、外国人が
働ける年間日数や時間が決められているので、もし他の国で留
学中にアルバイトしてみたいと思ったら、労働条件を調べる必
要があります。

おわりに
終わってみれば11カ月はあっという間でした。言語習得、異

文化での経験、素敵な友人たちとの出会い…留学中に得たこと
は本当に数え切れません。また、留学を通して自分自身、そし
て将来について見つめ直すことができました。

正直この留学を決めるにあたってかなり悩みました。卒業が
遅れるということに抵抗がありましたし、留学費用に関して不
安もありました。そんな時に出会ったのが留学経験者の先輩で
した。相談会にいったときに親身に相談に乗ってくれたり、願
書の添削をしてくれるなど、留学の後押しをしてくれました。
もし、留学に悩んでいる方がいたら、大学が主催する留学説明
会や相談会に参加することをおすすめします。また、派遣先で
悩んでる方は、その学校に実際に留学していた学生と連絡をと
るといいと思います。私は友人伝えに2年前にレーゲンスブル
クにいた先輩と知り合いましたが、留学推進係の方や先生方を
通して知り合うことも可能だと思います。

最後になりましたが、私の留学準備・生活を支えてくださっ

たすべての方に、心から感謝申し上げます。

人間社会学域人文学類　坂井　優香
私は4年生の9月から2月まで約半年間、ドイツ・レーゲン

スブルクに留学しました。金沢大学では、3年生の秋から1年
間留学に行く人が多いと思います。しかし、留学に決まった形
はありません。自分の思うように留学を計画できますよ、とい
うことで今回は私の体験談を書きたいと思います。先に言って
おきたいのは、体験談というのは、あくまでも他人の経験なの
で、もらえる情報だけもらって、あとは“自分自身”の留学に役
立ててください。

どうして4年生で半年間の留学を？
実は、留学することを迷っていました。2年生のサマーコース

でドイツに行きました。その後すぐに留学に行きたいと思いま
したが、費用や就活、そしてなにより留学を決断する勇気がなく
申し込みを逃してしまいました。その後、どうしても留学に行き
たい気持ちを抑えられず、4年生の秋からの留学を決めました。

留学前の準備としてしたことは？
とにかくドイツ語の勉強をしました。半年間の留学では1年

間の留学よりも滞在期間が短い分、濃密な時間を過ごしたいと
思いました。そのために特に話す能力を強化しようとしていま
した。また現地での生活費や携帯のSIM、消耗品（コンタクト・
薬・基礎化粧品）について、留学経験者に相談していました。

留学中の苦労は？
これはとにかく英語に尽きます。ドイツに留学というと、ド

イツ語のみ必要なのだと思っていました。しかし、ドイツ語だ
けでは全然だめでした。例えば、入国直後の多くの手続きは
英語を使ってのものでした。またレーゲンスブルク大学では、
様々な国の生徒が集まる留学生クラスで授業を受けるのです
が、そこでの休み時間の会話はほとんどが英語でした。英語が
不得意な私は、休み時間の度に少し孤独感を味わうことになり
ました…。留学生はどこの国に行くとしても、留学前に英語も
勉強した方がいいと思います。私は留学中に英語を勉強するこ
とになりました…

留学先であるレーゲンスブルク大学についての情報
まずレーゲンスブルク大学では、入国後の様々な手続きを大

学側が全てサポートしてくれます。滞在許可の申請やアポイン
トメント、銀行口座開設、住所登録、寮の用意…。正直、日本
でやることは大学から送られてきた書類を書いてメールで送る
ことくらいです。寮は事前に家賃等の条件を伝えてレーゲンス
ブルク大学側に用意してもらいます。次に寮でのWifi環境につ
いてですが、レーゲンスブルク大学の寮のほとんどには無料の
Wifiが完備してあります。ついていない寮もいくつかあります
が、有線は全ての寮についていたはずです（私が留学していた
当時）。もし不安であれば事前に伝える寮の条件にWifiを書い
ておけば大丈夫です。

留学中で一番の思い出は？
旅行です！留学中は、ヨーロッパのいろんな国を旅行しまし

た。特にスペインに行った時が一番思い出深いです。ずっと見
たいと思っていたサグラダ・ファミリアに行きました。ドイツ
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や他のヨーロッパ建築に見慣れていた頃だったので、様々な民
族の文化が混ざり合った独特な雰囲気の建築は新鮮で興味深
かったです。食べ物もおいしく、もう一度行きたい国第1位で
す。でも、今こうして体験談を書きながら留学生活を思い出し
てみると、寮の何気ない風景や食堂のご飯の味が蘇ってきます。

留学って聞くと特別なことに聞こえるかもしれません。でも
別に非日常を過ごすわけではないのです。留学は日本での日常
の延長線上にあるのです。日本で今やっている学習や趣味、生
活の舞台が変わるだけです。でもそれだけで得られるものは大
きいのだと思います。私はかけがえのない思い出と自分自身の
大きな変化を留学中に経験しました。一方で、日本での日常の
続きだからこそ、お金や就活、その他にもたくさん悩んでしま
います。もし留学で悩んでいることがあれば、大学の先生や友
人、留学経験者や留学推進係の人にも相談してみましょう。応
援しています！

人間社会学域国際学類　鳥山　友香
わたしはドイツのレーゲンスブルク大学に約11ヶ月留学し

ていました。

留学前　
もちろん、物や知識の準備はしたのですが、どちらかという

と心の準備をするために頑張った期間だったように思います。
留学経験がある先輩方に現地の話を伺ったり、教授と面談した
りしてなるべく具体的にドイツでの学校生活、日常生活をイ
メージして過ごしたり、インターネットでドイツの治安や最低
限の常識を調べたり、とにかく「ここで1年間生活するんだ」と
いう意識を常にもつようにしていました。やはり自分のできる
範囲で、大学についてだけではなく、地域や国について調べて、
事前に情報を得ていることはかなり現地での生活に役立ちます
し、留学の充実度にも関わってくると思います。

知識的な準備としては、個人的に留学前、特に不安だったの
は自分の語学力だったので、ドイツ語検定2級を受検すること
にしました。時間の余裕があるのならば、語学力を高めておく
と精神的にも、もちろん学習面においても大きな自信になるの
で良いと思います。

留学中
レーゲンスブルク大学には「ILC」という留学生向けの語学事

前コースが各学期が始まる1ヶ月前にあり、そこでしっかりと
ドイツ語を学ぶことができます。クラスでたくさんの留学生と
知り合うことができるのも大きな魅力です。また、インターナ

ショナルオフィスが組織してくれる日帰り旅行やイベントなど
も様々な国籍の人たちとのコミュニケーションの場としてとて
も良い機会になるので積極的に参加していました。個人的に一
番印象深いのはニュルンベルクのクリスマスマーケット観光
で、気さくなマーケットの人たちがドイツの歴史や地域のこと
について教えてくれたり、日本にも興味をもってくれて文化や
言語について話したりしたことを良く覚えています。

シュタムティッシュという、日本語を学んでいるドイツ人と
日本人が集まる場では、その場だからこそ知ることのできるド
イツ事情や生活を知ることができましたし、何よりドイツ語を
話す場としてかなり良い機会なのでできる限りで参加するよう
にしていました。そこで知り合ったドイツ人の友達とクリスマ
スマーケットに行ってクリスマスにまつわる話や文化について
教えてもらったり、その友達の家に新年やイースター時期にお
邪魔して一緒に過ごさせてもらったりしたのが一番の思い出で
す。

寮については、おおむね事前聴取で希望した通りになると思
います。わたしの寮は、アルトシュタットという街の中心部か
らも大学からも少し離れた所にあり、ワンルームだったので、
キッチン、トイレ、シャワールームが好きなタイミングで利用
でき、夜遅くまでフラットメイトが遅くまでうるさい、シャ
ワーの時間がかぶってしまう、などの問題はなくとても過ごし
やすい環境でした。1人の時間が必要な人にとってはかなり良
い環境なのではないかな、と思います。ただ、コモンキッチン
などシェアする空間というのがほぼ無いので、寮内で留学生と
のコミュニケーションをとるのはかなり積極的に動かないと難
しいという点もありました。寮でウェルカムパーティーは開催
されましたが、あまり色んな人と知り合おうという場には向い
ていないかな、というのが正直な感想です。フラットメイトと
の共同生活も留学中に体験したいという人は、シェアする空間
があるところをおすすめします。

留学を終えて
初めての長期留学に加えて、初めての1人暮らしと、不安な

ことばかりのスタートでしたが、留学という選択をしてよかっ
たと心から思います。ドイツ人だけでなく、他の色んな国々の
人と知り合うことができましたし、特に仲良くなった友達の家
や、時にはその国にお邪魔させてもらったりして、こんな風に
家族ぐるみで親しくしてくれる人たちと出会えたことは、留学
生活だけでなく、今後の人生においても大きな心の支えです。
もちろん苦労したこともありましたが、みんな快く手を貸して
くれて、乗り越えることができました。

この留学を通して、心身ともに大きく成長できたと実感して
いますし、よく留学に行かれた方たちの言う「価値観が変わっ
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た」というのを肌で感じました。この文がこの先留学を考えて
いる方々の助けになればと思います。

アイルランド

ダブリンシティ大学
人間社会学域人文学類　石榑　まり

留学前の準備
〈学習面〉

私はIELTSを受験したのですが、特に力を入れて勉強したの
は、スピーキングです。大学の留学を目指す学生用の授業を活
用して留学生と交流することで、留学前から英語を話す機会を
積極的に作っていました。スコアはすぐに上がるわけではあり
ません。私は5か月間かけて目標スコアを獲得しましたが、余
裕をもって勉強することをお勧めします。
〈手続き面〉

アイルランドでは、事前にビザを申請する必要はありません。
その代わりに、入国後3か月以内に外国人登録が必要で、その

オンライン予約がなかなか取れなくて大変でした。現地で焦ら
ないように、出国前からオンライン予約をしておくと安心だと
思います。

ダブリンの街
アイルランドは、石川県のように曇りや雨が多い気候です。

また、ヨーロッパの綺麗な街並みとは少しイメージが異なりま
すが、この国ならではの美しい光景もあります。音楽が盛んな
国なので、街にはストリートミュージシャンがたくさんいま
す。パブではアイリッシュ音楽が聴けたり、世界遺産にもなっ
ているような観光地に行けば、伝統的な楽器を演奏している姿
も見かけました。「音楽との距離が近い街」というのが、私の印
象です。

また、首都ダブリンを離れて北や西に向かうと、手付かずの
大自然に出会うことができます。私自身、留学中は何度か旅を
して、雄大な自然と触れ合って、ゆったりとした時間を過ごせ
ました。

DCUについて
Dublin City University（DCU）は留学生の受け入れも盛ん

な大学です。留学生向けのイベントが開催されていたりと、サ
ポートは手厚い方だと感じました。授業以外でも、イベントを
通じて交友関係を広げる機会が多くあったので、積極的に利用

するといいと思います。
授業は、留学生向けのものと、心理学の授業を取っていまし

た。ヨーロッパの留学生は英語がペラペラな人が多く、同じ留
学生でもレベルの違いは感じます。現地学生向けの授業を理解
するためにも、留学生用の授業で英語力を鍛えていました。

現地での生活
ダブリンの中心地までは、バスに乗り20〜30分程度で行く

ことができます。大きなスーパーや、ショッピングに行きたい
時には、よくバスを利用していました。ちなみに、ダブリンの
バスは黄色の二階建てバスです。二階の広い窓から見える中心
街の景色は、ちょっとしたお気に入りでした。

物価は日本と同じくらいですが、外食すると高いため、基本
的には自炊です。

私は寮生活でしたが、時折友人のホームステイ先に遊びにい
くこともあり、アイルランドの家庭の様子を垣間見ることがで
きたことは貴重な経験でした。

留学を通して得られたこと
私は留学中、ワーキングホリデーをしている日本人の方にイ

ンタビューをするという企画をしていました。これによって、
新たな生き方を目にすることができたと感じています。お仕事
を辞めて、アイルランドでワーホリをされている方や、移住先
を探してきている方など、普段の大学生活では出会えない人た
ちに会いました。そのような中で、自分が大事にしたいものは
何か、今後どんな暮らしをデザインしていきたいかを考える
きっかけが生まれて、これらのテーマについて、留学生とも意
見を交わせたことは本当に良かったと思っています。

終わりに
正直に言って、留学は楽しいことばかりではありません。慣

れない環境の中、言語の壁もあった中で、じっくり話したり冗
談を言い合える友達ができたことが、私の留学生活を色付けて
くれたと思います。また、ゆっくり時間を使えるのも留学中な
らではのことです。少しだけホームステイを体験したり、この
国ならではの自然を見れたことは私の人生をより豊かにしてく
れました。これから留学に行く方は、自分で選んだ環境を思
いっきり楽しんでもらえたらと思います。

人間社会学域国際学類　加藤　　桃

アイルランドについて
私はアイルランドの首都、ダブリンにあるダブリンシティ大

学（以下DCU）に9ヶ月間留学していました。「アイルランド」と
聞いて、どういう国かすぐに想像がつく人はあまりいないかも
しれません。私も留学先をアイルランドに決めるまでアイルラ
ンドについてほとんど何も知りませんでした。アイルランドは
イギリスの隣に位置する島国で、公用語はゲール語と英語の2
つとなっていますが、ほとんど全ての国民が英語を使って生活
しています。つまり、アイルランドはヨーロッパ圏に属する英
語圏の国なのです！私が生活していたアイルランドの首都であ
るダブリンはとてもコンパクトな街で、city centreと呼ばれる
中心街はほとんど歩いて周ることができてしまいます。この報
告書ではそんなダブリンでの私の留学生活について紹介したい
と思います。少しでも派遣留学に興味がある人、どこの国に留
学しようか考えている人の参考になれたら嬉しいです。
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留学前
私は1年生の春休みに語学研修に参加してからぼんやりと長

期留学に挑戦してみたいなぁとは考えていたのですが、派遣留
学に応募すると決心して留学希望先を決めたのは3年生になっ
てからでした。英語圏の派遣留学への応募に必要となるIELTS
を初めて受験したのも3年生の5月で、留学準備のスタートは
かなり遅い方だったと思います。DCUのIELTS要求スコアは
Overall 6 .5（各セクションで6.0以上）で、IELTS対策を始め
たのが遅かったこともあり、要求スコアをとるのにとても苦労
しました。IELTSには、何回受けてもなかなか点数は上がらな
いのにどんどんスコア提出の期限が迫ってくる、アルバイトで
稼いだお給料はIELTSの受験料を支払うことで消えるというよ
うに、精神的にも金銭的にもかなり苦しめられました。この経
験を踏まえて、留学を少しでも考えている人は、早めの受験・
対策を全力でおすすめ致します。また、早めに要求スコアを満
たすことができたら、留学前にアカデミックな英語の単語力を
身につけたり、会話力を磨いたり、現地に関する情報を収集を
したりと、余裕を持って留学準備をすることができるので早め
に取得して損はないです。

留学中
〈授業〉

DCUはヨーロッパ諸国からの学生を中心に、世界各国から
の留学生が集まる国際色の豊かな大学なので、留学生用の授業
も様々な授業が豊富ですが、留学生でも基本的に現地学生と同
じように自由に授業を選択できました。私は留学生用の英語で
のディベートやプレゼンのスキルを伸ばすクラスに加えて、異
文化理解やヨーロッパの社会問題に関する授業や、興味のあっ
たメディアに関する授業を受講していました。異文化理解の授
業は多国籍な受講生で構成されており、授業内で学んだ異文化
コミュニケーションの理論に関する自分の異文化体験を共有し
合いました。日本で座学で学ぶのとは全く異なるもので、良い
学びとなりました。メディアはこれまで学んだことのなかった
分野でしたが、最後まで興味を持って授業に参加できました
し、全く新しいことを学んで刺激を得ることができました。日
本の大学で学べない分野も学べるところが派遣留学の良さの1
つでもあると思います！

〈課外活動〉
DCUにはクラブやSocietyと呼ばれるサークルは100以上あ

り、留学生も自由に参加することができます。私はバドミント
ン、ジャパニーズ、IESN （International Erasmus Student 
Network） に所属していました。Japanese societyでは、日
本に関連するイベントを毎週行っていて、日本に興味のある現
地学生と定期的に交流することのできる場となっていました。

このSocietyのメンバーと4月の初めにダブリンで毎年開催さ
れている“Japan Experience”という日本文化を紹介するイベ
ントで2ヶ月間練習したよさこいを披露しました。2ヶ月の間
にはアイルランド人・日本人で練習のやり方に対して意見が衝
突することもありましたが、最終的にアイルランド人の指導の
方に最近10年で1番良いと褒められ、とてもいい経験になりま
した。IESNはInternational dinner、speed friending、学内
のBarでのカラオケナイト、週末には日帰り旅行など留学生や
現地学生と交流できるイベントを毎週開催していました。多く
の留学生がこのSocietyのイベントに参加していたので、授業
外で留学生と交流する機会として、興味のある時は参加してい
ました。

また、DCUにはLanguaCulture Spaceと呼ばれる現地学生
がさまざまな言語や文化を授業外で学ぶためのスペースがあ
り、そこでは留学生がボランティアとして自分の国の文化を紹
介するイベントを開催したり、母国語の授業をしたりしていま
した。私も日本に留学予定の学生に対して日常生活で使える日
本語や、日本での生活に関する授業をしたり、他の留学生が運
営していたイベントに参加したりしてよく利用していました。

このようにDCUには授業以外で現地の学生や留学生と交流
できる機会がたくさんありました。少しでも興味があったらト
ライしてみることにして積極的に参加していました。授業内で
友人を作るのはなかなか難しかったので、こういった課外活動
に参加すると生活も充実すると思います！

留学を終えて
終わってしまえば、長いと思っていた9ヶ月もあっという間

でした。この9ヶ月間の留学生活では日本を出てみないと見る
ことのできない景色をたくさん見ることができ、とても濃い充
実した時間を過ごせました。辛いことや苦労したことも楽しい
ことと同じくらいありましたが、そういった経験が自信になり
ました。今の私は、日本を出発する飛行機に乗った時と比べる
と、結構成長できたのではないかなと思います。留学に興味
がある方へ、海外で9ヶ月も過ごすなんて、わくわくしません
か？もちろん大変なこともありますが、学生生活のうち1年だ
け刺激的な生活をしてみるのも楽しいです！ぜひ思い切って挑
戦してみてください！！

スペイン

サラマンカ大学
人間社会学域国際学類　福田　若奈　

私は2018年9月から2019年6月までサラマンカ大学に留
学していました。ここでは、留学前の準備から留学中の経験に
ついて書きたいと思います。留学を考えている皆さんの参考に
なれば幸いです。

サラマンカ大学を選んだ理由
一番初めにサラマンカ大学に興味を持ったのは、1年生の夏

にサラマンカ大学に留学されていた先輩からお話を伺ったこと
がきっかけでした。スペイン語の学習に力を入れていました
が、入学時には留学は考えていませんでした。先輩がとても楽
しそうに話してくださったことで、留学について、そしてサラ
マンカ大学について真剣に調べるようになりました。調べてい
くうちに、サラマンカ大学では正規生と同じように授業を受け
ることができるとわかり、スペイン語を上達させるだけでな
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く、専門知識も深めることができると思い、サラマンカ大学に
留学することを決めました。また、世界遺産の街であること、
学生が多く治安が非常に良いことも大きな魅力でした。

留学前の準備
まず、手続きに関して、自ら早めに動く必要があるのはビザ

の申請、航空券の購入、寮などの住居の手続きだと思います。
スペインのビザは申請から発行まで時間がかかりますし、東京
の大使館まで本人が申請と受け取りに行く必要があります。ま
た、申請書類の中には、住民票のある都道府県でしか取得でき
ないものもあります。申請書類は時々変更がありますから、何
が必要なのかを確認し、早めに申請することをおすすめしま
す。大学の寮に入りたい場合、サラマンカ大学は自ら寮に申し
込む必要があります。早めにホームページで申し込みの期限や
必要書類を確認しておくと良いと思います。また、現地に行っ
てから様々な書類のコピーが必要になるので（もちろんサラ
マンカに何軒も印刷できる店がありますが）、日本で何部かコ
ピーしておくと手続きがスムーズです。

語学力に関して、留学が始まったら正規生とともに専門科目
を受講することになるので、できるだけ語学力を伸ばしてから
留学に臨むと良いと思います。私は授業やラジオの語学番組等
を利用して勉強していましたが、十分ではありませんでした。
もっと語学力があれば、前期から授業の内容を良く理解できた
だろうと後悔しています。留学前は手続きや大学の授業で忙し
いと思いますが、時間を見つけてスペイン語に触れる時間を増
やすと良いと思います。

学習
社会科学学部に所属し、スペインの政治や社会について、ま

た、国際関係論やナショナリズムに関する授業を受講していま
した。自分の所属する学科から50%以上受講すれば良く、後期
は文献学部の授業も取っていました。基本的に抽選等はなく、
自分の履修したい授業を受講することができました。社会科学
学部には他に日本人がおらず、ほとんどがスペイン人の正規生
で、最初は授業についていくのが大変でした。小さな課題でも
時間がかかってしまい、授業内容が理解できるようになるの
か、単位が取れるのか本当に不安でした。それでも、コツコツ
と復習し、ときにはルームメートや寮の友人たちに助けてもら
い、日々の授業やテストに臨んでいました。グループワークで
は、最初は発言ができず、グループの人もどうせ話せないだろ
うと意見を聞かれもしませんでした。このまま黙っていては何
も参加できずに終わってしまうと思い、思い切って議論に入っ
てみると、私の言いたいことを汲み取ろうとしてくれました。

黙っているということが一番もったいないです。うまく話せな
くても、まずは意見があることを表明することが大事だと学び
ました。私は受講していませんでしたが、別途お金を払うこと
で留学生向けのスペイン語の授業を受けることもできます。ス
ペイン語の授業を受けていない分、現地でも文法の復習をし、
ドラマやラジオ等で楽しみながらスペイン語を学習していまし
た。もちろん、ネイティブスピーカーの友人たちと話すことが
語学力向上に大きくつながると思うので、文法が間違っていて
もすらすら話せなくてもいいのでどんどん使うことが大切だと
思います。ネイティブの人がどのような表現を使っているのか
会話から学んで、知った表現から使うことでだんだん使える単
語や表現が増えていきました。

生活
私はColegio Mayor de Oviedoという大学の寮に住んでい

ました。いくつか大学の寮があるのですが、そのなかで一番家
賃が安いです。それでも、キッチンがなく寮の食堂を使わなけ
ればならないこともあり、二人部屋を選択してもやや高額だと
感じました。そのため、最初は前期だけ寮に住むつもりでいた
のですが、自分の学部や図書館に近いこと、食堂に行くことで
様々な人と話す時間がもてること、そしてなによりも寮で多く
の友人ができたことで、寮に留まることにしました。幸い支給
額の大きな奨学金をいただいていたので、それを留学の目的を
果たせる環境のために使わせていただこうと思い、寮を選びま
した。授業では苦戦することが多く、心が折れそうになったこ
とも多々ありましたが、そのことを抱え込まずに話せる友人た
ちが寮にいたので、大変な場面も乗り越えることができたと思
います。また、寮にはスペイン人だけでなく、南米からの留学生
も多く住んでいました。ルームメートもコロンビア人で、年上
ということもあり、スペイン語がネイティブでない私を常に気
にかけてくれました。一度体調を崩し病院にかかりましたが、
そのときはサラマンカ大学で入った保険が適応できました。

また、サラマンカには日西文化センターというものがあり、
そこのボランティアリストに登録すると、日本語の授業やイベ
ントのボランティアに参加することができます。私は何度か日
本語の授業のボランティアに参加しました。現地で日本語を学
ぶ人たちと交流するだけでなく、日本語教師の方とお話をした
り、ボランティアにきている日本人留学生と交流したりするこ
とで多くの刺激をもらいました。

最後に
留学によって語学力は向上し、スペインの国内政治を学びな

がら留学期間中に何度か選挙もあったことで、もっと勉強し
たいと思うテーマも出てきました。これらは留学の目的でも
あり、大きな成果ですが、それ以上に留学しなければ出会えな
かった多くの人との出会いが、留学して良かったと思える最も
大きなことです。留学を考えている人は、留学したいと思った
きっかけや留学の目的を常に忘れずにいてほしいと思います。
留学に求めることは人それぞれですが、自分の軸をしっかり
持っていれば充実した留学になると思います。私も留学中、何
度も留学計画書を読み返していました。また、多くの人の支え
があったからこそ、思い切り勉強し、サラマンカでの暮らしを
満喫することができました。この経験を生かして、留学したい
と思う人のサポートをし、金沢大学の留学生を少しでも助ける
ことができたらと思います。
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人間社会学域国際学類　宮嶋　千晴

サラマンカの魅力
サラマンカは学生の街といわれており、若者が多く住んでい

て活気が溢れる安全な街です。大都市すぎず、田舎すぎず、お
店やレストランも沢山あるので暮らしていて不自由を感じるこ
とはほとんどありませんでした。スペイン料理はもちろんのこ
と、日本料理店やスターバックスなど馴染みのあるお店や、ベ
ルギーチョコレートの店、あまり聞き慣れないペルー料理店な
ど幅広くいろんな食を楽しめました。留学中に新しくタピオカ
屋もオープンして日本の流行に後れを取ることもありませんで
した。サラマンカは内陸に位置しているため魚介料理はあまり
ありませんが、安くて美味しい生ハムが非常に有名です。サラ
マンカの街は世界遺産に登録されており大学の建物や聖堂、街
並みからは古い歴史を肌で感じることができます。サラマンカ
大学は2018年で創立800周年を迎えたスペインで最も古い大
学で、留学では好きな学部・授業を選ぶことができます。自分
の学びたいものを学べる環境が整えられているのはサラマンカ
大学の大きな魅力の一つです。語学研修などはなくいきなりス
ペイン語での授業なので最初はついていくのに精一杯ですが
徐々に慣れていくと思います。むしろ初めから高いレベルの中
に放り込まれるのでより早く上達できるのではないかと思いま
す。

留学前の準備
留学前一番大変で時間がかかったのがビザ申請でした。東京

まで行かなければならず、また平日のみの開館のため大学を休
んでいくことになります。ですので3年生前期（もしくは2年
生前期）に授業のない日を敢えてつくっておくと時間的にも精
神的にもゆとりが持てて良いと思います。提出を求められる書
類が前年度と同じとは限らないため、先輩に聞いた情報だけを
鵜呑みにせず必ず大使館の公式ホームページを確認してくださ
い。パスポートはビザが発行されるまで手元にはない状態にな
るので提出前にあらかじめカラーコピーを何枚かとっておくと
良いと思います。

留学中の苦労
早め早めの行動を心掛けろとよく言われますが、早く行き過

ぎてまだ学校の掲示板に履修登録やオリエンテーションの情報
が掲載されておらず、逆に見逃してしまうということがありま
した。先を見越した行動は基本ですが、重要なのはタイミング
なので時には待つということも必要だと実感しました。履修登
録は正規学生と留学生で期間も方法も異なります。現地で出
会った友達に助けてもらうこともあると思いますが同じように

はできないので注意が必要です。
留学先で怪我・病気になったらどうしようという心配がある

と思いますが、私は留学中に何度も体調を崩してしまい病院に
かかりました。金沢大学の海外旅行保険に加えて必ず入らなけ
ればならないサラマンカ大学の学内用の保険があり、その保険
を使ったため診察料がかかりませんでした。薬は街の薬局での
購入なので保険適用外でしたが、値段が非常に高いというわけ
ではないので心配はいらないと思います。言葉が通じずうまく
痛みや体調不良を伝えきれないかもという不安もありました
が、辞書や携帯の翻訳で意外となんとかなるものでした。

引っ越し
寮費が高いという理由と、スペイン人の普通の暮らしも体験

しておきたいという理由で半期が経った頃にピソ（アパート）に
引っ越しました。友達に紹介してもらって大家さんと面会し、
部屋の見学をしてその日のうちに入居の手続きを済ませまし
た。火災保険や敷金礼金など難しい話は一切なくパスポートの
みで驚くほどあっさりと引っ越すことができます。家賃に水道
ガス電気代が含まれているところと含まれていないところがあ
り、水や電気を使いすぎて不公平だなどとルームメイトとトラ
ブルになるのを避けるためにも全てが家賃込みになっている部
屋をおすすめします。寮に最初に支払ったデポジットは退寮か
ら3週間ほどで問題なく返ってきました。十何万円という金額
がすべて現金で返ってくるので、帰国前に焦らなくてもいいよ
うに少し早めに寮からデポジットを返してもらうよう交渉して
おいた方が良いと思います。

留学を終えて
留学を経て私が一番大きく変化したと感じるのは、知らな

かったものを新しく知って好きなものの幅が広がったという
ことです。例えば民族学という分野やLGBTについての問題で
あったり、また勉強に限らずスペインで有名なサッカーや各国
独自の風習であったり、今までは特に触れる機会のなかったも
のに出会って世界にはまだまだ面白いものがたくさんあるんだ
なと気づきました。留学前は全く興味のなかった授業も帰って
からとってみようかなと思ったり、新しい言語にも挑戦してみ
る気持ちが湧いてきたりと自分でも成長したなと感じることが
多くあります。

留学してみて良かったと思うことは数え切れないほどありま
すが、デメリットはほとんど思い浮かばないです。留学に行か
なければ良かったという人を少なくとも私は聞いたことがあり
ません。迷っているのならせっかくの機会を活用して思い切っ
て行ってみてほしいなと思います。

スペイン

サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学
人間社会環境研究科国際学専攻　室谷　颯花

私が本学に入学し学部を卒業するまでの間に、協定校は増
え、研修や奨学金も年々充実していっているように感じていま
す。大学の国際化が進む恩恵を受けて、これからの学生さんは
さらに多様な機会に恵まれるのではと思います。私は大学院生
になってからの派遣留学でしたので、これを読んでいる方の参
考になるかわかりませんが、このようなパターンもあるのだと
いう一例としてお読みいただければと思います。

私は、学部2年生の時に周りの同級生が続々と派遣留学に出
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願する中、書類を用意している途中でやめてしまいました。「留
学してみたい」という曖昧な気持ちで具体的な準備を十分にし
ていなかったので、周りに比べて完全に後れを取っていて、そ
のような状態で派遣留学に応募すべきでないと感じたからで
す。周りの学生と同じスピードで取り組めていないことに劣等
感を覚えることはありましたが、自分のペースで良いと思い始
めると焦りはなくなり、留学に対して落ち着いて向き合うこと
ができました。その後、2年生の春休みに語学研修で初めてス
ペインに行きました。約3週間あまりと短い期間ではありまし
たが、スペインという国を自分の目で見て知ることは初めの一
歩として易しい挑戦であり、有意義な機会でした。約1年後の
3年生の春休みから、派遣留学とは異なる本学の留学プログラ
ムでサンティアゴ・デ・コンポステラ大学（以下USC）を訪れ
3ヶ月弱滞在し、その間に同校への派遣留学を考えました。帰
国後にもう一度自主的に渡西して3ヶ月間過ごし、教職員や現
地の方との接触を続けました。結果的に、実際の派遣留学まで
スペインへ3度渡ったことになり、それにはもちろん時間とお
金がかかりました。しかし、行く度にその土地への関心や理解
が深まり、「何を学びたいのか」がはっきりし「本当に派遣留学
に出願する」という気持ちを固めることができました。その結
果、USCのあるガリシア地域に関するテーマで卒業論文を書
き、同様の研究を続けるために大学院へ進学して、このタイミ
ングでの派遣留学に至りました。

準備期間は派遣留学に対する自分の意識を高めただけでな
く、その間に培ったものが実際にとても役立ちました。まずは
生活していく分のコミュニケーションに困らなかったことで
す。私は2年生からスペイン語を始めていましたが、派遣留学
の時期を後ろ倒しにして現地での暮らしを少しずつ経験するこ
とで、生活に必要な言語能力を十分に得た状態でした。授業で
習わないような単語や言い回しはたくさんありますし、何より
USCのあるガリシア州には独自の公用語であるガリシア語が
あります。私は一般的なスペイン語よりもこの地域の話し方に
慣れていました。次に、現地で学生生活を送ることのイメージ
を具体的に持てていたことです。USCは2つのキャンパスに分
かれており、バスで2時間ほど離れた場所にあります。観光都
市であるサンティアゴ・デ・コンポステラ市にあり多くの学部
と生徒数を有する本校に対して、山あいのルーゴ市にあるキャ
ンパスは限られた学部のみがあり、環境が大きく異なります。
両 方 の 都 市 と
キャンパスの実
情を知っていた
ので、持ってい
る情報から適切
な方を選ぶこと
ができました。
加えてガリシア
は一般的にもた
れるスペインの
イメージとはか
なりかけ離れて
いて、湿潤で長
い 冬 が あ り ま
す。それも2度
経験しており、
石川県で育った
私にとっては雪
が降らない分む

しろ過ごしやすかったので、問題なく適応できることを知って
いました。そして、過去の交流で得た現地住民との繋がりは本
当に頼りになりました。ガリシアは人口が少なくコミュニティ
が狭いので、誰かが誰かの知り合いということがとてもよくあ
ります。居住している日本人も本当に数えるほどしかいません
が、だからこそ互いの関係が親密で家族的な面を感じます。住
居でトラブルがあった時や体調を崩した時など困った時はとて
もよくしてもらいました。以前に関わりがあった教職員の方や
街の方にも研究内容のことで相談に乗ってもらえることがあり
ました。

このように、私は派遣留学に踏み出すまで時間がかかってし
まいましたが、それでも後悔しない滞在になったと思います。
もし、出だしが遅れてしまったり様々な理由で留学が遠のいて
しまったりしても、自分次第で取り返せることはありますし、
だからこそ得られる経験もあります。全員に当てはまる正解は
ありませんから、自分自身が確実に実現できる留学のかたちを
慎重に見つけて、それに納得することを忘れないでいて欲しい
と思います。

人間社会学域国際学類　渡邉くる実

留学を決意した理由
高校生の頃から漠然と海外そして外国語に関心を持ってお

り、いつかは留学をしたいと考えていました。大学に入り、西
洋の歴史、美術そして宗教について深く学びたいと思い、ヨー
ロッパでヨーロッパの人々の視点から見るこれらの学問を学び
たいと考えるようになりました。また開発や難民といったテー
マにも興味があるのですが、ヨーロッパでは難民にまつわる問
題が多く起こっているため、日本にいては分からない新たな発
見ができるのではないかと思いました。さらに、日本でも難民
や日本に移住してきた人々を始め、海外に背景を持つ子どもた
ちが存在しますが、母国を離れ海外で生活を送る子どもたちが
教育を受けられているのか、またどのような教育を受けている
のかということに関心があり、将来的に取り組みたいと考えて
いたため、自分自身も海外での長期的な生活を体験するととも
に子どもたちの教育に関してヨーロッパまたはスペインでの状
況を自分の目で確かめ情報を得られたらと思いました。

サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学はスペイン西部のガ
リシア州に位置しており、ケルト文化の影響が見受けられ、日
本でスペインのイメージとして強いフラメンコや闘牛といった
文化とは少し異なる独自の文化を有しています。語学研修など
を通じて、地方の規模の大きすぎない町のほうがその国の人々
の様子を感じやすいのではないかと考えるようになったこと、
また巡礼の地として有名であること、そして先に述べたように
日本で一般的なスペインの文化とは異なる地域について学びた
いと思ったことなどから留学を選びました。

留学前の準備
スペインへ留学する際に最も重要であるのがビザの申請で

す。ビザ申請のための書類の準備と申請してからビザを受け取
るまではとても時間がかかるため、インターネットまたスペイ
ンへ留学したことのある先輩から情報を集めて早めに準備する
必要があります。またビザ申請の方法や必要な書類は更新され
ていることもあるため、先輩の意見を過信しすぎず、大使館の
HPなど最新の情報を得られるサイトを熟読すると良いと思い
ます。パスポートを持っていない場合はパスポートを作成する
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のはもちろん、すでに持っている人も有効期限を確認し、留学
先の国で長期的に滞在するためにはどの期間以上有効期限が
残っているべきなのかを確認すると良いでしょう。
わたしは日本で大学に通うためにも毎月奨学金を借りていた

のですが、その奨学金を貸し出していた団体とは別の団体から
留学のための奨学金を受け取っていたため、留学中に日本での
奨学金を停止するための措置をとる必要があったのですが、わ
たしはそのことに気付くのが遅く、手続きをスムーズに行うこ
とができなかったため、自分が借りている奨学金はどのような
条件のもと提供されているのか、併用は可能なのか、留学をす
るときには届け出が必要なのかなどを確認し、留学前に手続き
を済ませておくと良いでしょう。奨学金によっては大学の寮へ
の加入を保障してくれるものもありますが、自分で寮の申請を
行う必要がある場合もあるため、寮またはアパートなど住居の
確保も留学前にすべき準備の一つです。
また留学先のお金、電圧など生活に必要な基礎的情報を調べ

るとともに空港または駅から大学、大学の寮までの交通手段や
行き方を調べておくとスムーズにたどり着くことができると思
います。

留学中にすると良いこと・留学中の苦労
私は秋学期に大学の寮、春学期にアパートに住んでいたので

すが、初めは寮に住んでその後アパートを探して移り住むこと
をおすすめします。寮には管理人の方や留学生、または現地の
学生が多くいるため何か困ったことがあれば誰かに頼ることが
でき、また交友関係が広がり、情報交換をする場を得ることが
できます。また私の場合はベッド・布団やタオル、調理用具な
どを貸し出してもらえたため、初めに買うべきものが少なく
てすみました。私の住んだ寮では掃除の方が週に何回か入り、
様々な設備が揃っていた代わりにアパートよりも高くついたた
め、節約と現地の生活により根ざした生活を送るためにアパー
トを探して移り住みました。5人程度でシェアしていたため寮
よりも小さなより距離の近いコミュニティを築くことができ、
とても良い経験となりました。
大学の講義は基本的に自分が関心のあるテーマのものを中心

に取っていたのですが、グループワークのある授業をとると留
学生や現地の学生と話す機会が増えるため良いのではないかと
思います。大学主催の留学生イベントが少なく、クラブ活動な
どもなかったため、初めは交友関係が広がるのか心配でした
が、グループワークを通して友人を作ることができました。
留学中はやはり語学力の不足から上手くコミュニケーション

を取ることができず、悩んだこともありました。周りはスペイ
ン語学科の出身が多く、わたしよりも遥にスペイン語を使いこ

なしている人たちが多かったため、自分の実力が及ばず悔しく
辛い思いをしたこともありましたが、自分のペースでできるこ
とを少しずつすることを大切にして、周りを気にし過ぎないよ
うにしました。周りの人から受ける刺激も必要ですが目標のた
めに自分が何をしてきたか、またはしているのかも大切にする
べきだと学びました。分からないことは周りの子に聞きつつ少
しずつ自分の学力を高め、自信を付けました。また秋学期の間
はバディとして同じ学部の学生が勉強や生活の手助けをしてく
れたため、慣れない地での授業や一人暮らしの不安が軽減され
ました。

後輩へのメッセージ
留学は言語も国も多くの選択肢があるため単に留学がしたい

と思っても自分が留学によって何をしたいのかという目的やど
んな土地や町が合っているのかという特性を見極めなければ
せっかく留学をしても目的が達成できなかったなどミスマッチ
が起こりえるので、目的と自分の特性をはっきりとさせること
が重要だと思います。
一方で、実際にいってみないと分からないことも多いため、

自分が決めた土地でできることを環境のせいにするのではな
く、どのようにすればより充実した生活を送り、満足した留学
生活にできるのか考え対応していく力も必要です。その大学や
地域が合うかは人それぞれなので、自分に合った留学先を見つ
けるのもポイントなのではないかと思います。
また留学後どうなりたいのかという理想と目的を持つことで

留学中の小さな目標を立てることができ、自分がやるべきこと
が見えてくるため充実した生活を送ることができるはずです。
留学生活は長いようで短いので、まだ時間があると思わず、興
味を持ったことには積極的に挑戦していくことでより後悔の無
い留学生活を送ることができるのではないかと思います。

スペイン

バルセロナ自治大学
人間社会学域国際学類　西端　美紅

私は2018年の9月から2019年6月末まで、バルセロナ自治
大学（UAB）に留学しました。バルセロナは、爽やかな晴天と青
い海が広がり、まぶしい太陽の光を浴びた美味しい食べ物に溢
れた、とても過ごしやすい地域です。UABは金沢大学のように
自然豊かで、のびのびとキャンパスライフを楽しむことができ
ます。そこから約40分電車に揺られると、芸術的な町並みが広
がり、開放的な人々で賑わう市内中心部まで出ることができま
す。私にとってバルセロナは、勉強も遊びも両立でき、充実し
た生活を送れる、そんな街です。

留学前の準備
〈勉強面〉

私はスペイン語の語学力向上に加えて、英語圏ではない国で
英語を学んでみたいという想いから、UABでの留学を決断しま
した。現地では、留学生同士で英語を使う機会が多くあり、授
業によっては英語で開講されるものもあったりしました。その
ため、スペイン語はもちろんのこと、英語も並行して学習する
ことをおすすめします。
また、渡航前にカタルーニャ語にも少し触れておくと、現地

で役立ちます。
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〈生活面〉
VISAの手続きは日本とバルセロナの両方で行い、申請のため

の書類を自分で集めなければなりません。また、履修登録や寮
の申込は基本的に先着順です。そのため、様々な手続きには時
間がかかるので、できるだけ早めに行動することをおすすめし
ます。

留学中
〈大学内での勉強〉

UABでは翻訳・通訳学部で学ぶことになります。語学系の授
業が充実しており、私はスペイン語、カタルーニャ語、英語（ス
コアが必要）の授業を履修しました。特に、カタルーニャ語の授
業は興味深かったです。カタルーニャ文化を学ぶことで、現地
の人々と交流が深まりました。それに加えて、フランス語やイ
タリア語など、周囲の国々の言語についても少し理解できるよ
うになりました。

自学部に加えて、他学部からの授業を履修・聴講することが
できます。私は、社会学、演劇、インターンシップといった授
業を経験しました。特に、約半年間のインターンシップを通じ
て、現地の不動産会社でホームページの翻訳や日本文化に関す
る記事の作成に携われたことは、貴重な経験となりました。

必要に応じて、学内の語学学校でスペイン語（有料）やカタ
ルーニャ語（無料）の授業も受けることができます。また、夏休
みにはアジア人留学生向けに無料のスペイン語のクラスも開講
されるので、言語面でのサポートが充実しています。

やりたいこと全てにとことんチャレンジできる環境がそろっ
ているので、積極的に活用してください。

〈寮での生活〉
大学寮であるVila Universitàriaでは、留学生同士の交流が盛

んに行われています。東西ヨーロッパ、アジア、南米など、世
界各国から集まる学生とシェアハウスで暮らすのはとても刺激
的でした。文化背景が異なる仲間と同室で過ごすにはたくさん
の苦労もありましたが、一緒に勉強したり、パーティーを楽し
んだり、様々な国の文化を体験できて面白かったです。夜は少
し騒がしい日もありますが、夜まで元気なのがスペインの文化
です。自習室や図書館は近くにありますが、たまには一緒に楽
しんでみてください。

また、金沢大学の寮のように山の中に位置していますが、寮
から大学までは無料のバスが運行していたり、寮内に小さな
スーパーやバル、スポーツ施設が併設されたりしているので便
利に生活することができます。電車で近くの駅まで行くと、大
型スーパーマーケットがあったり、散歩に最適な落ち着いた街
があったりするので、気分転換にも困りません。

〈大学外での生活〉
私は、第二セメスターからバルセロナ中心部のPisoに引っ

越しました。そこで現地の社会人たちとシェアハウスで暮らし
ました。スペイン語やカタルーニャ語を日常的に使う機会が増
え、色々な社会人のコミュニティにも参加しました。休日は、
お気に入りのお店で知り合った店員さんと言語交流を楽しんだ
り、インターン先のご家族の家にホームステイさせてもらった
りするなど、充実した毎日を過ごしました。大学生活に慣れて
きた頃、寮の外に一歩踏み出してみるのも、新しい世界が広
がって面白いかもしれません。

最後に
私が留学を心から楽しめたのは、現地で出会った人々の支え

があったからこそです。留学当初、スペイン語はままならず、
文化の違いに驚かされる日々の連続でした。自分の考えや想い
を上手く伝えられなかったり、話し合いを重ねても互いに分か
り合うことができなかったり、努力が思った通りの結果に結び
つかず落ち込んだりもしました。たくさん悔しい思いをしまし
たが、「とにかくやってみる」ことを大切に、後悔のないよう積
極的に行動しました。そのおかげで、たくさんの仲間を作るこ
とができました。つらい時に励まし合えた留学生仲間、毎日カ
フェテリアで昼食を共にしながら応援し続けてくれたスペイン
人の友人たち。家族のように温かく迎え入れてくれた、寮や
Pisoの仲間、インターン先の人たち、お気に入りのお店で知り
合った友人など、全ての人に感謝しています。私が彼らから学
んだことは、「今を全力で楽しむこと」です。留学を決断するの
はとても迷いました。留学中も迷いや不安はたくさんありまし
た。しかし、迷いや不安はまだ起こってない未来のことです。
今、少しでも留学に対してわくわくする気持ちがあるのなら、
行ってみることをおすすめします。必ず応援してくれる人はい
ますし、意外となんとかなります。大切なのは、留学してよかっ
たと笑えるように行動することです。

人間社会学域国際学類　岡本　崇志
私は2018年9月から2019年6月まで、スペインのバルセロ

ナ自治大学（以下UAB）に留学していました。皆さんはこの冊子
をどんな気持ちで読んでいるのでしょうか。自分が行く大学の
イメージを膨らませたい人や、国や大学で悩んでいる人、留学
に行くかで悩んでいる人もいるかと思います。皆さんの決断に
この冊子が寄り添えたなら幸いです。

留学に行く目的は人それぞれ違いますが、その土地で生活を
するという部分では同じです。その土地の気候や食べ物、場所

（海側・山側、旅行に行きやすいかなど）や町の規模…自分が海
外で約一年過ごす際、何が必要でしょう。当たり前ですが、留
学生活には多かれ少なかれストレスがあります。土地の風土は
ずっと続くもので、なおかつ自分では変えられません。せっかく
一年間過ごすのなら、生活するだけで楽しいような環境に身を
置くことが大事です。健康に過ごせなきゃ何もできませんしね。

バルセロナについて
・ スペインの中でも他のヨーロッパ諸国に近く、マドリードに

次ぐ大都市
・ 地中海気候で年間を通して晴れが多い（私も傘を持ったのは

両手で収まるくらいです）
・ 近代的な街並みと中世的な街並みが程よくマッチしたおしゃ

れな街並み
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・料理がおいしいイメージがある。…などの特徴が挙げられます。
私はスペインに行くことは決めていました。そこから、折角

ヨーロッパに行くなら旅行がしたい、太陽がないと元気がでな
い、ご飯は美味いものが食べたい、等の理由から、自分が約1
年間生活する都市としてバルセロナを選びました。ちなみに、
バルセロナと聞いて都会での暮らしを想像している方は気を付
けてください。キャンパスや寮は、中心から40分ほど離れたお
山の中です。空港からは1時間半ほどです。とはいえ生活には
困りませんし、中心まで電車一本ですので、さほど苦にも感じ
ません。自然も都会の街並みも両方楽しめるハッピーセットと
も言えますね。

大学について
UABでの留学を楽しむコツは、とりあえず何事も早めにする

ことです。向こうからの連絡は遅いのに締め切りは早かったり
しますので、こちらからアプローチを早めに取らないと時間に
追われます。VISA取得も1カ月半ほど待ちますし、履修も早い
者勝ちです。スペイン人のペースに苛立たず、笑いながらこな
しましょう。

UABでの勉強や履修に関しては、基本やりたいことを選べま
す。しかし、制限もあります。通訳翻訳学部の履修が50％以上
あること。カタラン語で一般学生向けに開講している授業は基
本取れないこと。経済学部など英語での授業には、語学力を証
明するスコアがいること。等です。やりたいことがあれば、他学
部でも学務や先生にメールしたり交渉したり何かしらアプロー
チをすることが大事です。やりたいことがあれば、とりあえず

「やりたい」と言ってみれば助けてくれます。留学生が自分しか
いないようなクラスでも、先生や周りの方々に助けてもらいな
がら履修できましたし、言ったもん勝ち・行動を起こしたもん
勝ちです。「申し訳ない」という気持ちは行動で返せばいいんで
す。…とはいいながら、苦戦したシステムを共有します。皆さ
んはマークシートのテストで分からないところがあったら、勘
で埋めますよね？ちなみに私は空欄を作らないのがモットーで
すが、私の受けたテストには間違えた問題2問につき1点マイ
ナスするという非道なシステムがありました。ヨーロッパでは
よくあることのようです。もちろん50問すべて埋めたテストは
なんとたったの50点中5点という悲しい結果に…先生に呼び
出され「分からないことには答えるな」というお言葉をいただき
ました。分かる・分からないが絶妙で苦しんだのですが、結果、
何だかんだ合格することができたのでよしとします。

個人的にはカタラン語の勉強がおすすめです！バルセロナの
生活に溶け込むには必須だと言えます。カタラン語を話すと人
の対応が変わるくらい、自分たちの文化に誇りを持っているの

がバルセロナという都市です。
基本、後期と前期の間に休みはありませんが、テストが早く

終わることが多いので人によって休みの長さが変わります。後
はクリスマスから新年にかけての休暇とsemana santaと呼ば
れる4月の1・2週間の休みがあるので、どんどん旅行に行く
ことをおすすめします。

バルセロナでの暮らし
私は半年寮で生活し、残りを都市部で生活しました。それぞ

れ長所短所ありますが、このスタイルはおすすめです。まず、
初めは5人部屋（寝室は2人で共有）の寮で過ごしました。プラ
イベート空間はトイレとシャワーのみ。金髪高身長イケメンと

「おはよう」「おやすみ」を隣で言い合える幸せより、私はプライ
ベートが欲しかったです。しかし、初めに人と会話する場所や
社交の場を作りやすい環境にいたことは、今になって考えると
よかったと思います。大学にも徒歩10分くらいと近く（坂です
が）、家にすぐ帰ることができました。大学構内の芝生で寝るの
も最高です。

もし寮に住むなら、3・4人部屋はシャワールーム（トイレ
付）が1個しかないので大変ですよ。おすすめはしません。ま
た、人によりけりですが、日本人が一番きれい好きで衛生観念
の違いにイライラするので、神経質な人はきちんと考えましょ
う。お金と相談ですが。

後半は街の中心部（カンプノウ周辺）にシェアハウスで住んで
いました。学校には50分くらいかかりましたが、中心に近い
と外出しやすいですし、いいお店探しもしやすかったです。ど
うせバルセロナにいるなら、街の雰囲気を存分に味わうのが吉
です。ただ、部屋探しはとても大変でしたし、シェアハウスと
いう部分では基本変わりません。また、住む区域などはきちん
と気を配らないと危ない目にあう可能性も高まるので注意しま
しょう。

最後に
留学は苦行じゃないので、好きに行動して、やりたいことを

して、好きなものを食べる。それに限ります。ただ、したいこ
とがあるならやらないと損です。したいことを探すためにいろ
んなことをするのもありだと思います。私も吹いたこともない
楽器を吹き、「人間の塔」を作る活動に参加したり、インターン
シップをしたり、毎日違う種類のパスタを作って食べたりしま
した。強いて言うなら、現地の言葉を話せるように勉強して、
友達の輪を広げると選択肢の幅が広がるのでお勧めです。

留学を迷っている人。何で迷うかによりますが、気持ちで悩
んでいるのだとしたら、行ってみてから悩めばいいのではない
でしょうか。

イギリス

シェフィールド大学
人間社会学域人文学類　大木紗英子

私は2018年の9月から2019年の6月にかけて約10か月間、
イギリスのシェフィールド大学に留学していました。

前期
〈授業について〉

英語で行われる専門分野の授業についていけるか心配だった
こともあり、専門の授業と英語の授業を組み合わせて取ること
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にしました。具体的には、ヨーロッパ近世史、EAP（リスニン
グ・スピーキングに特化したクラスとライティング・リーディ
ングに特化したクラス一つずつ）、EFL（English as a Foreign 
Language）をとりました。近世ヨーロッパのクラスは週に2回
の講義と1回のセミナーがあり、セミナーは12人前後の少人
数クラスでした。毎週少なくとも2本の論文が課題として出さ
れ、それらを読んだうえでセミナーに出席し、議論に参加しな
くてはなりませんでした。全部一生懸命読んでから出席した初
回のセミナーで、何もわからず、（そもそもペアになった女の子
が何を言っているのかわからない）何も言えず、撃沈したこと
は忘れられません。その次の週は舐めるように論文を読んでか
ら出席し、それでやっと少し口が挟めるようになったかな、と
いうくらいでした。この授業は毎週緊張して辛かったですが、
今日は少し発言できたから来週はもう一回多くしよう、と目標
を小刻みにたてやすく、モチベーションにもなりました。

EAPのクラスは思ったよりもレベルにばらつきがありました
が、一人一人に細やかなフィードバックがもらえたためとて
もためになったと思います。特にライティングは専門分野のレ
ポートを書くのに非常に役に立ちました。EFLのクラスは自分
のIELTSのスコアから鑑みて、中級のクラスをとりました。フラ
ンス、スペイン、日本、韓国から来ているクラスメイトがいて、
みんな留学生なこともあり友達になりやすかったと思います。

〈生活について〉
住み始めた寮はシェフィールド大学の学生寮で、6人程度住

めるフラットにはじめは私を含めて3人いましたが、そのうち
の一人のエジプト人の院生が違う寮に移ってしまったので、私
と、一緒に留学したもう1人の金沢大学の学生と2人で一つの
フラットを使っていました。友達の話を聞く限り、かなりめず
らしい状態だったようですが、トイレやシャワーも共用の寮で
したので非常に快適でした。寮を気兼ねなく使えたこともあ
り、ほとんど毎日自炊していました。

後期
〈授業について〉

後期は、イギリス近代史と日本近代史、そしてEFLの上級クラ
スをとっていました。イギリス近代史も前期のヨーロッパ近世
史同様、2回の講義と1回のセミナーが毎週ありました。先生
が面倒見の良い方で、議論の内容についていけなかったときや
レポートのアウトラインについて助言が欲しい時など、質問を
しに行くととても親切に対応をしてくださいました。レポート
の評価も前期に比べると少し上がり、2000語程度の英語の論
文の書き方に慣れてきたのかなと感じました。セミナーには60
歳近いのではないかと見受けられるアイルランド出身のクラス
メイトがいて、なかなかすんなり現地学生の輪に入っていけな
い私に良くしてくれたのが印象的でした。

日本近代史の授業は、すでによく知っている分野であればよ
り授業についていきやすく、現地学生との議論にも参加しやす
いであろう、という理由で取ったのですが、これが非常に面白
く有意義でした。特に印象的だったのは、日本の戦争観につい
てです。私は金沢大学で同じような題材を演習で学んだことが
あり、その時は太平洋戦争～戦後にかけての本を読み、それに
ついて議論するというものでしたが、私は先生が言及するまで
日本の被害者意識に気づくことができませんでした。しかし、
シェフィールド大学の学生は講義で先生が意見を求めた途端何
人もの学生が日本の太平洋戦争に対する被害者意識について発
言していました。歴史教科書や歴史認識の違いを頭では理解し
ているつもりでいましたが、肌で感じることができた衝撃的な
経験でした。

EFLの授業は前期より上のクラスをとったこともあり、フラ
ンス・スペイン・オランダ・フィンランド出身のクラスメイト
は既にかなり流暢な英語を使いこなせていました。たまについ
ていくのが大変でしたが、彼らが非常に親切にしてくれたこと
もあり、毎週楽しみな時間でした。

〈語学力について〉
実は、後期が終わるまで私は自分の語学力の伸びを感じられ

ず、自信が持てませんでした。もちろん、シェフィールドに来
たころは何をするにも緊張してうまくできなかったので、その
ころに比べれば、学期中も成長していたとは思うのですが、自
分の高すぎる理想と比較してしまい、いまだに上手く使えない
と思ってばかりでした。しかし、後期が終わってから高校時代
の友人が日本から私を訪ねてやってきてくれた際、彼女は英語
を話さないため、私が通訳や案内などのすべてのことをやらな
ければなりませんでした。そのとき初めて、自分が思っている
より英語を使えるようになっていることに気付き、今は前より
少しだけ自信が着きました。もっと早くから自信が着いていれ
ば、もっと多くのことを経験できたのではないか、と思うと少
し残念ではありますが、最後に自分に少し自信が持ててよかっ
たと思います。

最後に
私は、長期留学したからと言って価値観がガラッと変わると

は思いません。今はインターネットなどで様々な情報を得るこ
とができ、異国の地を具体的に想像することは難しくありませ
ん。しかし、実際にその地を訪れ、生活した人が想像できる範囲
は違うと私は思います。視野が広がる、経験が財産になる、と
よく言いますが、私はこの想像できる範囲の違いが結果的にそ
れらにつながるのではないかと思います。抽象的な表現になっ
てしまいましたが、私が留学後に最も強く感じたことです。

金沢大学の協定校は多数あり、制度も整っています。興味が
ある人はぜひ、トライしてみると良いのではないでしょうか。

人間社会学域国際学類　田中　和美
私は2018年の9月から2019年の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ました。留学を通して経
験をしたことや学んだことをまとめたこの報告書が、留学を考
えている皆さんの参考になれば嬉しいです。

留学前の準備
留学の目的によって準備も変わってくると思います。言語を

学びに行く場合は、その言語の基礎固めが留学前に必要な準備
かもしれません。私の場合はシェフィールド大学で専門科目を
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より詳しく学ぶことが目的だったので、現地の授業が理解でき
るように英語の能力を上げることが必要でした。そのためにし
て良かったと思うことは、英語で開講されている授業（E科目）
を履修することです。E科目の授業では、英語の文献を読む機
会がよくありました。留学先で履修をしていた各授業は予習と
して論文をたくさん読む必要があったので、留学前に少しだけ
でも慣れておくことができました。E科目を履修していなくて
も、自分で意識をして英文を読んでみることは必要だと思いま
す。英文を読む際に、自分が学ぶ分野の文献を読むと英語力が
向上するだけでなく、頻出の専門用語に慣れることができるの
でより効果的です。
勉強面以外の留学準備というと、ビザの取得や寮選びなどが

挙げられます。これらは、一人で行うよりも友達や先輩方と相
談をしながら進めていくと良いです。特にイギリスのビザは答
えなければいけないが質問が多かったり、何が必要な書類であ
るかが曖昧だったりするので、イギリスに留学をする友達と少
しずつ確認をしながら取り組みました。
寮については、先輩方に相談をしたところ街に近い方が便利

だということがわかり、街にも大学にも近い所を選びました。
実際にスーパーへは歩いて3分、大学の主要施設にも5〜10分
程度で行ける立地だったので、課題が多く忙しい時も買い物に
行けたり、遅くまで大学の図書館にいてもすぐに帰れたりと大
変便利でした。どんなに地図で確認しても、現地に行ってみな
いと分からないことは必ずあると思うので、現地に住んだこと
がある先輩に相談してから寮を選ぶことをお勧めします。

留学先での経験
留学先では前述のように、大学の寮で生活をしていました。

5、6人でキッチンやトイレをシェアするタイプだったのです
が、他の部屋が埋まらなかったので金沢大学から同じく派遣さ
れた大木さんと2人で暮らしていました。そのため、寮の中で
英語を話す機会はなかったのですが、お互いに勉強をしている
ことを共有したり、辛い時に励まし合あったりすることができ
て、本当によかったです。
食事は外食をすると高くついてしまうので、近くのスーパー

で食材を買い、自炊をしていました。平日は常に授業の課題と
格闘していたので、勉強と家事をするとすぐに時間が経ってし
まいました。それでも、少し時間がある時は現地でできた友達
と出掛けたり、学校のイベントなどに参加しました。
週末にはシェフィールド市内の観光スポットを調べて行って

みたり、現地で仲良くなった友人とカフェに行ったり、日曜日
には教会の礼拝に通っていました。クリスマスには、教会で仲
良くなったナイジェリア人の友達のご家庭にお邪魔させていた
だきました。ナイジェリアというと、アフリカ大陸にあること
位しか知らなかったのですが、ナイジェリア人の家庭料理はス
パイスの効いたものが主流であることや、肩書きをとても大切
にする文化であることなどを教えてもらいました。
私は留学する前から、英語を使って異なった文化的背景を持

つ人々と交流したいと思っていました。シェフィールド大学に
は140カ国から学生が集まってくるので、様々な国の学生に出
会うことができ、その度に新たな発見があってとても楽しかっ
たです。

基本的な授業形態
イギリスの大学の授業は基本的に、通常の講義と少人数のグ

ループに分かれて議論をするセミナーがセットになって開講さ
れています。私が履修をしていた科目のほとんどは、週の前半

に通常の講義があり、週の後半にセミナーがありました。

印象深かった授業
私にとって一番印象深かった授業は、イギリス政治の授業で

した。授業の内容は、現代のイギリス政治の主要な概念と議論
を、1976年以降のイギリスの政治史を分析することによって
みていくというものでした。EU離脱という決断に至らせた背
景を、離脱の手続きを行っているイギリス国内で学べたことは
本当に貴重な経験でした。
イギリスの議会は皮肉を交えたジョークや、思い思いの発言

が飛び交うことでよく知られていますが、政治好きなイギリス
人学生が集まるこの授業のセミナーは、まさにイギリスの議会
の縮図のようでした。
この授業では他にも、シェフィールド大学の卒業生でイギリ

スの元内務大臣であるデイビット・ブランケット氏をお招きし
た講義があったり、MI5といってアメリカでいえばFBIのよう
な役割を持つ機関の長官を務められたイライザ・マニンガム=
ブラー氏からアメリカ同時多発テロの時のイギリスの対応につ
いて聞く機会がありました。重大な出来事が起こった時の国内
中枢機関での意思決定プロセス、その時の自身の気持ちなどの
話があり、ニュースで見たり本を読んだりすることでは感じら
れない、当時の緊迫感が伝わってきました。イギリスの政治史
をあまり知らないまま受けた授業だったので、毎回の授業の予
習にすごく時間がかかったのですが、このような豊かな経験が
できて、努力が報われた気持ちでした。

留学を終えて
留学という言葉を聞くと、言語の上達や価値観の変化などを

成果として考える方が多いと思います。もちろんそれらも留学
の成果として挙げられるのですが、一番留学から得られること
は内面的な成長ではないかと思います。
いつも傍で支えてくれる家族や友達から離れて、違う国で生

活をすることは思っていたよりも大変な経験でした。始めの方
はホームシックになったり、すごく孤独に感じたりします。そ
の中で、辛い部分にフォーカスをするのではなく、良い部分や
感謝すべき事柄に目を向けることが大切なことだと学びまし
た。自分の気持ちに耳を傾けることも必要な事ではあります
が、気持ちや気分はすぐに変わります。その時に、自分が目標
としていることや何を信じているかをもう一度見つめ直す必要
がありました。その過程を経て、内面的な成長がもたらされた
のではないかと思います。この成長は留学に行かなければ中々
できなかったのではないかと思います。そのため、このような
経験をさせていただけたこと、そして私の留学の歩みを支えて
くださった皆さんに本当に感謝しています。
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イギリス

セントラル・ランカシャー大学
人間社会学域国際学類　須永　珠緒

2018年9月から2019年6月までの10か月間、イギリス、イ
ングランド北部のセントラル・ランカシャー大学に留学してい
ました。この報告書を通して、私の留学先での経験がこれから
留学を志す皆さんの参考になれば幸いです。

留学前の準備
セントラル・ランカシャー大学への留学が決まり、準備を進

めていくなかで最も苦労したことはビザの取得です。ビザがお
りなければ当然留学することはできないのですが、このビザの
取得がすごく大変です。必要書類が多く、語学力の条件も比較
的厳しいので、早いうちに何の書類が必要か、書類を用意する
には何をしなければならないのかを確認し、必要なスコア取得
のための対策もしておくと安心できます。しっかりと準備を
し、万が一ビザが却下された時のために早めに申請にいくこと
をお勧めします。ビザがおりなくては何も始まらないので慎重
に準備をすると良いです。

もう一つ準備しておくことで大事なことが、IELTSのスコ
アの取得です。これはビザにもかかわってきますが、セント
ラル・ランカシャー大学の場合は留学中のコースにも大きく
かかわってきます。金沢大学からの留学生はInternational 
Business Communicationという留学生専用のコースか語学
学校コースに分けられます。それはIELTSのスコアで振り分け
られ、IELTS overall 6 .0 全セクションで5.5以上のスコアが
ないとIBCにいけません。なので、IBCを志望する方は、IELTS
のスコアを取っておく必要があります。私は、大学2年生から
IELTSに向けて準備し始めました。IELTSは受験料がものすごく
高いので、しっかり対策してから受験し受験回数をなるべく抑
えることをお勧めします。

留学中の生活
〈授業〉

私はInternational Business Communicationというコー
スに所属しました。このコースは留学生専用で主にフランス・
スペイン・ドイツ・中国・日本からの留学生で構成されていま
す。私はビジネスに関する知識を1つも蓄えていかなかったの
で、授業内容は難解でした。ヨーロッパからのクラスメイトは
母校でもビジネス専攻の学生が多く、英語力でも知識でも発言
力でも最初から歴然とした差があり、正直、最初はこんなこと

でやっていけるのかと、かなり自信を失いました。また、IBC
コースの授業はほとんどがディスカッション形式の授業でし
た。日本の聴講形式の授業に慣れきっていた私は、初めはグ
ループワークでもなかなか発言できませんでした。しかし、授
業数をこなしていくうちに発言もできるようになり、ビジネス
の知識もついてきて授業についていけるようになりました。ま
た講義外でのレポート課題も日本に比べてかなり多く、提出が
立て込んでいる月は図書館に籠りきりの生活でした。早めに取
り組んでも英語で執筆するため思いのほか時間がかかります。
余裕を持ちすぎるくらいに始めるといいと思います。振り返る
と、授業はもちろん大変でしたが、ディスカッションが多い講
義スタイルだったのでクラスメイトとたくさん友達になること
ができてとても良かったです。イギリス人だけでなく、世界中
から集まった留学生とも授業をこなし、友達になれるのがIBC
の魅力です。ネイティブスピーカーと授業をしないで英語力は
伸びるの？と思われるかもしれませんが、私は英語のスキル
アップをかなり実感しています。ヨーロッパからの留学生はす
ごく英語が流暢なので学べる部分もあるし、お互い不完全だか
らこそミスを恐れず英語がのびのびと話せる環境にいられたこ
とが自信につながったのではと思います。

〈授業外〉
授 業 が な い 休 日 や 夕 方 か ら は、IBCの ク ラ ス メ イト や

Japanese Societyというサークルでの友人とご飯を一緒に
作って食べたり、週末にはクラブやパブに行くなどして楽しみ
ました。授業外でもカジュアルに英語を話す機会がたくさん持
てたのは本当にいい経験でした。パブやクラブに行ったり、日本
食を友人に振舞ったり、日本ではなかなかしたことのない遊び
だったので、すごく楽しかったです。セントラル・ランカシャー
大学には世界各国からたくさんの留学生が学びにきているの
で、イギリス人とはもちろん様々な国からの学生と知り合えま
す。イギリスの文化だけでなくヨーロッパの文化やその他地域
の文化のことにも興味がある私にはとても良い環境でした。

留学を振り返って
授業が始まってからの一か月は、慣れない環境の中、積極的

に授業で発言ができず、周りの友人のほうが有意義に留学生活
を送っているように感じて、辛いこともありました。しかし、
留学中はたくさんの新しい出会いがあります。その中で自分自
身を見つめなおすことができ、自分は自分だと思うことができ
ました。また、今まであまり興味がなかったビジネスの分野に
興味を持てたことも意外な発見でした。かねてから興味があっ
た途上国開発をビジネスの面から考えてみようと思うきっかけ
になりました。この一年間という長いようで短い、とても貴重
な経験を残り少ない大学生活と未来の糧にしたいです。

人間社会学域国際学類　山下　里穂
私は2018年9月から2019年5月まで、イギリスのセントラ

ル・ランカシャー大学（UCLan）に留学していました。この体
験談が少しでも読者の方々、特にこれから留学される方々の参
考になれば幸いです。

プレストン/UCLanについて
大学があるプレストンという街はイングランドの北西部に位

置しています。人口およそ14万人の小さな都市です。マンチェ
スターから電車で4、50分程度の所にあり、学生が多く住ん
でいます。プレストン駅は様々な路線の停車駅となっているた
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め、ロンドンやバーミンガム、グラスゴーやエディンバラなど
の大都市まで電車一本でいくことができ、非常にアクセスが良
かったです。私は、通常料金が1/3割引になるRailcard（16～
25歳が対象の学生カード）というパスを利用して旅行していま
した。

UCLanはイギリス大学の中で最大規模の大学の一つです。世
界中から学生が集まり、留学生も多数在籍しています。学部も
多岐に渡る総合大学ですが、本学からの派遣留学の場合は国際
ビジネスコミュニケーション（IBC）コースか英語コースのいず
れかに入ります。どちらのコースの所属でもプレストンにある
メインキャンパスで授業を受けることになります。キャンパス
自体は広く、各講義棟も離れているため、授業の合間の移動が
大変でした。

留学中の学習について
私はIBCコースの3学年に所属していました。このコースは

留学生向けのコースで、私がいた時は約6ヶ国から来た学生が
一緒に学んでいました。年齢も18～27歳と幅広かったです。
その大半が留学前にビジネスを勉強したことがある学生でした
が、私はビジネスについての知識が全くなかったので、初めは
ちゃんと単位がとれるか不安で一杯でしたが、今思えばこんな
心配をしなくてもいい位で、ビジネスの知識よりは分析力やコ
ミュニケーション力の方が要求されたように思います。

このコースでは必修科目を通年で3つ、選択科目を各セメス
ターで1つずつ履修することになっていました。その殆どがレ
クチャーではなくセミナーだったため、グループワークやディ
スカッションが多く、自分の考えをしっかり持ってそれを積極
的に発言することが重要でした。

最初のうちは、自分の英語に自信がなかったり、何を言えば
いいか分からず中々自分から積極的に意見を言うのは難しいと
思いましたが、思い切ってやってみると意外と簡単なステップ
だったと感じて、自分の思い込みだったことがわかりました。

学習のサポートについて
UCLanにはチューター制度がない代わりに、学習面において

手厚いサポートが受けられます。グループプレゼンテーション
やリサーチプロジェクトの前には先生との面談が数回あり、進
捗状況に合わせて様々なアドバイスを貰うことができます。ま
た、必修科目は特に難易度が高いため、課題や試験のサポート
クラスが開講され、自由に参加する事ができます。

各授業の先生の他にも、アカデミック・アドバイザーと呼ば
れる指導教員がおり、学習面でも生活面でも気軽に相談するこ
とが可能です。私もリサーチプロジェクトについてのアドバイ
スを沢山貰いました。

留学生コミュニティについて
留学中、現地の教会が主催する留学生向けのコミュニティ

「Globe」に参加していました。週に1度集まってイギリスの文
化やメンバーそれぞれの文化について学んだり、クッキングや
ゲームをしたりして交流していました。毎回20分程度の気軽
なトークタイムがあり、その時のテーマに合わせてそれぞれ意
見を出し合います。様々なバックグラウンドを持った人々が集
まっていたため、他のメンバーの考えがとても新鮮なものに思
えたり、今まで考えたこともなかったことについて考えさせら
れる事があったりと、私にとってはその20分が学びの場でもあ
りました。

また、週末には湖水地方へ出かけたり、Guild Wheelを歩
いて回ったりするアクティビティもありました。Globeのメン
バーと過ごす時間はとても楽しく、良い仲間に恵まれて留学生
活を送れたことに感謝しています。

さいごに
この留学を通して得た、一番大きなものは「何とかなる」とい

う気持ちです。一見難しく思えて怯んでしまうこともあるかも
しれませんが、自分には今までの経験があり、積み重ねてきた
努力があり、サポートしてくれる先生や友人がいます。「何とか
なる」と自分に言い聞かせることで、悲観的になり過ぎず前向き
に考えることができました。そして、それが自分の自信へと繋
がり、意外と簡単に何でも乗り越えることができました。もち
ろん、全て成功したということではなく、失敗したことも多く
ありました。それでも何とか乗り越えられたのは前向きな考え
方があったからに思えます。留学で得るものは人それぞれ違い
ますが、どういう形であっても自分を成長させてくれると思い
ます。少しでも留学するか迷っているのなら、思い切って飛び
込んでみてはいかがですか。

人間社会学域国際学類　渡辺　紗生

はじめに
私は2018年9月から2019年5月までの9ヶ月間、イギリス

のセントラル・ランカシャー大学に留学していました。私の体
験記が「派遣留学先での生活ってどんな感じなんだろう」「留学
先ってどう決めればいいのかな」と留学について悩んでいる皆
さんを後押しできれば幸いです。

留学前にしておくといいこと
〈語学〉

自分の行きたい留学先が決まったら、英語力は渡航前に上げ
られるだけ上げておきましょう。IELTSを2年の春に受けたと
きは留学先の条件であるIELTS6.0を超えることが出来ず、そ
の時に初めてTOEICとは違うIELTS特有の難しさに身をもって
気づきました。IELTSは受験料が高いことに加え、金沢では年
に数回しか実施されません。語学力は金沢大学での派遣留学学
内選考時の判断材料にも使われるので直前になって焦ることの
ないように余裕を持って受けることが大切だと思います。私は
IELTS勉強会に参加したり、英語の先生にSpeakingやWriting
の添削をしていただきました。金沢大学では、授業の他に英語
を使う機会を見つけることが難しいかもしれませんが、これか
ら留学を考えている皆さんには自分からアクションを起こして
有意義に留学生活を送る一歩を踏み出してほしいです。
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〈文化〉
日本、そして金沢について詳しくなっておきましょう。私自

身、留学する前から「日本のいいところを留学先の人に伝えら
れたらいいな」と漠然と思っていましたが、現地の日本好きの
学生は私以上に日本について詳しい人もいました。また、イギ
リスに限らず外国ではK-POPブームです。私のまわりにいた現
地学生はほとんど韓国好きという印象で、私も会話の幅を広げ
ようとK-POPを勉強したほどです。留学先の国で何が流行って
いるのかを事前に知っておくことも、現地で友達の輪を広げら
れるひとつのキーだと思います。

〈ビザ申請〉
留学前のVISAは最初の難関です。どこにも詳しい取得方法の

説明が載っていなかったので私は先輩にひとつひとつ教えてい
ただきました。銀行に頼んで書類を作ってもらったり、申請す
る前に口座に一定額以上を置いておかなければいけなかったり
と、イギリスのビザ申請は他の国に比べて厳しいです。留学先
が確定したら、早いうちから先輩やイギリスに行く友達と情報
共有することをおすすめします。

留学中
〈学習面〉

留学先では英語教育の授業を中心に授業を取りました。日本
の大学とは違い、授業時間自体は短かったですが、授業の他
に少人数で先生や受講者とディスカッションするセミナーが
あるため、予習に多くの時間を確保しなければいけませんでし
た。英語が母国語のイギリスで母国語の視点から英語や教育制
度を学習することで、国や地域によって異なる単語・文法のエ
ラー、単元の導入方法の多様な種類など新しい気づきを毎回得
ることができました。実際に現地の英語教師の資格を取ること
を目的としているTESOLコースに所属している学生とも触れ
あう機会が多く、彼らの模擬授業は教職を取っている私にとっ
て刺激的なものでした。また、授業以外にもLanguage Partner
制度を活用して日本語と英語を教え合ったりすることも日常的
にあり、セントラル・ランカシャー大学では現地学生と触れあ
う機会が多いように思います。

大学には24時間オープンしている図書館があります。学生寮
からも近く、静かに勉強するSilentスペース、友達と会話しな
がら作業できるOpenスペース、グループワークに使用できる
個室スペースがあるので、ディスカッションしたい時やレポー
トの締め切り前にはよく図書館に通っていました。図書館1階
には勉強の事から生活の事まで相談できるサポートセンターが
あるので、なにか困ったことがあれば気軽に訪ねてみることも
できます。

〈生活面〉
留学中は大学の寮に住んでいました。ユニットバス付きの個

室であり、キッチンスペースは6人で共有の形です。誰と一緒
のフラットになるかまでは選べませんが、運良く私は日本語を
独学している現地の学生のフラットメイトと一緒になり、ほと
んどの行動を共にするほど仲良くなることができました。共同
生活ならではのトラブル・不満も多々ありましたが、その子に
相談することで、ストレス発散ができ、楽しく寮生活を送るこ
とができました。育った環境の違いから、自分の当たり前だと
思ったことが当たり前でなくなる事が寮生活の難しい所です
が、ひとりで抱え込まず、なんでも相談できる友達を作ると心
強いです。また、イギリスでは外食が高いので自炊していまし
た。スーパーも徒歩圏内で、日本の調味料を売っている店も
あったので食には困りませんでした。

〈交流面〉
セントラル・ランカシャー大学にはJapanese societyとい

うサークルがあり、日本に関心のある学生が多く所属している
ため、「友達を作るチャンスがほしい」と思っている学生には
もってこいの場で、イベントなども行っているので1回は参加
して雰囲気を見てみるとよいと思います。大学近くの教会の
方々が運営するGlobe internationalという団体が開催してい
る留学生向け交流会には毎週参加していました。毎週、グルー
プメンバー出身の国を政治的・文化的・食事的面から学んだ
り、季節に関するイベントも企画されていました。個人的には、
グループメンバーのひとりから聖書の内容について教えてもら
うこともあり、日本ではなかなか出来ない貴重な経験で面白い
ものでした。

〈休暇〉
ヨーロッパに留学したからにはさまざまな国に旅行したいと

思っている方も多いのではないのでしょうか。私も留学中、限
られた予算と日程で計画を練り、旅行をしていました。留学生
先の学生証を持っていると美術館や博物館に無料もしくは学割
価格で入場できます。日本からではなかなかヨーロッパに行く
ことはできないと思うので、様々な場所を訪れる事を通して、
歴史や文化について触れあい、考える時間をぜひ作ってほしい
と思います。

おわりに
海外生活も一人暮らしも初めてだった私にとって、イギリス

で学ぶことは新しい発見の連続でした。日本ではバイトや授業
で忙しくて自分の将来、考え方についてなかなか見つめ直す
きっかけがなく、淡々と毎日が過ぎていく一方でしたが、イギ
リスという異国の地で自分とは違う背景を持つ方々と触れあう
中で自分の中で大切にしたい軸を見つけることができたと思い
ます。留学中は楽しいことばかりではなく、日本に帰りたいと
思ったことも何回かありました。しかし、厳しい環境に身を置
いて逆境を乗り越えた経験があるからこそ、自分自身の成長を
実感でき、それがいまの私につながっています。「留学してみた
いな」と少しでも思っている方には、まずアクションをおこし
て後悔のないようにチャレンジしてほしいです。

ロシア

カザン連邦大学
人間社会学域国際学類　山下　哲平

私は2018年9月から2019年6月までの10ヶ月間、カザン
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連邦大学に留学した。カザンとは、モスクワから東へ約800㎞
に位置するロシア連邦の主要都市の一つであり、さらにはタ
タールスタン共和国の行政の中心地でもある。この共和国はロ
シア連邦構成国のひとつであり、公用語はロシア語およびタ
タール語である。民族構成もタタール人が共和国の半分強を占
め、その次にロシア人が多い。加えて、タタール人はムスリムで
ある場合が多いため、タタールスタン共和国において住民がム
スリムであることは一般的である。金沢と比較した場合、人口
はカザンの方が多く、地下鉄や豊富なバス網に加えてトロリー
バスやトランバイと呼ばれる路面電車も通っており、金沢より
も都市化していると言えよう。気候については、秋冬の寒さは
厳しい。私が滞在していた際は年明け前後、マイナス30度から
マイナス25度の間で気温が変化しなかった。

カザン連邦大学について簡単に説明しておくと、ソビエト連
邦建国の父レーニンや文豪トルストイの学び舎であり、長い歴
史をもつ大学である。現在、キャンパスというよりは学部ごと
の建物がカザン市内に点在している状態であり、大半の建物は
近距離に存在し徒歩で移動可能である。

留学前
上に記したことを知っておくのは言うまでもない。さらに加

えるとすれば、ロシア語能力を留学までにできる限り身につけ
ておいた方が良い。その理由として、ロシア社会では大抵の場
合、英語が通じないことが挙げられる。実際、ソ連時代よりは
英語が通じやすくなっている。ただし、現地在住の外国人は旧
ソ連圏出身者および旧ソ連により援助をうけていたアラブ諸国
等の出身者が多く、多少の差異はあるものの、彼らはほぼ不自
由なくロシア語を話すことが可能である。すなわち、ロシア国
内にいるからロシア語を話す、ではなくロシア語が旧ソ連圏で
の公用語的地位を占めており、その言語を話すのは自然なこと
であると捉えるほうが正しい。おそらく現地で生活することに
より、英語は世界共通語であるという空想を拭い去ることが可
能であろう。

前述で寒冷な気候について触れたが、日本から防寒具を持参
する必要はないと考えられる。理由は、第一に揃えるべき防寒
具が多く、渡航の際に荷物が増えてしまうためである。第二に、
現地の物価が日本よりも安いため、現地で購入する方が経済的
であることが挙げられる。余談ではあるが、冬季は建物内部で
は暖房システムにより暖かいというよりはむしろ暑くなること
が多く、私はロシア人と同様に半袖シャツで過ごすことが大半
であった。

留学中
苦労した点は、第一に、公的機関や大学側の事務作業にかか

る時間があまりにも長いという点である。これに関しては、海
外において基本的にどの国も早くはないと言われている。具体
的にいえば、入寮手続きを完了させるために数日では済まない
時間を要したことや更新したビザの配給が3週間近く遅延し、
ビザなし滞在を強いられた結果、日常生活に支障が生じたこと
が挙げられる。ただし、これらに関してはカザン連邦大学側も
問題視したようであり、改善が見込まれている。第二に、冬季
の日照時間の少なさである。この問題は不可抗力的であり、ど
うしようもない。実際に、2か月近く日光をまともに見なかっ
たと記憶しており、わけもなく陰鬱な気分になった日が多かっ
た。そして、そのような状況に直面しても乗り越えられるよう
に親しいロシア人をみつけることが重要である。日本人が持つ
ロシア人に対するステレオタイプはネガティブなものが多い

よ う に 思 わ れ
る。ただし、実
際にロシアへ留
学した私から言
えば、むしろロ
シア人には親し
みやすい方が多
い。彼ら、彼女
らは当たり前の
ように私を助け
てくれて今でも
感謝している。
ここで、どう親
しい人を見つけ
ていくかである
が、カザン連邦
大学にある「ワ
ク ワ ク 日 本 語
教室」というグループのイベントに参加する、もしくは日本語
サークルの活動に参加するのがお勧めである。私自身はイベン
トではなく個人的につながりを作っていたので、自分に合った
やり方で問題ない。幸か不幸か、留学中にカザン連邦大学で日
本出身の大学生は私だけであったため、興味を持って歩み寄っ
てくれる現地の学生が多かった。

最後に
派遣留学を終え、私が取り組んだ活動として、まず、短期プ

ログラムで金沢大学を訪問したロシア人学生との交流が挙げら
れる。これからこういったプログラムが盛んになっていくこと
を願う。次に、2019年9月下旬に参加した日露学生フォーラム
が挙げられる。開催地はモスクワ国立大学であり、派遣留学の
経験を生かすことが出来た大きなプログラムであった。（日露
学生フォーラムの詳細については割愛）これらの活動を派遣留
学終了後、数か月間で行ってきて感じることは、派遣留学を終
えてやっと本格的な異文化理解の出発点に立つということであ
る。そしてこの出発点に立つまでの過程は非常に大切であるた
め、留学中のみならず、渡航前に渡航先についての情報を集め
て自分のものにすることが重要になる。したがって、現在、派
遣留学を考えている方は今が大切であり、自分なりに準備を進
めていただきたい。

イタリア

ボローニャ大学
人間社会学域国際学類　歸山穂乃花

私は、イタリアのボローニャ大学に10ヶ月間留学しました。

留学前に準備しておくべきこと
イタリア語の勉強と書類の準備です。渡航し初めて知ったの

ですが、入国して1週間以内に滞在許可証というものを申請し
なければいけませんでした。重要度が高く、入学許可証や保険
証は原本かつ英語で記載されている必要があり、ぱっと揃えら
れるものではないので調べて前もって準備しておくべきです。

留学中の活動について
ボローニャ大学で配属される学部は通訳翻訳学部と決められ
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ています。周りの学生は語学の習得を主にしており、日本語の
授業ではチューターをさせていただきました。教授は日本人の
方でしたが、授業はイタリア語だったのでイタリア語の勉強に
なりましたし、お互いの文化に興味がある友人もできました。
そこでできた友人と放課後にタンデムをしました。さらに、イ
タリア語のチューター制度があり、その講座は英語で行われて
いたので毎週参加しました。また、日本語で劇をするサークル
もありました。私は参加しませんでしたが、授業に余裕があり
かつ演劇に興味関心がある人は参加すると良いと思います。

留学中に苦労したこと
私は金沢大学からボローニャ大学へ初めて派遣留学をした学

生でしたので、とにかく情報が少なくて苦労したという印象で
す。アパートの契約、ビザの申請などは頼れる人が居なかった
のですべて1人でやりました。到着してからの滞在許可証の申
請、履修登録、イタリア語の講座の申し込み、すべて例のない
ことだったうえに、役所や郵便局の人はイタリア語しか話さな
いので大変苦労しました。英語に頼ってはいけません。ただ、
その苦労も、留学を終えて振り返ってみると、精神面で成長す
る足がけになってくれたと思います。授業で苦労するのは当た
り前です。イタリアの大学のテストは、基本的に筆記試験と口
頭試験の両方があります。ある授業では数百ページある本を読
み、教授と1対1で口頭試験をしました。しかし、苦労ばかりで
なく、大変な授業ほどまわりの生徒で協力しようという意識が
強くなるので、友人は作りやすかったです。ほぼ毎日連絡を取
り合い、昼ご飯を一緒に食べ、カフェにいくほど仲の良い友人
もできました。また、イタリアですから、料理は比類のないお
いしさでした。田舎でしたが、学校の周りはカフェやレストラ
ンだらけだったので、学外で食べました。観光地がとても多い
ので、休暇中はイタリア中を旅行しました。また、古いアパー
トに住んでいたので、水道、電気、ガスのトラブルが多々あり
ました。水道が壊れた時は、大家さん、大家さんの息子、技術
者の方、家の前のおばちゃん達が総出で3日間ほどアパートに
来ました。電球が切れただけでも技術者の方が来て直してくだ
さり、過保護なほど親切なところと、そのたびにルックスを褒
めることを欠かさないイタリア人らしいところもとても好きで
した。

留学は楽しいことの方が多かったですが、異国で生活してい
る分、普段は気にならないほどの些細なトラブルでもかなり精
神的に落ち込むことがあります。留学中、とにかく日本要素を
生活から排除してわざと逆境を作り出そうとする人がいます
が、そんなに無理をしなくて良いです。ボローニャ大学はほか
の国の大学と違って日本人がほぼいないことも理由の1つです
が、その国で生活することに価値があると思うからです。これ

から留学する皆さんは心と体の健康に気をつけて精一杯楽しん
でください。

オランダ

ライデン大学
人間社会学域人文学類　今井　菜緒

留学報告書
私は、2018年8月～2月の約半年間オランダのライデン大

学に留学していました。ライデンは、運河と伝統的な家々に囲
まれた美しいまちです。

高校生の頃からヨーロッパでの交換留学に憧れていたのです
が、実際に留学したのは大学4年の秋です。語学留学ではなく、
専門の授業を履修したいと考えていたため、関心のある分野の
授業が英語で開講されているライデン大学を選びました。

留学前の準備
ライデン大学に留学するために、一定以上のGPAとIELTS

のスコアが要求され、これらをクリアする必要がありました。
3年次にはこの2つの条件を満たすために頑張りましたが、
IELTSの試験でなかなかいい結果を出すことができず、直前ま
で留学許可がおりるかわからない状況でした。IELTS のスコア
が取れるまで正式な許可は下りないので、留学を決めたなら
ば、計画的に語学試験の対策をするのがいいと思います。

ライデン大学に留学申請をする段階で大学寮への申し込みも
できるのですが、寮の部屋数は多くなく、私は入ることがで
きませんでした。そのため、学生向けアパートのサイトなど
を経由して自力で住むアパートを探すことになりました。金沢
大学からライデン大学への留学生は過去におらず、現地の頼
れる情報に乏しく本当に不安な思いをしましたが、幸運にも
日本人の方の経営するシェアハウスに住むことができました。
Facebook内でアパートを紹介するグループなどを通して、留
学生をターゲットとした詐欺もあるようなので、滞在先を探す
際は十分に注意する必要があります。

ライデンでの暮らし
オランダでは、自転車専用道が街中に張り巡らされ、多くの

人の交通手段は自転車です。多くのライデン大学の留学生も現
地で自転車を購入するかレンタルしていたと思います。交通
ルールや自転車の仕組みが日本と違って最初は戸惑うかもしれ
ませんが、慣れたらとても快適で楽しいです。

授業は、オランダ美術史、ライデン大図書館のコレクション
についての授業や、オランダ社会について討論する授業などを
取っていました。専攻している西洋美術史を作品や資料が近く
にある現地で学べたことは、とても良い経験になりましたし、
授業内容はとても刺激的でした。授業の内容はかなりレベルが
高く、専門用語を聞き取れずついていけないときもありまし
た。ライデン大学の正規生に混じって受けるセミナー形式の授
業もあったのですが、語学力に自信がなく、あまり積極的にな
れなかったことを後悔しています。

ライデン大学には日本語学部があり、会話クラブの活動が週
に何度かあるので、それに参加することで、オランダ人の友達
を作ることができると思います。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ



57

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

最後に
半年という短い期間でしたが、オランダに留学することがで

きて本当に良かったです。正直、短い派遣留学で自分のなかの
何かが劇的に変わったり、成長したりすることはないかもしれ
ません。ただ、一度金沢を離れ、異国の文化のなかで生活して
みることで、いろんな知識を吸収したり、金沢大学の環境では
会えないような人と交流したりできると思います。留学準備か
ら留学中にかけて、語学や専攻分野の勉強と向き合い、考え、
人との交流のなかで得た経験が私の財産です。留学を通して自
分の専攻分野の研究に対する意識も変わりました。留学できる
チャンスをつかむことができた方は、存分に楽しみ、奮闘して
きてほしいです。

チェコ

カレル大学
人間社会学域国際学類　北村　　茜

私は、チェコの首都プラハにあるカレル大学に2018年の9
月から2019年の6月まで留学しました。留学中は金沢大学で
の専攻とは少し違う、社会学を専攻していました。チェコに留
学しようと思ったのは、実は小学校の頃父親の仕事の関係で
チェコに住んでいた経験があり、チェコの良い点も悪い点も理
解した上でそこへ行くことに安心できると思ったからです。そ
の他にも理由はありますが、人も優しいし街並みも美しいチェ
コが大好きで単純にそこに1年間滞在してそこで勉強する日々
を送るのが楽しみでした。

留学前の準備何をすべきか
留学前は、自分の英語力に大きな不安があり、またチェコで

生活していくためにチェコ語も勉強しなくては、と常に何かに
追われる日々でした。しかし今振り返ってみると、留学に来て
から英語力は必ず急成長するので、留学前はVISAの取得や書類
といった準備を遅れることなく確実にこなすことが重要だと思
います。留学前は勉強に本腰を入れることも大切ですが、自分
の留学を応援してくれる家族や友達との時間も取るべきだと思
います。彼らの応援は1年間異国の地においてたった一人で頑
張るためになくてはならないものだと思います。留学中は私も
何度も励まされました。

留学先について知っておくとよいと思われる情報
皆さんに知ってもらいたいこととして、英語を学ぶのは英語

圏じゃなくてもできるということがあります。チェコは地理的
にヨーロッパの中心にありヨーロッパ各地から留学生が集まっ

てきます。そのため、ヨーロッパの様々な英語のアクセントに
慣れることができ、前より抵抗なく色々な国の人と議論を交わ
せるようになりました。

また、物価もヨーロッパの西側に比べてかなり安いため、授
業後にカフェやレストランに行ったり旅行をすることが可能で
す。プラハ市内の定期券は日本円で3か月1,800円程度なので、
好きな時に好きなだけプラハを堪能することができます。

留学中に行うとよいと思われる活動
英 語 力 を 上 げ る た め に、 カ レ ル 大 学 で 行 わ れ て い た

TANDEMというプログラムに参加しました。これは日本語を
習いたい現地学生とマッチングしてもらえるもので、私はとに
かく英語を話したかったので、週に4回カフェなどで会話をし
つつ、日本語を教えるという日々を過ごしました。勉強もしつ
つTANDEMもあったので多忙でしたが、このおかげで英語力
が確実に伸びました。大人数で話すのも楽しいのですが、自分
の話す量が少なくなってしまうので、語学力を上げたい人には
1対1で話すのがおすすめです。

留学中の苦労と、それをどのように乗り越えたか
最初は周りの留学生との差に苦労しました。授業もディス

カッションやプレゼン、長いエッセイが中心で、授業中も積極
的な発言が求められました。私は、すべてのプライドを捨てて
先生や友達に助けを求めたお蔭で諦めずに授業を受け続けるこ
とができました。「今日は発言してみよう」とか「今日はディス
カッションで前回よりも喋る」とか何か目標を立てて授業に挑
んでいました。ある授業の先生のオフィスアワーに行った際に
は、そのセメスターが終わる時、先生が私に話し掛けてきて「こ
のセメスターでオフィスアワーに来たのはあなただけよ、I’m 
proud of you」と言われてとても嬉しかったことを覚えていま
す。できなくても諦めずに取り組み続ける姿勢は、きっと誰か
が見てくれて、評価してくれています。自分が思うように話せ
ないことも気にしてるのは意外と自分だけだったりします。焦
らず、落ち着いて！

派遣留学を志す後輩へのメッセージ
留学を経て、考え方や価値観が変わる、とよく言われていま

す。私も行く前は「本当なのかな？」と思っていました。実際に
行ってみて、無駄な日なんて一日もなかったと思います。日本
にいたら、いつもしなくてはならないことに追われて、一日を
無駄に過ごしてしまったときにはものすごく後悔します。しか
し、ヨーロッパでは不思議と今日も有意義だったと思えるので
す。例えば、冬の学校がない期間、寒くて家から一歩も出ずに
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シリアルを食べていただけのあの日。「自分って何だろう、ど
んな人間なんだろう、何が向いているんだろう、得意なことっ
て何だろう、何を直さなきゃいけないんだろう」とたくさん物
思いにふける時間がありました。向こうでできた日本人の友達
は、私にたくさん私の良いところ、良くないところを気付かせ
てくれました。ヨーロッパの友達も、私にもっと肩の力を抜い
て生きればいいということを教えてくれました。向こうで出
会った人たちが、自分を成長させてくれました。私はその人た
ちがくれた言葉や思い出のお蔭で、留学に行く前より、もっと
幸せに生きることができると思います。皆さんも、留学に行っ
たらきっと自分の奥底にあった自分が見えてくると思います。
頑張ってください！

人間社会学域地域創造学類　髙木　翔太

はじめに
「あの先輩かっこいい。」これが留学のきっかけです。
私はカレル大学の体育学部に10か月留学していました。現在

は地域創造学類 健康スポーツコースに所属し、スポーツ科学を
専攻しています。また、金沢大学の水泳部員として日々活動し
ており、水泳選手歴はかれこれ15年ほどになります。

私は国際学類でなければ、国際関係のサークルにいるわけで
もない。英語は大学受験レベルだし、好奇心が旺盛なわけでも
ない。毎日水泳漬けの学生生活を過ごしてきた私は、いわゆる

「留学向きの人間」ではなかったように思いますが、留学の経験
は自分に大きな自信を与えてくれました。私がここで述べたい
のは「誰だって、どんな動機だって、留学がしたい人はみんなす
ればいいじゃないか！」ということです。

留学のきっかけ
冒頭で少し触れましたが、私の留学の1番のきっかけは

KAKEHASHI projectという短期留学のプログラムで出会った、
長期留学経験のある先輩への「憧れ」です。英語力はもちろんで
すが、抜群のリーダーシップや頭のキレの良さ、そして国籍を超
えてコミュニケーション能力を発揮し、すぐに友達を作ってし
まう先輩の姿が当時1年生だった自分にはあまりに強烈でした。

「何とかして自分もこの人のようになりたい。」それは大学生活す
べてを懸けてでも達成したい夢であり、目標でもありました。今
振り返ると、準備を始めてからから留学が終わるまでの2年半、
その思いだけで突き進んできたように思います。

留学に向けての準備、目標設定
まずはなぜ留学をしたいのかの整理から始め、そこから留学

先を選びました。
憧れの先輩のようになりたい、消極的な自分を変えたい。→

（何が必要？）リーダーシップ、コミュニケーション能力、挑戦
を恐れない精神力→（留学中にすべきことは？）国籍の違う人と
積極的に交流する（日本人で群れない）、何かに挑戦し続ける→

（そのために選ぶべき環境は？）日本人の少ない、挑戦的な環境
このような理由、そして自分の専攻するスポーツ科学を学

ぶことのできることから、Charles University, Faculty of 
Physical Education and Sports（体育学部）を留学先に決めま
した。また、経済的負担を減らしたかったため、たくさんの給
付型の奨学金制度に応募しました。そして、最終的には「経団連
グローバルスカラーシップ」を受給することができました。

留学中
私の勉強していたキャンパス、学生寮には日本人は1人もお

らず、日本人と交流することはほとんどありませんでした。留
学の環境としては最高だったと思います。そして、留学中は「挑
戦」をテーマに自ら行動することを常に意識していました。授
業を受けて単位を取得するだけでなく、プラスαの行動をする
ことが自分の成長に繋がると考えていたからです。実際に取り
組んだことは、①大学で授業（英語）を受け、単位を取る②大学
にある研究所を定期的に通い、運動能力測定を実施③アスリー
トが行う実験のサポート④周りの留学生にインタビュー調査⑤
水泳をはじめ、スポーツイベントへの参加⑥色々な国籍の友達
と旅行･･･等です。 

留学を終えて
留学を通して何が変わったのか、という質問は非常に答えに

くいものです。留学で起こる変化は目に見えるものではないか
らです。よく言われる「異文化の理解」「コミュニケーションの
取り方」「ストレス耐性」は留学をすれば自然と身につくと思い
ます。ただ、それだけで終わらせるのはもったいないと思って
いたので、上記のように様々な挑戦をしてきました。

今自分が感じている一番の変化は「恐れずに挑戦できるよう
になったこと」だと思います。授業を受けるだけにとどまらず、
自分の意志で足を動かす経験は非常に貴重でした。もともと知
らない環境に飛び込むことが苦手で、そこが自分の大きな弱点
だと思っていました。留学、特に日本人が周りにいない環境に
飛び込むことは勇気のいる決断でしたが、この経験を通して、

「どんな環境であっても自分らしく生きていける自信」、「やり
たいと思ったことを実行できる行動力」が身に付いたかなと思
います。とはいえ、まだまだ目指す先輩の姿には及びません。
大切なのはこの経験を今後にどう生かすかだと思いますので、
どんどんチャレンジを通して成長していきたいと思います。

楽しかった思い出のたくさんある留学でしたが、振り返ると
大変な時期もありました。特に開始直後と2～3か月が過ぎた
頃は精神的に参っていたと思います。開始直後は周りに頼れる
人がいないこと、気の合う友達がちゃんとできるか、授業につ
いていけるかなど不安だらけの毎日でした。1人暮らしすら経
験したことない自分がヨーロッパで生きていけるのか、その不
安は留学が終わるまで心のどこかに常にあった気がします。数
か月が経過したときには、自分の成長が感じられないことに対
する焦りや悔しさが襲い掛かってきました。慣れてきたはずの
友達との会話もなんだか億劫になり、どんどんマイナス思考に
陥っていました。ただ、留学とはそういうものなんだと思いま
す。歴代の留学されていた先輩方の報告書を読んでみると、多
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くの人がそう書いていました。決して楽しいことばかりでない
からこそ、充実感や達成感を得られるものです。

私が精神的に辛かった時に助けてくれたのも先輩方の体験談
であり、現地で共に勉強していた仲間でした。SNSなどが広く
普及したおかげで、インターネットを探せば留学の体験談をま
とめてくれた記事、ブログはたくさんあります。ブログを読ん
で、「悩んでいるのは自分だけじゃない」と思えただけで精神的
にとても救われました。また、普段はとても流暢に英語を話す
ヨーロッパの友達ですら、言語に不安を抱えながら生活をして
いるということを会話の中で聞き、ある種の安心感を覚えまし
た。全員が自信満々で留学しているわけではないのです。たと
えどんなに英語力があったとしても。

最後に
留学に向けて必死に勉強していると忘れがちですが、留学は

「行くこと」が目的なのではなく、目標とする姿になるための
「手段」だと思います。その視点を忘れてはいけないなと思いま
す。留学が思い通りにならなかったとしても、それは重要な経
験になると思います。私は憧れを追いかけて挑戦した留学でし
たが、ゴールにはたどり着いていません。これからが本当の勝
負だと思います。

ノルウェー

ノルウェー科学技術大学
人間社会学域国際学類　上寺　祐加

はじめに
私は2018年8月から12月まで約4ヶ月間ノルウェー科学技

術大学（以下NTNU）に留学していました。金沢大学からはここ
数年NTNUに留学する学生が非常に少ないので、これを読んで
一人でも多くの方が興味を持ってくれればと思います。

大学について
NTNUはノルウェー中部に位置するトロンハイムという街

にあります。4万人ほどの学生が在籍する非常に大きな大学
で、「科学技術大学」という名前ですが8学部52学科から成る
総合大学です。ヨーロッパから多くの学生が集まる学生街であ
り、小さな街ですが治安も良く暮らしやすい場所です。ほとん
どの学生が英語が堪能なため、ノルウェー語が全く分からなく
ても問題ありません。

留学前の準備
まず必要なことは英語の学習です。NTNUは語学のスコアに

厳しく、基本的には要求スコアであるIELTS6.5/TOEFL iBT90
を満たさなければ留学生として受け入れてもらうことが出来ま
せん。計画的にIELTSもしくはTOEFLの勉強を進めることをお
勧めします。

また、ビザの申請をするために、大学から指定された銀行口
座に生活費を送金するなどの準備が必要です。NTNUは学期の
スタートが早いので、ビザの申請などは早めに行うといいと思
います。送金したお金については、現地に着いてから大学がデ
ビットカードを配布してくれます。

授業について
金沢大学はNTNUの社会学・政治学学科と部局間協定を結

んでいますが、他の学科・学部の授業をとることもできます。
留学生のほとんどが英語が堪能なため、英語を学ぶための授業
はあまり開講されていませんが、様々な分野の専門科目が英語
で開講されています。一科目当たりの単位数が日本の大学より
も多く、7.5単位もしくは15単位の授業がほとんどです。週
に2コマある授業が多いので、多くの学生が3科目×2コマで
週に6コマほど授業をとっていました。毎回の授業の予習や課
題、中間レポート、期末テストなど、一つの科目当たりの負担
がかなり大きく、日本の大学のように様々な科目を「広く浅く」
学ぶのではなく、少数の科目を「狭く深く」学ぶことのできる大
学です。履修登録期間が長く、気になる授業を何回か受講した
後に履修科目を決定することができる点が魅力の一つだと思い
ます。留学生のために開講されているNorwegian Societyとい
う授業はノルウェーの社会についていくつかの観点から学ぶこ
とができ、多くの留学生が履修するため、ディスカッションの
時間には様々な国籍の学生がそれぞれの国との比較について話
したり、様々な意見が飛び交うとても興味深い授業でした。私
が履修した全ての授業において、期末テストは、その場でテー
マを与えられ決められた時間内にエッセイを書くというスタイ
ルのものでした。授業だけでは理解しきれない部分も多かった
ため、テスト前に授業で使った文献をすべて読み返したり、オ
フィスアワーを使って教授に質問をしに行って理解を深めるよ
うにしていました。

留学を終えて
私が留学に行ってよかったと感じることは、行動力を身に着

けることができたこと、日本という国を客観的に捉えることが
できるようになったこと、そして多様な異なる価値観を知るこ
とができたことです。私が留学に行っていた期間、私は大学で
唯一の日本人学生でした。日常生活や履修について分からない
ことがあっても日本語で誰かに相談することもできないという
環境に初めは不安とストレスを感じていました。また、ほとん
どの留学生がすでに英語が堪能だったため、自分と周りの英語
力の差を実感し悔しい思いをすることもありました。もちろん
英語力は大事ですが、この環境で生活していくために最も必要
なのは行動力だとすぐに気づきました。英語力に自信がなく
てもとにかく話しかけてみる、勇気を出して周りに頼ってみ
る、4ヶ月という短い留学期間で最も成長を実感したのは英語
力よりもこのような行動力です。また、ノルウェーでは日本と
いう国が私たちが想像しているほど深く知られていないことに
ショックを感じた一方で、異国で暮らすことで日本の良さを再
確認する良い機会にもなりました。そして、留学を通して様々
な文化や価値観に触れる楽しさを知り、将来は世界中の人と関
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わり、日本の良さを多くの人に発信することのできる仕事をし
たいという思いが強くなりました。たった4ヶ月という短い留
学期間でしたが、この経験は私の将来のビジョンに大きく影響
を与えたと思います。

最後に
留学期間中、困難なことや苦しいことはたくさんありました

が、私は全ての経験が自分の財産になったと思っています。英
語を学ぶことは日本でもできますが、異国の地で生活すること
でしか学べないことはたくさんあります。これから留学される
後輩の皆さんが多くのことを学び、刺激的で充実した留学生活
を送ることができるよう願っています。

ポーランド

ワルシャワ大学
人間社会学域学校教育学類　田下　愛秋

私は2018年10月から2019年6月まで、ポーランドのワル
シャワ大学に留学していました。ワルシャワ大学はポーランド
の首都ワルシャワにある国立の総合大学で、市内のいたるとこ
ろにキャンパスが点在しています。ポーランドというと留学先
としてどころか、どんな国かも知らない人が多いと思います。
私の報告書を見て一人でも多くの人にポーランドについて興味
を持ってもらえたら嬉しいです。

留学に至るまで
私は高校生の頃から大学に入学したら長期留学に行きたいと

考えていました。はじめは英語圏を考えていましたが、どうせ
行くのなら人とは違ったところに行きたいという想いと、ヨー
ロッパに住んでみたいという憧れが大学生活を過ごすうちに大
きくなり、調べていくと金沢大学がワルシャワ大学と提携して
いることを知りました。中央ヨーロッパに位置し、EUにも加
盟していながら独自の通貨を導入していることで物価が日本の
約3分の1であることを知り、ポーランドに興味を持ちました。
またワルシャワ大学は日本学科が有名であることを知り、日本
人にとってはあまり馴染みのない国でなぜ日本語が学ばれてい
るのか、どんな学生が学んでいるのか実際に知りたく思い、ワ
ルシャワ大学への留学を決意しました。

留学前にすべきこと
何よりもまず、できるだけ英語力を向上させておくことをお

勧めします。どうしても語学力の低さで自信を無くして留学最
初の方は積極的に慣れないことが多かったので、語学はできれ
ばできるだけいいと思います。ポーランド語は現地に行ってか
ら留学生向けの授業で学習するのでも問題はないですが、これ
もやはり、できて損はないです。またポーランドは他の国に比
べて留学する人も、現地にいる日本人も少ないので情報を集め
るのに苦労すると思いますが、できるだけ現地の情報は集めて
いくことをお勧めします。現地に着いてからはバタバタする上
に登録しなくてはいけないこともたくさんありますが、大学側
はあまり説明してくれないので知っていることが多いほうが焦
ることが少ないと思います。

留学生活とぶち当たった壁
現地では異文化理解や英語教育に関する授業の他に、現地学

生との英語の授業、留学生向けのポーランド語の授業やポーラ

ンド文化についての授業を履修しました。授業は普通の講義形
式のものの他に、ディベートやプレゼンテーションなど自分の
意見をしっかり持ち、それを表現しなくてはいけないものもあ
りました。はじめは英語を聞き取るだけで精一杯で悔しい思い
もたくさんしましたが、予習復習はもちろん、自習をしっかり
することで英語力向上に努めました。ポーランドの冬は長く厳
しく、日照時間も短いことから気分が落ち込みがちになった
り、ルームメイトとの関係がなかなかうまくいかず、辛くなっ
たりもしましたが、必ず成長して帰るぞと自分に言い聞かせ
て、日本のドラマ等を見てたまに息抜きをしながら乗り越えま
した。個人的に、現地で同じように留学している日本人との交
流は大切にしたほうがいいと感じました。みんな意欲的で自分
とは全く違う分野を学んでいるためとても刺激になりますし、
同じような悩みを抱えているため、日本にいる友達より共感し
てもらいやすいです。学業面以外では日本学科の生徒と積極的
に交流したり、日本文化紹介のボランティアに参加したりする
ことで、日本がどのように見られているか、自分がどんな風に
日本を見ているかを考えることができました。また、私は金沢
大学でもバスケ部に所属していたのでポーランドでもバスケが
したいと思い、体育のバスケの授業も履修しました。先生は
ポーランド語しか話せませんでしたが、周りの学生が英語に通
訳してくれて、大好きなバスケを国籍を超えてプレーでき、友
達もできて本当に楽しかったです。

留学してよかったこと
異なる価値観を認め合う大切さなどはもちろんですが、日本

から遠く離れたところで生活したことで日本という国を客観的
に見ることができるようになりました。人はみんな違っていて
当たり前で、違っているからこそ面白いということを肌で感じ
ました。言語も文化も何もかもが違う場所でがむしゃらに頑張
る中で、理不尽な出来事や心が折れそうになることありました
が、反対にだれかの小さな優しさや一言といった小さな出来事
で今までに経験したことがないくらい心が温かくなることもあ
りました。自分が日本人であるということに誇りを持てるよう
になりましたし、帰国してからは、日本にきた外国の方には自
分がしてもらったように、手を差し伸べてあげたいと思うよう
になりました。

また、留学に行く前は部活動やアルバイトなどで忙しく、自
分について考える時間はありませんでしたが、留学中は本を読
んだり、将来のことをゆっくり考えることができ、自分のた
めだけに9ヶ月間という時間を使うことができたことが一番良
かったなと思います。

そして、先ほども述べましたが、ポーランドはとても物価が
安く、寮費なども含めて月30000円あれば生活できました。そ
のためヨーロッパの他の国にたくさん旅行に行くことができ、
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結果ポーランド国内の旅行も含めて16カ国に旅行に行くこと
ができました。ずっと憧れていたヨーロッパを存分に旅行でき
たことも留学して良かったことの一つです。

留学を志す人・迷っている人へ
留学を目指している人、興味はあるけど迷っている人に私が

今出会ったとしたら、「とにかく挑戦してほしい」と声をかけた
いと思います。語学力や金銭面、安定した生活を手放し、家族
や友人と長い間離れたところでゼロから生活する、不安はつき
ませんよね。楽しいことばかりではないのも事実です。ですが、
私はあらゆる制度を利用してほとんど自分のお金をかけずに留
学できましたし、辛い経験が私を大きくしてくれたことを実感
しています。不安で当たり前です。困難で当たり前です。しか
し、だからこそ価値があると思っています。旅行ではなく、留
学でしか見えない景色があります。「挑戦しなきゃよかった」と
後悔することは絶対ありません。この報告書がみなさんの勇気
になることを、そして、ポーランドに興味を持つきっかけにな
ることを願っています。

アメリカ

イリノイカレッジ
人間社会学域国際学類　竹下　明翔

私はアメリカ合衆国のイリノイ州にあるイリノイカレッジに
留学していました。イリノイ州には大都市であるシカゴがあ
り、イリノイカレッジ自体はジャクソンビルという小さな田
舎町に位置していました。小さな大学でしたが、勉強するには
もってこいの環境で、留学生だけでなく多くのアメリカ人学生
や教授とも親しくなれる、大変居心地の良い大学でした。

留学前の準備等について
留学前に一番苦労したのは、英語のスコアの取得でした。ア

メリカに留学するためには基本的にIELTSかTOEFLのスコアが
必要です。大学によって要求される試験の種類、スコアが違う
ため、調べたのち私はIELTSを選択しました。実施回数も少な
く費用も決して安いものではないので、留学を考えている方は
早いうちから受験することをお勧めします。私の場合は一緒に
IELTSを受験する生徒同士で集まって勉強し、先輩方に英作文
の添削等もしていただきました。

志望校を決める際に、インターネット等でその大学について
何度も調べるのですが、得られる情報はわずかだと思います。志
望校が早めに決まったら、その大学に留学経験のある先輩を見
つけて話を聞くのが一番いいと思います。留学前の準備や留学
先での経験をありのまま教えてくれたり、インターネットでは
得られない情報もきっとたくさん教えてくれたりするはずです。

授業について
イリノイカレッジではリベラルアーツという制度を導入して

おり、学生は専攻を選ばずに入学し、様々な分野の授業を通し
て、最終的に自分の専攻を選択します。私たち留学生も留学生
向けの必修授業がいくつかありましたが、それ以外は現地学生
のように自由に履修することができました。私はジェンダー学
に興味があったので主にジェンダー学を履修していましたが、
その他には宗教やスポーツの授業も履修していました。

イリノイカレッジでは同じ授業が週に2回から4回程度ある
ので、自分の好きな分野を集中的に学ぶことができます。一回

の授業ごとに多くの宿題（主にリーディング）が課されますが、
最初のうちは慣れないので早めに多くの量を短時間で読む練習
をしておくと、留学先でも効率よく学習ができると思います。
私はリーディングが苦手で、いつも苦労していたのですが、教
授の助けやチューター制度を利用して次第に慣れていきまし
た。チューター制度とは、各授業を履修したことのある先輩方
がアシスタントのような形で授業外に日々の課題やテストの準
備等を手伝ってくれるものです。私は前期のみチューター制度
を利用していたのですが、おかげでリーディングのスピードも
上がり、授業もより理解できるようになり、日々の授業が非常
に実りあるものとなりました。自分の空き時間に合わせて一緒
に課題等を見てくれるので、英語が難しくてつまずいたときや
授業が難しくて理解できないときは非常に大きな助けになりま
す。チューターを利用せずとも、授業内で会った友達と一緒に
課題やプレゼンテーションの練習を行うことも何度もありまし
た。テスト前になると、チューターだけでなく、教授や友人と
一緒に勉強してテストの準備をしていました。

留学中の生活について
留学中は二人一部屋の学生寮で生活をしていました。私の

ルームメイトは現地の学生だったので、お互いに自分の国や文
化の違いについて話し合うことが何度もありました。また、普
段の生活で常に現地の英語に触れることができるため、授業で
はできない経験がたくさんあり、学ぶことも多く、非常に刺激
的な毎日でした。もちろん自分一人の部屋ではないので我慢し
なければならないことも少なくはありませんでしたが、授業外
で英語を話す練習をするには最高の機会でした。

留学中の心配事の一つに食事があったのですが、イリノイカ
レッジではミールプランというものがあります。私のプランは
週に19回、食堂でご飯が食べられるというもので、授業のある
日はしっかり朝昼晩の3食をとることができたので、食事では
あまり困りませんでした。キャンパス近くのスーパーに日本食
や様々な食品が売っているので、食堂だけでなく色々試してみ
ると良いと思います。

留学後について
私は5月にイリノイカレッジでの授業が終わり、日本に帰国

しました。帰国してから10月に復学するまでの間は、県外で
英語を使った接客業のアルバイトをしていました。英語は毎日
使ってこそ身につくと、留学中に身をもって感じたので、英語
が使える仕事を選択しました。最初はインターンシップ等も考
えていたのですが、そのアルバイトのほうが自分の将来に直結
していると考えたため、この決断に至りました。帰国後から復
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学するまでは思ったより時間があるようですが、本当にあっと
いう間です。留学を通して、自分の将来がなんとなく鮮明に
なってくる時期でもあると思うので、インターンシップ等や将
来を見据えて、留学後だからこそできることをするべきだと思
います。

留学生活を通して、新しいことに挑戦する機会が増えたのと同
時に、自分が本当にやりたいことを見つけるいい機会になりまし
た。イリノイカレッジでの生活は私の人生を通して大変貴重なも
のになりました。今後もこの経験を生かせるようにしたいです。

人間社会学域国際学類　橋本　克己
私はアメリカのイリノイカレッジに約9ヶ月間留学しまし

た。イリノイカレッジはイリノイ州の首都であるシカゴから車
で4時間ほどのジャクソンビルという田舎町にある小さな大学
です。生徒数は1000人ほどで非常にアットホームな大学でし
た。生徒数は少なめですが、留学生の受け入れを積極的に行っ
ていることもあり、色々な国からの留学生と交流することがで
きます。また、キャンパスは自然豊かで四季を感じられる非常
に美しい場所です。

留学前の準備
私が留学をしたいと思ったのはかなり遅めの時期で、IELTS

を受験する機会やそれに向けて準備する時間があまりありませ
んでしたので、留学に興味がある人は、できるだけ早めに準備
を始めて、ゆとりをもって取り組むことをおすすめします。ま
た、IELTSやTOEFLなどの試験だけではなく、予防接種、推薦
状の提出、ビザ、I-20（入学許可証）の発行などもあるので、余
裕をもって準備をすると焦らなくて済むのでいいと思います。

授業について
前期には、留学生向けの英語の授業とアメリカ文化の授業が

学校側から既に登録されており、それらに加えて好きな科目を
選ぶという形でした。上記の2つの授業は、内容的にはかなり
基礎的で、アメリカに来たばかりでまだ学校に慣れようとして
いた時期だった私にとっては、とてもありがたい授業でした。
アメリカ文化の授業では、大学の周辺の観光地や博物館など
色々な場所に連れて行ってもらえました。そこで、アメリカの
文化に触れられるだけでなく、一緒に授業を取っている留学生
との交流も深められたので、とても有意義な時間でした。前期
は比較的楽な授業をいくつか履修していたこともあり、余裕が
ありましたが、後期は前期のような留学生向け科目はなかった
ので、前期と比べると少し大変だったと思います。しかし、自分

が興味のある授業を自由に選んで履修することができたので、
楽しんで授業を受けることができました。

コミュニティについて
私は、Japanese Clubという日本食を一緒に作って食べた

り、日本のアニメや映画を一緒に見たりするクラブに所属して
いました。そこでは、日本に関心のある学生がたくさんいて、
そのような学生との交流は非常に楽しかったですし、日本食を
おいしいと言ってくれてとても嬉しい気持ちになりました。ま
た、Intramural Sportsという学内でスポーツのリーグを作っ
て戦うイベントに友人とチームを組んでバスケットボールの
リーグに参加しました。スポーツを通じて、友人との交流をよ
り一層深められたし、それをきっかけに新たな関係も構築でき
たので、とても良い時間を過ごせました。

留学中の苦労について
私が留学をして一番苦労したことは、ルームメイトとの共同

生活でした。最初に割り当てられたルームメイトはアメリカ人
だったのですが、彼は私が話しかけてもあまり相手にしてくれ
なかったので、少し寂しかったのを覚えています。また、彼は
夜中にゲームをするタイプの人で、私が寝ようとしているとき
も当然テレビの明るさで寝心地は悪いし、プレイ中に友人と通
話をしていることも多々あったので、非常に鬱陶しく思ってい
ました。そこで私は、たまたま友人の1人がルームメイト不在
とのことだったので、そこに住ませてもらえないか友人に頼
み、承諾してもらいました。その後、大学を通して正式に部屋
を移動させてもらいました。2人目のルームメイトとは非常に
関係も良好で、良い友人となることができました。また、ルー
ムメイトになったことで彼との交流をより深めることができま
した。ずっと我慢して1人目のルームメイトと9ヶ月間暮らす
という選択肢もありましたが、諦めずに別の選択肢を見つけら
れたので、比べ物にならないほど充実した共同生活を送ること
ができました。もしこれを読んでいる皆さんが留学することが
ありましたら、自ら積極的に行動することを心がけ、後悔のな
い留学生活を送ってほしいと思います。

アメリカ

ニューヨーク州立大学バッファロー校
人間社会学域人文学類　鹿島有歌里

私はアメリカの北部、カナダとの国境近くにあるニューヨー
ク州立大学バッファロー校に留学しました。今後バッファロー
校へ行く学生がいるのかわからないので、バッファローのこと
というよりは留学経験全体について伝えたいことを報告します。

私が留学で一番重要だと思ったのは語学以外の部分での目標
設定です。私が留学に行こうと思い立ったのは出発の前の年の
10月のことで、既に1次募集には間に合わないほどギリギリの
時期でした。それでも2次募集を通過し、奨学金を頂くことも
できたのは、「心理学×留学」という他の人にはない留学のテー
マがあったからだと思います。語学留学やワーキングホリデー
も含め、留学する人・したい人は意外と多いです。特に英語圏
へ交換留学となると、英語の上達よりも「英語“で”何をしたいの
か？」「“その国”で何をしたいのか？」ということを考えている
学生が求められているのを感じました。

私の英語力がアメリカで英語を勉強しなくてよいほど高かっ
たわけではありません。しかし英語を勉強する以外のところを
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重視して留学の目標を立てたことは、自分の留学計画をアピー
ルする上でも、留学内容を充実させる上でも重要でした。英語
圏に限らず、留学を考えている方は「語学学習以外の目的」もよ
く考えてみると良いと思います。
留学中の勉強の面では、スケジュール管理に特に気を配ると

いいと思います。バッファロー校だけなのかもしれませんが、
金大と違って短いスパンで続々とテストがあります。その上オ
ンラインのクイズやレポートもあり、かなり混乱させられま
す。シラバスに書いてある提出期限やテストの日程すべてを、
学期初めにスマホのカレンダーに入れて管理したことは良かっ
たと思います。締め切りやテストの日の勘違いを防ぎ、また十
分な準備期間を確保することもできます。
勉強の仕方は受講する分野によっても変わってくると思いま

すが、わからないことは放っておくとどんどん積みあがってい
くので、その日の授業の後や復習後の次の授業中に聞いてしま
うのがおすすめです。また学内にレポートを添削してくれる場
所があれば積極的に利用しましょう。インターネットでも文法
や用法を調べることはできますが、ネイティブの方に添削して
もらうと大学で使うのに適切な英語や自分でも気付かなかった
間違いを教えてもらえます。
そして、学業以外の面でも何か気になるものがあったら

「せっかくだしな」という気持ちでチャレンジしてみてほしいで
す。現地の人々との繋がりもできますし、日本での日々と違っ
た環境で新たな趣味が見付かるかもしれません。私の場合は留
学生向けに開かれているイベントや交流団体、写真部の集まり
等に積極的に参加していました。
特に思い出深いのは留学生向けの交流団体でした。その団体

はアメリカ全土の大学で活動しており、毎年冬に全国から学生
が集まるカンファレンスと呼ばれる交流会がありました。私が
留学した年はコロラド州のデンバーで開催され、私も参加しま
した。そこで出会った人との話から自分の将来について考える
こともあれば、また別の人とはその後一緒に旅行をすることも
あり、ちょっとした好奇心で通い始めた交流会から思わぬとこ
ろまで人との出会いが広がっていきました。ネイティブのよう
な英語が喋れなくても大丈夫です。優しく接してくれる人は意
外と多いです。何か気になることや人と交流できる機会があっ
たら是非行ってみてください。
留学中は楽しいこともたくさんある一方で、大変なことや悩

みも多いです。しかし帰国した今、アメリカで過ごした一瞬一
瞬がいかに貴重な時間であったか、向こうでの一人一人との出
会いがいかに有難いものであったかを実感しています。
金大は選べる奨学金の種類も多く、留学生活を送りやすい環

境が整っていると思います。留学に行くかどうか悩んでいる方

がいれば、ぜひ前向きに考えてほしいです。

人間社会学域人文学類　村松佳世子
わたしは2019年1月から5月までの一学期間、アメリカの

ニューヨーク州立大学バッファロー校に留学していました。

留学するまで
わたしが派遣留学に応募することを決めたのは3年の春でし

た。きっかけは3年生になる前の春休みにアメリカカリフォ
ルニア州の短期語学研修に参加したことです。その経験から、
もっと長期で留学したいと思うようになりました。また、わた
しの専攻がアメリカ文学だったので、実際に文学の舞台となっ
た場所で勉強してみたいと思ったことも留学を決めた理由のひ
とつです。
留学するまでに準備しなければならないことはとてもたくさ

んありますが、一番大変だったことは語学スコアを満たすこと
でした。わたしは本当は二学期間の留学を希望していたのです
が、受け入れ先大学が決めていたスコアに足りず、最初の学期
の受け入れ許可がおりませんでした。必死で勉強してなんとか
次の学期には間に合うようにスコアをとり、留学することがで
きました。留学したいと思っている人は早めに勉強を始め、準
備しておくことが必要だと思いました。

留学中
〈バッファローについて〉

バッファローはニューヨークシティから飛行機で約1時間、
有名なナイアガラの滝まで車で約30分の自然の多いところで
す。遊ぶところはそんなに多くはないかもしれないですが、近
くにショッピングモールや映画館、いろいろなスーパーマー
ケットがあり、バスでダウンタウンにも行くことができる、適
度に息抜きのできる勉強に集中しやすい都市でした。
〈授業〉

わたしは英語の授業を二コマ、専門の授業を二コマ受けてい
ました。英語の授業は日本人、中国人、韓国人など主にアジアか
らの留学生が多く、それほど緊張することなく楽しく受けられ
ましたが、専門の授業は現地の大学生と一緒に受ける授業なの
で内容も課題もレベルが高く、とても大変でした。授業中当て
られても答えられないこともあり、自分の英語力の低さを痛感
することもありました。授業時間だけでは内容を理解すること
ができなかったので、オフィスアワーを利用して質問に行き、
授業についていくようにしていました。正直最初は教授のとこ
ろに行くのは緊張したし、行きづらかったのですが、教授は熱
心に丁寧に質問に答えてくださったり勉強についてアドバイス
をしてくださいました。そのおかげで最初は大変で辛かった授
業が、だんだん楽しいと思えるようになったことがとても嬉し
かったです。
〈生活〉

わたしは寮の2人部屋に住んでいました。寮は大学の敷地内
にあり、授業のある建物まで歩いて5分10分ほどです。たま
にイベントが開かれたりするのも楽しかったです。休みの日に
は学校から無料で出ているバスに乗って買い物に行ったり、映
画を見に行ったりしました。ナイアガラの滝など、近くの観光
地に行くこともありました。また、3月には約1週間ほど春休
みがあります。その期間を利用してわたしは中国から来た留学
生の女の子2人と一緒にニューヨークシティに旅行に行きまし
た。日本にいたらなかなかできないような経験をたくさんする
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ことができて、とても充実した毎日となりました。

留学後
多くの人が大学3年から4年にかけて留学すると思うのです

が、わたしは大学4年の1月から留学し、日本に帰ってきたと
きには大学5年の5月末でした。そのため、留学中から就活に
ついて考えたり、企業について調べたりするようにして、帰国
後すぐに本格的に就職活動を始めました。他の人と比べると出
遅れていたので就職先が決まるかとても心配でしたが、無事内
定を頂くことができました。留学中いろいろな壁にあたっても
めげずに頑張ったという経験がわたしの就職活動において大き
な力になったと思います。

最後に
留学するまで、そしてした後も大変なことや辛いこと、悩ん

だことが数えきれないくらいありましたが、楽しいことや嬉し
いことも本当にいろいろありました。行ってよかったと心から
思える留学生活だったと思います。留学前に自分が想像してい
たよりもずっとたくさんのことを学び、経験することのできる
時間となりました。今、留学するか迷っている人は、ぜひ挑戦
してみてほしいです。応援しています。

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　海沼　香

私は2018年8月から2019年5月までの約9か月間、アメリ
カにあるニューヨーク州立大学ニューポルツ校に留学していま
した。

留学前
私は小学校で英語を学習し始めたころから留学に行きたいと

漠然と思っていましたが、本格的に派遣留学について考え始め
たのは大学2年の夏でした。カナダ・ユーコンでの1か月の語
学研修を通して、より自分の英語力を高めたいという思いが強
くなり派遣留学への応募を決めました。数ある提携校の中から
私がニューポルツ校を留学先に選んだ理由は、英語が主に話さ
れている地域の大学であること・ESLのクラスがあること・自
分の学びたい教育についての授業があったことからでした。

ニューポルツ校では渡航前に基準のスコアを取得する、また
は渡航後にほかの留学生と受ける英語の試験で基準を上回るこ
とができればESLを取らず、秋学期から現地生と共に一般科目

を履修することができます。私がIELTSの勉強を始めたのは大
学2年になってからでしたが、試験にかかる費用も大きいです
し、少ない回数でスコアをクリアしていけるように早め早めに
学習を進めることが大切だと思います。また、私は金沢大学が
ELPセンターで提供している授業を2年次に履修しました。こ
の授業ではTOEFL/IELTS対策をしてくれたり、留学を目指す学
生が海外の大学で多く見られる授業形式を事前に経験しておく
ことができました。授業時間外にも週に1回先生と会う時間を
作ってもらえるため、会話の練習やIELTSのライティング・ス
ピーキングの練習もしてもらえました。

生活について
East West Language Learning Communityという、アジ

アからの留学生とアジアの文化や言語を勉強している現地生が
同じスイートで生活するグループに属していました。私は両学
期ともルームメイトが日本に留学した経験のある女の子だった
ので、共通の話題も多く仲良くなりやすかったように思いま
す。留学が始まったばかりのころは、慣れない環境での生活や
授業が大変でしたが、わからないことがあったら聞ける友達が
早くに作れたことで良いスタートを切れたのだと思います。サ
ンクスギビングの連休や冬休みの年越しの時にはルームメイト
のお家に泊まりに行ったり家族のディナーに誘ってくれること
もあり、より充実した留学生活を送ることができました。

ま た、ESLを 受 講 し て い る とCommunity Ambassador 
Programという制度を利用することができました。これは
ニューポルツで暮らす家族とマッチングしてもらい、留学先の
町でのアクティビティへの参加や一般家庭での生活を経験する
ことができるものです。私は2学期通して同じ家族と交流させ
ていただきました。休日のブランチにアメリカ定番のメニュー
を一緒につくることもあれば、クリスマスにお家に泊まらせて
もらった時には豪華なディナーからクリスマスプレゼントまで
準備してくれたりと、たくさんの経験をさせてもらえました。
日本の文化や私の家族についてもいろいろと興味を持って聞い
てくれたので、たくさん話す機会を持てました。日本に帰って
きてからも文通をするなど、留学期間だけではない関係を築く
ことができたのも留学で得た一つの財産だと思います。

授業・勉強について
私は渡航前にESLの

基準であるスコアを取
得することができまし
たが、学びたいことが
英語教育についてだっ
たこともあり学類の先
生と相談し秋学期は
ESLを取ることにしま
した。ただ英語力の向
上のためだけでなく、
アメリカの大学で母語
話者ではない学生に対
してどのように授業を
進めていくのかという
違った視点から見なが
ら受講できたのも良い
経験でした。一番大変
だったのは春学期から
履修した一般科目で

北
ア
メ
リ
カ



65

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

す。基本的に同じ授業が週に2コマあることが多いので一つの
課題に使える時間も少なく、授業が終わった後は図書館でリー
ディング課題を読み終え、さらに授業の予習・復習をして…と
やってようやく授業についていける程度でした。そのサイクル
に慣れるまでが一番大変で、ちゃんと読んでいっても授業に行
けば座っているだけで終わってしまい、とてももどかしく思う
こともありました。教室内に自分一人しか留学生がいないとい
う授業もあり、クラスメイトのテンポについていくのも一苦労
でしたが、グループワークやプレゼンもたくさんあったため、
わからないところを聞ける友達も徐々に出来てきましたし教授
も聞きに行った時には優しく教えてくれる人ばかりだったの
で、楽しく日々新しいことを学ぶことができました。

最後に
留学に行かずに後悔する人はいても行って後悔した人はいな

いと聞きますが、本当にその通りだと思います。もちろん留学
期間中は楽しいことばかりではなく、辛いことも悔しい思いを
したこともありました。でも、今留学生活を思い返せば楽し
かった思い出ばかりよみがえってきます。その時は大変でもそ
れを乗り越えたとき、必ず自分の力につながってきます。金沢
大学で4年間過ごしているだけでは出会えなかった人たち・経
験することができなかったことが、ニューポルツでたくさん私
を成長させてくれたように思います。留学に踏み出す一歩は大
きいように見えますが終わってしまえば一瞬です。ぜひ勇気を
もって飛び込んでもらいたいなと思います。留学の前から終
わった後までたくさんサポートしていただいた留学推進係の皆
さま、先生方、そしていつもそばで支えてくれた両親・友達に
感謝しています。

人間社会学域国際学類　鳥居　千暖
私は、ニューヨーク州に位置するニューポルツという小さな

街に約9か月間留学をさせていただきました。私の経験が、留
学に興味がある方々の背中を少しでも押すことができれば幸い
です。

きっかけ
思い返せば、中学生の頃からずっと留学をすることに漠然と

した憧れを抱いていました。大学入学以前は、異国の地で生活
をすること自体に魅力を感じていて、具体的に自分がそこで何
をしたいのかについて深く考えることはありませんでした。し
かし、大学2年の夏に訪れたバングラデシュで目にした、女性
を取り巻く様々な社会問題に衝撃を受け、日本ではまだあまり
普及していないジェンダー学を学べる地に身を置きたいと強く
思い、アメリカへの留学を決意しました。

大学について
SUNY New Paltzは豊かな自然に囲まれたキャンパスが魅

力的な総合大学です。留学生の受け入れも盛んで、世界各国か
ら集まった学生と共に学ぶことができます。開講されている授
業の分野も多岐にわたり、中にはブロードウェイ鑑賞が取り入
れられている授業など、ニューヨークならではの学びも楽しむ
ことができます。大学内の施設も非常に充実していて、キャン
パスが一つの小さな街のような感覚です。図書館は深夜まで開
いており、テスト期間だけでなく普段から勉強に集中できる環
境が整っています。また、無料で開放されているジムではヨガ
教室などのアクティビティに参加することも可能です。食事に

関しては、ビュッフェスタイルの食堂や飲食店を利用できるの
で、自炊の必要はほとんどありません。

授業について
ほとんどの授業において予習が求められます。毎日リーディ

ング課題に追われていましたが、それを怠ると次の日の授業で
痛い目を見るのは自分なので、他の学生に遅れをとらないよう
にと必死にこなしていました。特にディスカッションが多く取
り入れられている授業では、内容を理解していないと発言する
ことはおろか、ただその場に立ち尽くすだけです。正直なとこ
ろ、最初はなかなか思うように自分の意見を伝えることができ
ず、自分の英語力の未熟さに悔しい思いをする毎日でした。し
かし、私が一番好きで意欲的に勉強していたジェンダー学の最
初の“Who am I?”がテーマのプレゼンテーションで、異国の地
で悔しさや孤独を感じているありのままの自分を表現したとこ
ろ、教授やクラスメイトから沢山の温かい言葉をかけてもらい、
そこで何かが吹っ切れた気がしました。周りと比べて引け目を
感じていた私に、「そんな必要はどこにもない、あなたはそのま
まで十分」だと強く教えてくれた仲間のおかげで、自分らしくい
ることにとても前向きになれました。私にとって現地での授業
は、ただ知識を吸収するだけの場所ではなく、自分自身と向き
合うことで新たな発見を与えてくれる大切な場所でした。

クラブ活動・交流について
学内には誰でも参加できる多くの学生団体があり、私は現地

学生や留学生が一緒に活動をしているInternational Student 
UnionやJam Asiaに参加していました。各国の学生が自分た
ちの文化をシェアしたり、みんなでMulticultural Festivalを
催したりと、異なる文化に直に触れることができるのも留学の
醍醐味だと思います。私は、何か機会があればと日本から持っ
ていった浴衣を、多文化をテーマにしたファッションショー
で披露し、他の国々の友人に日本の魅力を伝える貴重な経験
ができました。また、英語を学ぶ学生に興味のある現地学生
がConversation partnerとしてお互いの都合が合うときにカ
フェでお茶をしながら純粋におしゃべりを楽しんだり、スポー
ツ観戦に出かけたりと、授業外の日常の英語を一緒に楽しむ存
在として、スピーキング力向上の手助けをしてくれました。学
校の外で行われる地域の活動にも多くの学生が意欲的だったの
も印象的です。留学中、一貫して感じていたことの一つが、学
生の社会問題に対する意識の高さでした。人種・環境・政治な
どに興味関心を抱き、自分なりの意見をもって関わろうとする
姿勢に常に刺激を受けていました。私が参加した、女性の地位
向上や人々の平等を願ったWomen’s Marchでも、老若男女問
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わない参加者の姿が見受けられ、こういった環境が自然と社会
運動に踏み入る学生を育てているのだろうと感じました。

休暇について
ニューポルツはNYCまでバスで90分ほどの所にあるため、

週末に少し足を伸ばして世界の中心とも言われる大都会の雰囲
気を味わったり、美術館や音楽鑑賞などの芸術に触れてみたり
するのも良い経験になります。また、留学生向けに大学側が企
画してくれる旅行に参加すれば、ボストンやワシントンD.C.な
どにも出かけることができます。勉強の息抜きにも、休暇中は
様々な地を訪れて、その地の歴史や文化を感じて欲しいなと思
います。

おわりに
多様性に富んだアメリカで、人と異なることの尊さに気づき

ました。悔しくて孤独を感じることもあったけれど、ありのま
まの私を受け入れてくれた人々の支えのおかげで、成長するこ
とができたと思います。昔から抱いていた好奇心が実を結ん
で、一生忘れることのない出来事や景色、人々に出会えたこと、
とても幸せです。損や得といった考えに左右されることなく、
自分の可能性にちょっと期待して飛び込んでみよう、そんな気
持ちで一歩踏み出してみるのもいいかもしれません。留学に限
らず、勇気ある決断をしようとしている人にエールを送ること
ができたなら嬉しいです。

アメリカ

ネヴァダ大学リノ校
人間社会学域国際学類　鴨島　　舞

私は2018年8月から2019年5月まで、アメリカ合衆国に
あるネヴァダ大学リノ校（以下UNR）に派遣留学しました。今、
この文章を書くに当たり留学期間中の日記と写真を見返してい
ますが、あの時は辛かった、あの時は感動して涙が出た、など
当時の気持ちが鮮明に蘇ってきます。9か月の留学は間違いな
く、私の人生の核を作った大切な経験になっているので、私の
この文章を読んだ方に一人でも「留学、ありかも」と感じていた
だければ嬉しいです。

留学準備、渡航
私は高校生時代に10日間、アメリカでの語学研修を経験しま

した。その時に、アメリカという国が、自分がイメージしてい
た「裕福、先進国、世界の中心」といった特徴だけでなく、例え
ば街にホームレスがかなりいるなど、自分のイメージとは違う
側面も持つということに驚きました。

その頃からもっとアメリカで腰を据えて学びたいと思ってい
たので、派遣留学に必要なIELTSの勉強も1年生から始め、2回
の受験でスコア6.5を取ることができました。私のように前々
から留学に照準を合わせていなければいけないということはあ
りませんが、準備は早いほうが絶対にいいです。勉強が無駄に
なることはないので、留学いいかも、と少しでも思い立ったが
吉日、語学の勉強や下調べは早い内に始めることをおすすめし
ます！

私は高校生の時にアメリカ東海岸に渡航していたので今回は
西側の大学で学ぶことを希望しました。また、留学先大学が興味
のある分野の授業を開講していることはもちろん、UNRは留学
生の受入に積極的でサポートがしっかりしていると聞き、憧れ

の地ロサンゼルスやサンフランシスコにアクセスしやすいこと、
また金大の先生に見せていただいたUNRのキャンパスの写真が
とてもきれいだったこと、なども留学先を選んだ理由として挙
げることができます。そして何より、北陸生まれ北陸育ちの私
は、毎日カラっと晴れるリノの気候をとても気に入りました。

リノでの生活
大学では主に「アメリカのマイノリティ」についての授業、例

えば先住民族や性的マイノリティ、アジアンアメリカンなどに
関するものを受講しました。週に8～10コマ程の授業を受け、
予習復習の量が膨大であったため、夜まで図書館に入り浸って
英文を読むなど辛いこともありましたが、アメリカにいるから
こそ深く学べる面白い分野を楽しみながら勉強することができ
ました。

UNRでは人種、性別などにおいて異なる背景やアイデアを
持つ学生達が肩を並べて学んでおり、クラスメイトとのディス
カッションはとても盛り上がります。また、留学生は渡米して
すぐに英語のテストを受け、その結果によってESLの授業を受
けるかどうかが決まります。私はスピーキングのクラスを受け
ました。

授業以外にも多くの思い出があります。UNRには本当にた
くさんのサークルがあり、私はInternational ClubとMusical 
Therapy Clubに所属していました。前者では留学生の友人が
たくさんできましたし、後者では韓国人の友人とアカペラを
歌ったり、現地の老人ホームにボランティアに行ったりしまし
た。また、私と同じように派遣留学をしていた日本人の大学生
3名とJapanese Talk-Talkという日本語の会話クラブ（消滅の
危機にあった）を立て直し、運営しました。言語もまともに通じ
ない土地で人をまとめ、引っ張っていくことは大変でしたが、
既存のクラブに所属するだけではなく、自らクラブの運営がで
きた経験はとても自信になりました。

さらに大学はバスターミナルや空港からバスで10～20分く
らいの場所にあるため、まとまった休みには旅行をすることが
できます。レイクタホの雪景色やサンタモニカビーチの夕焼
け、ニューヨークのビル群など、忘れられないたくさんの景色
が今も目の奥に浮かびます。

気持ちの変化、そして行動
留学を通して、2つの大きな発見をしました。一つ目は「迷っ

ているというこ
とは、やりたい
ということ」で
す。これまで、
あれやってみた
いな、でもこん
なリスクもあん
な怖さもあるか
らどうしよう…
と結局やめてし
まうことが多く
ありました。し
かし、その迷い
のスタート地点
にあるのはいつ
も「やってみた
い」という気持
ちで、それに素
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直に従わずにどうするのだと思うようになりました。留学中に
これもできそう、あそこに行ってみようと積極的に動けたのは
この気付きのお蔭です。帰国してからも新しくゲストハウスの
アルバイトや留学の添乗インターンなど、挑戦することが次々
にできています。

そして、二つ目の発見は「マイノリティになってみないとわ
からないことだらけだ」です。先述のように私はアメリカのマ
イノリティについて学んでいますが、私自身も留学中は日本人
というマイノリティでした。英語もまともに話せず、周囲との
違いばかりが目立つ生活の中で孤独を感じることも数えきれな
い程ありました。しかし、孤独を感じたからこそ気付けたこと
も多くあります。イチロー選手は彼の引退会見でこのように述
べています。「アメリカに来て、（中略）外国人になったことで人
の心を慮ったり、人の痛みを想像したり、今までなかった自分
が現れたんですよね。この体験というのは、本を読んだり、情
報をとることができたとしても、体験しないと自分の中からは
生まれないので」。

長くなったのでまとめると、留学、特に長期のものはもちろ
ん辛いけれど、だからこそ必ず自分の人生の軸となります。海
外で自分探しもあながち悪くないと思います。「海外まで行っ
てやりたいことなんて分からないし…」そういう人にこそぜひ
挑戦してほしい。きっと自分のこと、世界のこと、色々なこと
が見えてきます。

人間社会学域学校教育学類　木村　朋博
留学のイメージを膨らませてもらうこと、留学に興味持って

もらうことを目的として、現地で経験したことを簡単に紹介し
ます。

留学が始まる実感
私の留学は、砂漠とディナーパーティーから始まりました。

まだ留学に出た実感もないままリノに降り立とうとしている飛
行機の中から見えたのは、辺り一面何もない砂漠でした。噂に
は聞いていたがこれほどとは・・・という驚きと未知の世界へ
のワクワク感で留学の実感が少し出始めました。到着した翌
日、住んでいたシェアハウスが属しているグループ全体で毎週
日曜日に開催されていたディナーに参加しました。前日の深夜
に到着したためスーツケースもリュックも開けていません。50
名ほどの学生や地域住民の方々と交流し、アメリカに来たん
だぁと少し実感しました。そこで初めて出会った人に、翌日の
パーティーに招待してもらい・・・という留学生活のスタート
でした。

日常
翌週から授業が始まると、課題の量に驚きました。毎授業教

科書30ページの予習とそれに付随したレポートを、5つの授業
それぞれ週に2回という感じでした。それに合わせて、セメス
ター内で複数出される長めのレポート課題やグループプロジェ
クト、プレゼン等々、初めの1ヶ月ほどは授業準備だけでも一
苦労でした。朝から勉強、授業を受けて、夜もまた勉強といっ
た生活に何となくなれてくると、シェアハウスのメンバーと一
緒にジムに行ったり週末の夜ごはんを一緒に作ったり、毎週金
曜日に映画を見に出かけたりとオンオフの切り替えもしつつの
生活に移行していきました。費用節約のため、あまり時間のな
い昼以外は基本的に大学から徒歩5分のシェアハウスに戻り自
炊していました。週に1度シェアハウスのオーナーが7キロほ

ど離れた最寄りの大型スーパーに買い出しに連れて行ってくれ
たのでそこで1週間もしくは2週間分の食材を買い溜めしてお
くという感じでした。フルーツと肉がとにかく安いということ
が個人的に嬉しかったことです。

遊び
近くの湖に出かけたり、冬にはスノーボードに行ったり、大

型のショッピングモールにでかけたりと、月に1、2回ほど週
末に旅行に出かけていました。長期休みには、サンフランシス
コで自転車を借りてふらふらと回っているうちに、市内を抜
けゴールデンゲートブリッジを渡り気づいたらフェリー乗り
場・・・という行き当たりばったりの旅に出かけました。どう
しても見たかったシリコンバレーにあるGoogle本社や Apple
本社を見学しに行ったり、日本から来てくれた友達とレンタ
カーでラスベガス・グランドキャニオンへ旅行したりと遊びに
も力を入れて楽しんでいました。特に、日本ではあまり触れる
ことのなかった世界が新鮮でした。映画で俳優が片手で簡単そ
うに打っている拳銃の反動が意外にも強かったり、バス8時間
の移動が思いたって明日出発するような気楽な感覚になった
り、200キロ直進というgoogleマップのナビ音声を何度も聞
いたり・・・

組織づくりを学びに
私の留学のメインの目的は、アメリカで発展している産業・

組織心理学を通して「組織づくり」に関しての知見を深めること
でした。「結果を出せる組織に不可欠な要因はあるのか」「組織
に属する人の幸福度を高めるには」「今後の組織のあり方は、こ
れまでの組織のあり方とどう違い、利点・欠点は何か」など、
様々なテーマを持って授業だけでなく、大学のアカウントでア
クセス可能な膨大な量のジャーナルを活用して考えました。日
本での専門が英語教育・言語学で、現地での専門分野とは異
なっていたため、秋セメスターでは組織を考える上で重要な基
礎となる心理学や社会学などの主に1・2生が履修する基礎科
目を履修しました。春セメスターでは、4年生・院生レベルの
クラスでディスカッションを重ねたり研究を進めたい思いが
あったので、冬休みの間に、そのつなぎとなる2・3年生レベ
ルの学習を進めました。高いレベルのクラスを取るために事前
に一個下のレベルの授業履修が必要という条件付きのクラスが
ほとんどだったので、興味のあるクラスの教授に連絡を取って
本来取れないクラスの履修をお願いしました。なぜその授業を
履修したいのかという思いを伝えたり、アポを取って教授に直
接その分野への興味を強く訴えたりすることを通して履修する
ことの許可を頂きました。留学での学びを通じて、これまでの
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組織づくりの経験を理論として学習することができ、より客観
的に組織を分析できるようになりました。また、同時に、組織
が人に与える可能性の大きさにさらに興味を惹かれました。

これから
リノでの生活を通して、いい意味でも状況によっては悪い意

味でも、楽天的な考えを持ちいろんなことに対して心にゆとり
を持てるようになりました。たくさんの失敗や恥ずかしい思い、
悔しい思いを経験したこと、命に関わること以外はなんとかな
るという根拠のない自信が強化されたことがきっかけだと思い
ます。したいことをするための努力が適切なところでなされて
いれば、その夢は近づいてくるのではないかと考えています。

今は、留学先で偶然の出会いがあった、個人に焦点を当てた
組織づくりをする企業に縁があり4月からファーストキャリア
をスタートさせることが楽しみです。チャレンジングでありな
がら自分の将来がわくわくするものになるきっかけに留学を活
用してみてください。

アメリカ

ワグナーカレッジ
人間社会学域国際学類　村木　伽帆

留学前の準備として、何をすべきか（すべきだったか）
英語圏の大学への留学の準備として一番重要であることは、

TOEFLやIELTSなどの英語試験の点数獲得のために勉強するこ
とだと強く感じています。Wagner Collegeは、そういった英
語試験の点数に達していなければ留学を拒否される大学だった
ので、私はギリギリまで点数取得の勉強に苦しみました。もっ
と早くから勉強を頑張っていればよかった…と何度も思いまし
た。英語圏留学志望の皆さんは、早めに計画を立てて勉強に取
りかかってほしいと考えています。

留学先について知っておくとよいと思われる情報
Wagner College にはそもそも外国からの留学生が少ない

です。日本人がほかに1人もいないだけではなく、自分と類似し
たアジア人さえほとんど見かけることはありません（少なくと
も私が行った当時は）。友人は、ほとんどがアメリカの現地の学
生でした。彼らは、私にすごく親切にしてくれたので本当に良
かったです。また、ネイティブの英語での会話に囲まれること
で、英語を話す力もついていったと思います。そのような環境
で、頑張ってみたい人や、むしろそのような環境で留学したい
人にぜひWagner Collegeに留学してもらいたいと思います。
逆に言えば、留学生向けの手厚いサポートとか、留学生向けの
イベントとかを期待している人には合わないかと思います。

Wagner Collegeの立地
この大学は、マンハッタンに非常に近いスタテン島に位置し

ているので、NYCには何度も通いました。街では、いろんなイ
ベントや交流会があるので、そこで大学以外の知り合いを作っ
ていました。そこでは、マンハッタンで働くいろんな職業の人
たちや学生たちとお話ができて、非常に興味深かったです。学
外の人たちとも交流がしたいという方にも、この大学はおすす
めです。マンハッタン行きのフェリーから自由の女神が見える
ので、半年で女神さまを50回くらい拝見しました。

留学中に行うとよいと思われる活動
Wagner Collegeでの留学では、何かコミュニティに所属す

ると、友人の幅が広がっていいのではないかと思います。私は、
「アニメクラブ」というクラブに所属して、週に1回、みんなで
アニメを鑑賞するというクラブに所属していました。みんなで
鑑賞するアニメはすべて日本のアニメだったので、私にも理解
できる世界をみんなで共有できたことがうれしかったです。ち
なみに、アメリカのアニメマニアは、日本のアニメマニアと類
似することが多く、アニメって世界共通なんだなーなんて思い
ました。

留学中の苦労と、それをどのように乗り越えたか
留学中、1番辛かったことはルームメイトとの関係でした。私

のルームメイトは、私が深夜寝ていても平気で爆音で音楽をか
けたり、友人とパーティーを始めたりするようなタイプの子で
した。最初のうちは、文化の違いだと思い我慢していたのです
が、毎日続くと次第に我慢ならなくなってきました。そして直
接ルームメイトに思い切って「私が寝ている間は静かにしてほ
しい」とお願いしました。すると、やっと私の気持ちを理解して
くれてその後は静かにしてくれるようになりました。この経験
から、「自分の気持ちはちゃんと相手に直接伝える」ことの重要
さを身にしみて感じました。

就職活動について
私は、4年で卒業するために5月に帰国してから2か月間ほ

ど就職活動をして内定をいただきました。留学先で勉強したこ
とを活かせるような仕事を探そうと思いましたが、必ずしもそ
れに縛られなくていいと私は感じましたので、面接でも留学は
あくまでも経験の一部としてあまりアピールしませんでした。
留学を考える際、多くの人が就職活動について考えるのではな
いかと思います。留学が就職に直接結びつく人もいると思いま
す。しかし、留学をしたからといってほかの学生と大きな差が
つくかと言ったらそうではないと思いますので、「就職活動」に
とらわれずに自分が、本当に興味があることを勉強するために
留学してもいいと思いますし、逆に「留学」という選択肢にとら
われるのではなく、自分がどんな仕事をしたいか、卒業後にど
んなことを身につけていたいかを、真剣に考える時間を作って
その中に留学が入っているかを確かめてもらいたいなと思いま
す。

英語圏への派遣留学を
志す後輩へのメッセー
ジ

日本とは違う土地で
の長期的な滞在は、い
ろんな意味で人生の良
い経験になると私は信
じています。また、留
学をするために語学勉
強に励むこと、帰国後
も継続的に外国の方と
交流することなどを通
して私が思うのは、派
遣留学は滞在する期間
だけではなく、その前
後を通していい経験・
挑戦になると思いま
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す。英語がそんなに得意ではないけど、英語圏に行きたい方。
行きたいという気持ちがあるのならば、挑戦してみてほしいと
思います。辛いことも多いと思いますが、それを乗り越えた後
になって「頑張ってよかったな」と思える日が来ると思います。
上記と矛盾するかもしれませんが、それでも私は「留学」に縛ら
れないでほしいなとも思います。留学先の大学ではなく、金沢
大学や独学で学べることもたくさんありますし、金沢大学での
部活やクラブ活動に参加することも貴重な経験です。そういっ
た選択肢を頭に入れたうえで、留学という選択肢をとるのなら
ば是非、頑張ってほしいなと思います。応援しています。

カナダ

モントリオール大学
人間社会学域国際学類　小相沢紅楓

私は2018年9月から2019年4月までの約8か月間、カナダ
のケベック州にあるモントリオール大学に留学していました。
カナダは英語とフランス語の二言語が公用語だと知っていまし
たか？モントリオール大学は授業がフランス語で開講される大
学ですが、モントリオール自体はバイリンガルな街なので、英
語とフランス語の両言語に触れられる素敵なところです。

留学前・準備
留学前にしなければいけない申請等は、基本的にモントリ

オール大学からの受け入れ許可メールに記されています。ビザ
申請はケベック州のビザ（CAQ）と、カナダ政府へのビザ申請
の2つあるので気を付けてください。あとは、寮に入るなら早
めの手続きをお勧めします。私は申請が遅れてしまったため、
一度は満室だと断られました。ギリギリになって空きができた
ので入れましたが、バタバタして大変だったので手続きは早め
早めを心がけるようにしてください。

学習面の事前準備としては、仏検やDELFを受検して実力を
把握したりしました。フランス語文法等の知識を学習すること
も大切ですが、留学の始めは日常会話のフレーズがすぐに出て
くることが大事なのでよく復習しておくといいと思います。加
えて、派遣先の大学で受講したい授業をチェックしておき、そ
れについての知識を日本語でいいので事前に頭に入れておくと
受講の際に理解しやすいです。

あとは、金沢大学に留学に来ているモントリオール大学生と
のコネクションをつくることが大切です。わからないことは詳
しく聞けるし、困ったときに支えになってくれる友達がいると
心強かったです。

留学中
〈モントリオールでの暮らし〉

カナダが多民族・多文化主義を採っているため、モントリ
オールには多種多様な人たちが暮らしています。そのため、食
文化も豊かでいろんな国の料理を味わうことができます。もち
ろん日本料理店もありますし、アジアンスーパーでは日本の調
味料やお米も購入することができるので食に困ることはないと
思います。しかし、日本にはないチップの文化が存在するので
外食をすると値段が高く感じるかもしれません。その他の物価
は日本と大差ないかと思います。また、移動手段はバスや地下
鉄が主で、運行便数も多く、バスはほぼ24時間体制だったので
金沢での生活より便利でした。OPUSというICカードをつくれ
ば、月5000円弱でバスも地下鉄も乗り放題です。

そして、モントリオールは治安が良いです。日本人が珍しく
てもそれを奇異の目でみて、排他的な雰囲気を出すこともあり
ません。様々なバックグラウンドを持つ人びとが暮らしていま
すが、それぞれの文化を尊重し、各々が自由に生活しているよ
うに感じました。海外暮らしが初めての私でも生活しやすい環
境でした。

〈学校生活〉
留学期間は、モントリオール大学での秋学期（ 9月～12月）・

冬学期（ 1月～4月）に相当します。秋学期は、フランス語の語
学授業を受講しました。事前に受けたプレスメントテストの結
果によってレベル分けされます。通常は平日の午前中に毎日授
業があり、週二回は午後授業がある集中講義の授業を受けま
す。私の場合、定員オーバーで9月から10月はその集中講義が
受講できず、代わりに仏語文法＆ライティングの授業と土曜日
に仏語とケベック文化について学ぶ授業を履修していました。
語学授業の履修者は学生よりも移民の人が多いです。授業では
ただの聴講形式ではなく積極的に話すことが求められます。最
初はうまく話せなくて、授業外で友達に会話練習に付き合って
もらっていました。とりあえず声に出していかないと周りのマ
ダムたちに圧倒されてしまうので頑張りましょう。

冬学期は、専門の授業を4科目履修しました。留学生向けの
授業はあまりないので正規の学生と受講することがほとんどで
すが、履修可能な授業は多岐にわたります。履修した授業は、
カナダとケベックの歴史・政治・外交的歴史、そしてメディア
論です。これらの授業では、プレゼンやディスカッション等の
グループワークはなく、授業をきいてテストや課題を提出する
形式でした。各回に仏語か英語の資料を読んで授業に臨まなけ
ればならないのですが、その量も内容も重かったです。ほとん
どの授業が中間・最終テストの他に、レポート課題を何回もこ
なさなければなりません。第2言語でそれを行うのはかなりつ
らかったですが、友達に助けてもらい、日本語の本で知識を補
完し、授業をボイスレコーダーで録音する工夫をして乗り越え
ました。大変でしたが、日本では学べないカナダについての詳
しい歴史や政治、そして専門外だったメディアについて学ぶこ
とができ、大変有意義だったと思います。

〈課外活動・休日〉
週1回、モントリオール大学生が開催している日仏語学交換

会に参加していました。日本語を学んでいる、日本に興味があ
る学生とフランス語を学びたい学生が集まって会話を楽しんで
いました。他にもダウンタウンで行われる言語交換会（日英仏）
にも参加し、仏語だけでなく英語でのコミュニケーションも
行っていました。これらの交流会で出会った人たちと友達にな
り、勉強を助けてもらい、休日は一緒に遊んでいました。ひき
こもりがちな私ですが、このコミュニティに参加することで仏
語上達の機会を失わず、楽しい留学生活を過ごせたのだと思い
ます。
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最後に
モントリオールは生活しやすくて留学におすすめですが、第

二言語で専門授業を受けることや仏語や英語での対話は正直大
変です。しかし、辛い経験をすることで困難を乗り越える力が身
につきます。また、多文化共生の暮らしや日本では履修できな
い授業を受けることはとてもいい経験です。私もメディアにつ
いて学ぶことで、新たに将来の視野を広げることができました。

最後になりましたが、私の留学中「せっかく留学しているの
に」と挑戦できずに後悔することがたくさんありました。そん
な自分と向き合い、自分なりでいいからやってみようと思うよ
うになったのも成長の一つだと思います。挑戦しないで後悔す
るより挑戦して後悔した方が絶対いいです。留学に少しでも興
味があればぜひチャレンジしてみてください。確かに留学には
不安なことが多いと思いますし、上手くいかずに失敗すること
も沢山あります。しかし、その失敗も今後の糧になるはずです。
1つの成功より100の挫折の方が価値あるものだと、私は留学
を通して学びました。ぜひ臆せず挑戦してみてください。どん
な経験も自分にとって大切な財産になると思います！

人間社会学域国際学類　室谷優太郎

留学前の準備
留学前の準備としてやっておくべきことは挙げ始めれば尽き

ませんが、ここでは語学力の向上等の準備は省いて個人的に感
じたものを挙げたいと思います。留学において、現地でできる
限り多くのことを学びたいと思うのはもちろんですが、「自分
は留学先でこんなことをする」という目標を決めておくといい
と感じました。貴重な留学生活を環境に慣れ、大学に通うだけ
で終えるのはもったいないような気がします。私がそう思った
のは留学に行って生活に慣れてからで、帰国後にあれこれやっ
ておくべきだったと思いました。「大学の寮を出て自分で家を
借りてみる」、「暇があれば必ず外出して過ごす」、「近隣のおい
しいごはんを制覇する」など何でもいいと思います。自分の思
うやりたいことを片っ端からやってみるという心構えとその準
備が、よりよい留学生活につながるのかもしれません。

留学先についての情報
モントリオールの情報として最も重要で唯一注意すべき点は

寒さ、ただこれ一つです。-30度と聞くとびっくりしますが、そ
んなに心配はいりません。冬が来る前に冬物の服や靴を買い、
ヒートテックは大量に持っていけば乗り越えられます。それ以
外は非常に留学に向いた街だと感じました。適度に都会で非常
に国際色豊かな雰囲気は、勉強にもショッピングや食を楽しむ
にも最高でした。移動には地下鉄、バスが便利で、月額で自由
に利用できます。留学生は基本的に大学構内の寮に住むことに
なります。個室が与えられ、共同スペースには毎日掃除が入る
点は過ごしやすいですが、あくまで共同生活です。互いに迷惑
をかけ合いながら過ごしていくことになります。そこも含めて
寮での生活はよいものでした。また、モントリオールからは
ニューヨークやボストンといったアメリカの都市、カナダのト
ロント、オタワといった都市にも簡単にいくことができます。
年末年始の長期休みや土日連休を利用してぜひ旅行も楽しんで
みてください。

留学先での活動
モントリオールに日本人は比較的少ないですが、日本に興味

のある外国人とモントリオールに住む日本人からなるコミュニ
ティが存在し、その活動に参加することで多くの人と知り合
い、言語交換会をする機会が十分にあります。ケベックは文化
的にも言語的にもカナダの中で特異で非常におもしろいです。
ケベックの文化を知っていることは生活の中で役立つことも
多々あるので、ぜひ興味をもってケベック文化に触れる活動し
てみてはいかがでしょうか。

留学中の苦労
私の留学中の苦労は言葉の壁によるものが大半でした。まず

は勉強です。母国語以外で大学レベルの授業を聞き取り、考え
るというのはある程度の語学力が求められると思います。モン
トリオール大学の派遣留学では、基本的に前期は語学の授業、
後期から通常の授業を履修することになります。留学前はもち
ろんですが、前期の語学の授業でしっかり語学力を磨き、後期
の授業に備えることが重要です。後期の授業においても担当の
先生に許可をもらい、授業の録音を自習でなんども聞き返すこ
とで、語学力の弱さをカバーしていました。また言葉や習慣の
違いが原因で友人とも何度か対立したこともありました。言葉
が足りずに誤解を生むこと、伝えたつもりが伝わってなかった
ことなど、母語以外でのコミュニケーションの難しさが身に沁
みました。習慣の面においても日本人同士では言葉がなくても
通じることがあると思いますが、留学中はすべての人がそうで
はありませんでした。言葉にしてはっきり伝えること、思った
ことを素直に伝えることは留学前の私が感じていた以上に大切
なことであったということを学びました。そういった違いを互
いに理解し合う努力を重ねることが対立を解消する唯一の方法
でした。

留学経験とこれから
これからの活動として、語学力に関しては維持と検定等によ

る資格取得が目標です。あわせて、就職活動に活用できればう
れしいです。金沢大学における留学生との交流も可能な限りで
やっていきたいです。どのような形であれ、留学生と触れ合う
ことで互いのためになれればと感じています。

就職活動
留学で経験した苦労とそれにどう向き合ったかということ

や、流暢ではないけれど言いたいことをどうにか伝えられる語
学力は、これからの就職活動のなかで多少の強みになってくれ
るのではないかと思います。個人的に留学前から目指していた
職業を、留学を通してさらに強く志望するようにもなりまし
た。面接での自己アピールは留学での経験がメインになるとは
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思いますが、そのほかは自分の今までとこれからの積み重ねに
かかっていると思います。留学の経験を土台に希望の就職先に
就く努力を続けることが唯一の手段と信じ、準備を進めていく
つもりです。

後輩へのメッセージ
「留学どうだった？」とよく聞かれますが、それに対する今の

返事は「短かった」です。単に8か月と聞くと「長い」というのが
留学前の私の印象でした。思い返すと飛ぶように8か月が過ぎ
てしまった、というのが今の印象です。そんな短い期間のなか
に充実感や後悔がぎゅうぎゅうに詰め込まれた留学生活でし
た。留学に行った大体の人がそんな感じに思っているのではな
いでしょうか。経験者としてのアドバイスはやりたいことを明
確にしてやってみる、ということだけです。留学を迷っている、
行きたいと思っている人は積極的に行ってみたほうがいいかと
思います。皆さんによりよい留学経験があらんことを。
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