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延辺大学

現地での困難

異国で一人暮

らすうえで困難
人間社会学域国際学類

岡村

拓門

本稿について
これは私が令和元年 9 月から翌年 2 月まで、中国吉林省延辺
朝鮮族自治州延吉市に留学していた報告である。留学前の私
も、先輩方が残してくれたこれまでの報告書を手に取り、未だ
見ぬ海外生活へ希望に胸を膨らませていたものだ。本稿では、
実務的な内容も交えて自身の派遣留学について記す。これが留
学前の諸君の役に立てばと願うばかりだ。
都市選び
広い中国、都市選びは重要だ。私は大いに迷った。北にハルピ
ン南は広州、遥か西には四川まで、一度に多様な選択肢が与え
られたのだから無理もない。例年、人気の派遣先は往々にして
大都市ばかりだが、安易に有名どころに落ち着くのは如何なも
のだろう。別に北京で生活したからといって政治が分かるよう
になるわけでもないし、上海に行ったからといってダイナミッ
クな経済の動きに関われるわけでもない。一介の留学生に過ぎ
ない我々が体験できることは有限なのだから、行った先で確実
に得られるだろうものとそうでないものをよくよく判断して決
める必要がある。私はインターネットを活用し、すべての協定
校の基本データを書き出したうえで検討を重ねた。ただ、あま
り悩みすぎるのもいけない。私は 1 次募集で合格を頂いたにも
かかわらず、なおも決めきれずに一旦辞退し、辺境自治州なら
ではの体験と専門研究の資料収集のため、 2 次募集で延辺大学
へ応募した。ただ、こういったことは関係者各位へ多大なご迷
惑をお掛けすることになるので注意が必要だ。
諸準備
金沢の我々がビザ申請をするには東京や大阪まで出向かねば
ならない。費用面を考慮して、私はビザ取得代行の業者に任せ
た。予防接種は半年ほど前から早めに受け始めた。A型・B型肝
炎、狂犬病などのワクチンは時期を開けて 2 回、 3 回と打つ必
要があるからだ。健康診断は日本で済ませておいたが、その必
要はなかった。留学生は全員現地でまとめて検査に連れていか
れたためだ。VPNは入れずに行った。Skypeや金沢大学ドメイ
ンのメールはVPNを経由せずとも使用可能だった。
現地での学業
午前中は毎日朝 8 時から中国語の授業である。朝鮮族の自治
州とはいえ、先生方は綺麗な標準語で教えてくださるので心配
ご無用。クラスは 4 つほどのレベルに分かれているが、自分の
意思で好きなところを選べる。私は一番上の班にした。クラス
メイトは私のほかに日本人 1 名、韓国人 1 名、北朝鮮人 4 名で、
少人数ながらも北朝鮮留学生たちの尋常でないやる気にみな触
発され、互いに競い合う環境が出来上がっていた。音読の時は
皆まるで小学 1 年生のように腹から元気に声を出し、授業が終
わっても先生を質問攻めにしいつまでも帰さない。まさに理想
的な学習環境であった。昼寝をはさみ、午後は隔日で朝鮮語の
稽古に参加していた。中国にいながら、習った朝鮮語を街です
ぐに試せるのは延辺ならではだろう。夜はたまに日本史のゼミ
に呼んでいただいた。山川出版の教科書を中国語で要約し、発
表するのは面白い経験だった。
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は絶えない。故

郷を思い寂しく
なる、言葉が通
じない、口座開
設がうまくいか
ないなど、挙げ
だせばきりがな
いが、体調を崩
したのが一番辛
かった。乾燥し
た空気のせいで
気管支炎を発症
した。寒さには
慣れることがで
きたものの、乾燥は一筋縄ではいかなかった。重度の食中毒に
感染したのも辛かった。原因は羊のレバ刺しである。いくら現
地の食文化とはいえ、やはり危機管理意識が甘すぎた。幸い寮
のすぐ隣は診療所であったが、体調不良の時に中国人の医師と
意思疎通を図るのはなかなかに骨の折れる作業だった。諸君、
中国でナマモノはやめた方が賢明だ。
余暇
旅行は留学の大きな醍醐味の一つだ。州内の近いところでは
1 時間程度で北朝鮮との国境線まで行けるし、景勝地やスキー
場なども楽しい。東北各省へも鉄道があるから便利だ。時間の
ある留学生諸君には、高速鉄道を使うよりも寝台列車での移動
をお勧めしたい。見ず知らずの乗客との交流もあるし、夜、ふ
と窓の外をのぞくとそこには満天の星空が広がる。私はよく旧
満州ゆかりの地を旅した。ハルビンでは伊藤博文暗殺現場や
731部隊の記念館、長春では溥儀の宮殿や日帝時代に建てられ
た建築の数々を見学した。瀋陽では918記念館を見たあと、実
際に旧ヤマトホテルにも泊まった。こういった有意義な経験が
できたのは、ひとえに周りの人々のおかげといえる。というの
も、州内などは留学生課の方々、遠くハルビン・チチハルなど
は日本人会の方々の助けがあってこそ実現した旅行だからだ。
特に延辺の日本人コミュニティは、我々日本人留学生にいつも
温かく接してくれた。しょっちゅう電話でお誘いをいただいて
はディープな延辺朝鮮族社会を案内してもらったものだ。ここ
で、これから留学を志す後輩諸君に一つアドバイスをしておこ
う。それは
「留学中は
（なるべく）
イエスマンであれ」
ということ
だ。誘われたらとりあえず乗ってみることが留学充実への秘訣
だ。無論、アブナイ誘いなどを毅然とした態度で断る勇気も必
要なのは言うまでもない。
新型コロナウイルス感染症で中断
1 月中旬、冬休みを利用して韓国を旅行していた私が延吉に
戻ると、ほどなくしてこの辺境の大学にも厳戒態勢が敷かれた。
逆らえない流れの中、残り半年の期間を残し無念の帰国となっ
たが、私はこの体験から大切なことを学んだ。それは
「諸行無
常」である。何事も変化し続けるということこそ世の定めであ
り、我々もそれに合わせて柔軟であり続けねばならないのだ。
私はこの気づきを踏まえて、帰国後は従来のプランに執着する
のをやめ進路計画を大きく変更し、新たな気持ちで努力を続け
ることができている。
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中国を志す諸君へ

然、けたたましい防空サイレンが街にこだました。当時の私は、
それが何を意味するのか分からなかった。後になって、その日

が中国東北部の人々にとって大きな意味を持つ日である事が分
かった。1931年のその日は関東軍が南満州鉄道を爆破した、い
わゆる柳条湖事件の日。それに端を発し日本の侵略が進められ
ることになる。サイレンはその記憶を風化させないためのもの
だったのだろう。最近、中国外交部のスポークスマンらが
「日本
には正しい歴史認識を求める」と述べるシーンをよく見かける。
しかし、住む国や受けてきた教育が違う以上「何が正しい歴史
認識か」という問いに答えを出すのは容易ではない。他方、グ
ローバル化が進んだ我らの時代では、異文化としなやかに共生
する力が絶えず必要とされる。留学を通し相手の視座に気づく
ことができれば、少なくとも異文化理解へは一歩踏み出すこと
ができる。後輩諸君にもそんな体験をしてほしい。

中

国

中国人民大学
人間社会学域人文学類

長

優貴子

私は 4 年生の2019年 9 月から2020年 1 月まで約半年間、北
京にある中国人民大学に留学しました。金沢大学では 3 年生で
1 年間留学する人が多いですが、様々な形で自由に留学でき
るのだということをこの体験談でお伝えできればと思います。
ちょっと遅いかもしれないけど留学行きたいな…と迷っている
方の後押しができればうれしいです。
中国留学までの経緯
大学入学時から長期留学に行きたいと思いながら決心できな
いまま 3 年後期になりました。しかし、 4 年生を前に留学を諦
められず、最後のチャンスだと思い 2 次募集に応募しました。
締め切り 1 か月前に決心したため、今思うとかなり急いで応募
準備をしました。中国を選んだのは、初修言語で中国語を選択
してから 3 年生まで履修し続けていたこと、お隣の国でありな
がら知らないことが多いこと、幼い頃から趣味である切り絵の
発祥地といわれていることが理由でした。
留学前に準備していたこと
どれだけ中国語ができるかの確認も兼ねて、HSK5級を受験
しました。普段は授業で使っていた教科書での復習やHSKのテ
キストで勉強しました。リスニングが苦手だったため、移動中
に中国語の音源を聞くなど、できるだけ毎日中国語を聞くよう

にしていました。また、英語圏以外でも英語が必要になると聞
いたことがあったので、TOEICを受験するなど英語の勉強も
少し行っていました。実際、英語で留学し中国語が全くできな
い留学生も多かったため、英語ももう少し勉強していけたらよ
かったかなと感じました。
また、中国はネット規制が行われているため、VPNを契約し
ていきました。無料のものもありますが祝日など規制が強くな
り使えなくなる時があったので、心配なら契約していくとよい
と思います。
北京や大学の環境
北京は中国の首都であることもあり、生活するのにとても便
利です。交通費が日本に比べて安く、地下鉄やバスなど交通
の便が非常に良いため、買い物やちょっとした観光に簡単に行
くことができます。レンタサイクルも町中にあり、町並みを見
ながら移動するのが楽しくて私も毎日のように利用していまし
た。北京市内には故宮を始め多くの世界遺産もあり、すぐに行
くことができるため、中国の歴史や文化が好きな人にはとても
良い環境です。歴史的なものだけではなく、おしゃれなカフェや
ショッピングが楽しめるところもたくさんあり、バランスのよ
い町だと思います。治安もよく、抗日関係の式典などには十分
な注意は必要ですが普段心配することはありませんでした。北
京は暖かく親切な方が多い印象で、あくまでイメージですが
「東
京と大阪で言ったら大阪っぽいよね」
とよく言われていました。
中国人民大学は門を出てすぐに駅やバス停があり、近くに
ショッピングセンターもあるので便利です。寮は大学内にあ
り、大学内にはスーパーや文房具店、果物屋などなんでもそ
ろっています。学食は安くて、毎日違うものを食べても食べき
れないくらい種類が豊富なのでおすすめです！2019年は建国
70周年でもあり、祝賀行事前には夜に行進の練習をしていた
り、巨大なオブジェの展示などがされていたり、大学内でも政
治体制の違いを感じることができとても面白かったです。注意
としては、寮費の支払いがカード払いできず現金払いのみだっ
たので、まとまった金額を現金で準備できるようにしておいた
方が良いです。
大学の授業
中国語クラスは 6 クラスあり、私は上から 3 番目の中一班で
した。レベルが合わない場合は試験を受けなおしてクラスを変
更できます。授業は精读、听力、口语、阅读、写作の 5 科目で
週15時間でした。クラスのメンバーは欧州、南米、アフリカ、
アジアなど一番国籍豊かで、とても賑やかでした。
また、語学の授業は基本的に午前中で終わるので、午後に
は中国切り絵と太極拳の体験授業に参加していました。少人数
だったので、先生や他の生徒とゆっくり話しながら参加できと
ても楽しかったです。それ以外には、中国人文地理と中国概論
などの授業を聞いていました。HSK6級を取得していれば履修も
可能ですが、私は取得していなかったため、聴講という形で参
加しました。私はリスニングとスピーキングが苦手だったので、
体験授業で積極的に会話をしたり、語学の授業よりスピードの
速い午後の授業を聴講したりすることで学習していました。
授業外
授業外では語学パートナーと勉強していました。勉強という
よりおしゃべりといった感じで楽しく日本語と中国語をお互い
に教え合っていました。渡航前にバディ制度があると聞いてい
ましたが、なぜか連絡が来る人と来ない人がいるので、授業開
3

アジア

私がまだ向こうに到着したばかりの 9 月18日、授業中に突

始前に確認するとよいです。櫻会という日本語学科の学生や日
アジア

本に興味がある学生が所属する団体が交流会を行っていたた

め、そこで語学パートナーや友達を作ることができました。私
は部活などには入りませんでしたが、時々卓球部の活動にお邪

魔して運動を楽しんだりもしていました。その他にも先生のお
家にお邪魔して餃子パーティをしたりしました。気さくな先生
が多く、食事に誘ってくれたり、クラスで企画したパーティに
誘うとノリノリで参加してくれたりするなど、先生方とも交流
を深めることができました。また、学内では定期的に格安で映
画上映が行われており、英語字幕で中国語の映画を見ることが
できます。映画自体はもちろんですが、上映中は声を出して楽
しむことが多いのでみんながどこでどんな反応をするのか見る
ことも楽しかったです。
さらに、非常に楽しみにしていたのが旅行で、北京市内の日
帰り観光を中心に内モンゴルや西安などへもツアーや自身で計
画して行ってきました。自身の中国語力を試したいこともあり
一人で行くことも多く、現地の人に積極的に話しかけて会話を
楽しむ旅行でもありました。中国は非常に大きく歴史も長いた
め、かなり見どころの多い国だと思います。期間が半年である
ことや新型コロナウイルス感染症の影響で思ったより行くこと
ができませんでしたが、ぜひいろんな所を見てみてほしいです。
おわりに
慌てて留学準備をしたこともあり不安はとても大きかったで
すが、語学だけでなく知らなかった文化や価値観に触れること
もでき充実した日々を過ごすことができました。駅などでは荷
物を運ぶのを手伝ってくれたり道を教えてくれたり、大学では
学生や他の留学生が一緒に勉強してくれたり相談にのってくれ
たり、それ以外にも数えたらきりがないほどたくさんの人や優
しさに支えられた半年間でした。現地で出会った方々、また応
援してくださった先生や家族、友人には感謝しきれません。留
学中は辛いことも多く、行動する勇気も何度も試されると思い
ますが、その分得られるものも多いため、やりたい！と思った
ときにすぐ行動して後悔のない留学にしてほしいです。皆さん
の留学が素敵なものになることを願っています。

中

国

北京語言大学
人間社会学域人文学類

太田

七瀬

私は2019年 9 月から2020年 1 月のおよそ 5 か月間、中国の
北京語言大学に留学していました。なぜ留学期間を 1 年ではな
く半年にしたのか、北京を留学先に選んだのはどうしてかなど
を含め、これから中国への留学を検討されている皆さんに役立
つよう、留学での経験を綴っていきたいと思います。
留学前
私は半年間の留学の前、2018年の 8 月に 1 か月間だけ、同じ
く北京語言大学に短期で留学していました。その当時は長期留
学のことはまったく視野になく、ただ研究室の教授から
「行っ
てみませんか？」とお声をかけていただいたことがきっかけで
す。 1 か月という短い期間ながら、留学中は中国語の勉強だけ
ではなく、北京に多数存在する観光名所や遺跡を訪れて、非常
に充実した時間を過ごせました。とくに私の通った語言大学
は、中国国内の中で最も多くの留学生数を誇っており、また外
国人に向けて中国語を教える、いわゆる対外教育を学ぶ中国人
4

学生も多い学校です。そのため生徒の受け入れや授業が非常に
スムーズで、初めての留学ながらもストレスなく留学生活を送
ることが可能でした。

短期の留学から帰国後すぐ、「もっと長い間中国で学びた

い！」
と思い、長期留学について調べ始めました。場所について
はいくつか検討しましたが、一度留学しており多少の慣れがあ
ること、周囲の治安や発展の度合い、また故宮博物館や万里の
長城といった名所旧跡が近くに数多く存在することなどを加味
し、最終的には北京を選びました。首都であるためアクセスが
良く、ほとんどの地方に飛行機の乗り継ぎなしでアクセスでき
るのも後に大きな利点となりました。期間については、もとも
と公務員志望であり、 6 月から開始される公務員講座を受ける
ために、やむなく半年間という選択をしました。半年間であれ
ば 4 年で卒業することも可能なので、そういった理由から半年
を選ぶ人もいるようです。

留学中
前述したとおり、語言大学には世界各国から毎年多数の留学
生が来ています。様々な国からやってきた、異なるバックグラ
ウンドを持つ人たちと机を並べて勉強し、毎日のように顔を合
わせて話すことは初めての経験でした。最初にクラスで自己紹
介をしたとき、中国語を勉強している、たったそれだけのこと
で、このクラスにいる全員と会話できるのだ、としみじみと感
動したことを覚えています。住んでいる国も、母語も、文化も
なにもかも違うけれど、それでも私たちは、たったひとつの中
国語の冗談で笑いあえるのです。
授業は、毎週午前中の 2 コマと週 1 回の午後 1 コマだけで、
予習や復習を含めても、比較的時間に余裕がありました。クラ
スメイトと午前中に約束をし、一緒に食堂で昼食を食べ、午後
からは北京の街を探索したり、観光名所を訪れたり、はたまた
クラスメイトの母国料理を食べに行ったりと、中国語以外のこ
とを学ぶシーンも数多くありました。トルコ人の友人に連れて
行ってもらって食べた初めてのトルコ料理は驚くほどおいし
く、自分ひとりでは知ることができなかったであろう新しい発
見も、留学で得た大きな経験のひとつだと感じました。
留学中には、北京以外にもいくつかの都市を訪ねることができ
ました。大学の催しで、クラス全員で山西省に1泊2日の旅行をし
たり、友人たちと湖北省の武漢へと旅したり、最終的には上海を
経由して日本に帰国したりと、半年の間に様々な場所へ行きまし
た。とくに武漢は思い入れのある地で、私がどうしても
『三国志』
の
「赤壁の戦い」
の起こった場所をこの目で見たいと思い、ホテルや
フライトチケットを一からすべて自分たちで準備して挑みました。
言葉が通じずへ
とへとになるこ
ともありました
が、それでもや
はり自らの力だ
けで行きたい場
所に行けたとい
うことが、その
後の自信へと繋
がりました。も
し留学するなら
ば、ぜひどこか
他の地方にも足
を運んでみてほ
しいです。
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おわりに

たらしてくれた経験は、本当に何物にも代えがたい価値のある

ものだと感じます。日本にいてはどうしても疎かになってしま

うリスニングやスピーキングのことはもちろん、それ以外の人
間的な面でも、様々なことがきっかけとなり、私を成長させて
くれました。入学当初はまさか自分が留学するとは、考えても
みませんでした。でしたが、こうして留学し無事に帰ってこら
れたのは、両親をはじめ教授や大学の方々、たくさんの支援と
バックアップがあってのことです。それを意識したうえで、この
留学をただの思い出として眠らせてしまうことのないよう、今
後も引き続き中国語を学び、経験を生かしていこうと思います。

人間社会学域人文学類

竹部ほのか

私は2019年 9 月から2020年 7 月までの 1 年間の予定で北
京語言大学に留学しましたが、新型コロナウイルス感染症の影
響でやむを得ず 1 月末に帰国し、そのまま戻ることもできず留
学を断念しました。予定より半年も短い留学となってしまい、
悔いの残る部分もありますが、たった数か月であっても中国で
の生活や文化に触れられたことはとても良い経験であり、これ
まで曖昧だった今後の進路も明確になりました。これから世界
がどのように変化していき、いつになったら以前のように外国
へ行けるのかまだ想像もできませんが、私の経験が今後留学を
考えている方の参考になったら幸いです。
留学前の準備
留学前の準備はとにかく早く始めるべきです。北京語言大学
は入学にあたっては特にHSKや中検のスコアは求められません
が、日常で使えそうな単語、またはビザ申請など手続きに関す
る会話に関しては留学前に少し触れておくことをお勧めしま
す。その他には、学生ビザ（中国には滞在日数により種類が変わ
ります）、VPNの契約（中国でLINEやTwitter、Instagramを使
う方は必要です）、海外送金可能なクレジットカードなどはき
ちんと自分で調べて早めに用意する必要があります。特にビザ
とクレジットカードは発行に時間を要すため、余裕をもって準
備すると安心して渡航できます。
留学中の授業と課外活動
北京に到着後、手続きが済み次第クラス分けテストを受け、
レベルごとに受講する科目を決めます。私は中級レベルで、 1
週間に20時間分取ることができました。私の場合、基本的に授
業は午前だけで、必修の基本科目以外には文法クラス、スピー
キングクラス、ビジネス中国語のクラスを取りました。他にも
HSK対策のクラスや読解クラスなど様々で、自由に履修を組む
ことができます。最初の 2 週間は授業に参加して合わないと感
じればレベルを変更することも可能なので、一度に決めずに
色々な授業を少し受けてみると自分に合うレベル、合うクラス
が見つかると思います。
北京語言大学では、留学生は初級の上下、中級の上下、高級
の上下の 6 つのレベルに分けられます。ややこしいですが下が
上より高いレベルです。そして課外活動では、下のクラスの人
は 2 泊 3 日の旅行、上のクラスは北京市内での日帰りでの活動
と分かれていました。私は上のクラスだったため、後期は旅行
に行けると友人と楽しみにしていたのですが、新型コロナウイ
ルス感染症流行のため、叶わず…。この課外活動で私たちのク
ラスは老舎茶館を訪れました。中国茶を飲みながら中国の伝統

芸を鑑賞することができたこと、授業で読んだ作品の舞台を訪
れたことはとても貴重な経験となりました。

アジア

いざ帰国して考えてみると、私の人生においてこの留学がも

留学中の生活

留学先の寮は、同じ研究室の友人と一緒に留学したので彼女

と同室の 2 人部屋でした。現地でできた他の友人の中にはルー
ムメイトとのそりが合わずストレスを抱えている人もいたの
で、彼女と同室で本当に良かったです。もちろんルームメイト
と仲良く過ごせている人も多くいましたが、北京語言大学は留
学生の国籍が様々で、文化の違いから起きるトラブルはやはり
多いです。寮の手続きの際にある程度の希望は聞いてもらえる
そうなので、不安な場合は寮の受付のスタッフに相談すること
をおすすめします。
現地に着いたら、早めに銀行口座を開設し電子決済を使える
ようにするととても便利に生活できます。中国では電子決済が
主流なので、現金を出すと少し嫌な顔をされることもありまし
た。生活に必要なものや洋服などは通販サイトで何でも安く手
に入るため、私は渡航時の荷物を減らすため冬服や化粧水など
はほぼ現地で購入しました。
食事に関して、北京語言大学は学校内に大きな食堂があり、
5 階建てで 1 ～ 3 階は学生向けでとても安く、いろいろな料理
を選んで食べられます。 4 階にはカフェや日本料理、韓国料理
のレストランがあり、 5 階には少し高級な中国料理のレストラ
ンがあります。大学は五道口という学生街にあり、周りにもレ
ストランが多くあるので散策しながらお店を開拓するのも楽し
いです。
おわりに
今回の留学で私が学んだのは、「やりたいことを後回しにし
てはいけない」
ということです。私はこの留学中に、大連、武漢、
哈爾浜、上海に旅行に行きました。しかし本当に行きたかった
青島、海南島、成都には行けませんでした。留学してすぐのこ
ろは
「まだ中国語が下手だから」
と、旅行に行くのを躊躇ってお
り、結局 2 か月以上も無駄にし、11月後半を過ぎてから旅行に
行き始めました。その頃は
「まだ半年以上残っているから」と、
行きたいところもやりたいことも後回しにしていて、その結果
想定外の事態が起こり留学は中止となってしまいました。
今回のような不測の事態はそうそう起こることではないと思
いますが、何らかの事情で留学が中止になる可能性はゼロでは
ありません。私と同じ後悔をしないように、やりたいことには
躊躇わず挑戦し、 1 日 1 日を大切にして楽しく充実した留学生
活を送ってほしいです。
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北京師範大学
自然科学研究科物質化学専攻

切断が頻発するので、有料版と契約するのが良いと思います。
あと、到着してから数日間大学のフリーWifiだけに頼って

生活している人が散見されました。流石にキツイと思うの

中窪

圭佑

はじめに
私は2019年 8 月から2020年 1 月末まで中国の北京師範大
学に留学しました。派遣留学・トビタテ！留学JAPANプログ
ラムを通して先方の大学に留学していたので、私の留学は少し
特殊でした。研究が第一目的であり、中国語学習は第二の目的
でした。こういった留学形態は稀なので皆さんの参考になるか
分かりませんが、私が得た有益な情報、経験を共有できれば幸
いです。
留学前の準備
・VISAについて。私は海外に長期滞在するのは初めてだったの
で、VISAの取得方法・注意点など詳しく調べました。その結
果、私はウェストンビザというサイトに依頼し、発行しても
らいました。ウェストンビザのサイトはなんとなくチープな
感じがして不安でしたが、大丈夫でした。準備をするのに早
いに越したことは有りませんが、VISAには有効期限があるの
で、留学開始日から 3 ヶ月以内に発行するようにしましょう。
・中国語に関して。私は理系で且つ研究留学だったので、中国語
を今まで全く勉強したことがありませんでした。しかし、留
学するにあたって、語学はできたほうがいいと考えていたの
で、留学開始 2 週間前から猛勉強し、中国語検定 4 級の問題
をスラスラ解けるレベルに仕上げていきました。今振り返る
と、この猛勉強は大正解で、買い物など日常生活で大いに役
立ちました。
・英語に関して。最低限のコミュニケーションを取れるレベル
にしておくと良いと思います。私は英語が結構得意だったの
で、学内にいた欧米の留学生と仲良くなり、週末一緒に出か
けたりしました。また、私がいたクラスの授業は半分英語だっ
たので、できたほうが絶対いいです。
・イ ンターネットに関して。中国に留学したいと考えてい
る方はご存知だと思いますが、現地では多くのSNS（You
Tube、Twitter、Instagramなど）や検索エンジン（Google、
Yahoo!）が使えませんので、現地でもSNSなどを使うために
VPNを前もってダウンロードしていきましょう。私のオスス
メはセカイVPNです。友人はExpressVPNを使っていました
が、接続できない日があったりしたそうです。セカイVPNで
はそのようなことは起きませんでした。今紹介したVPNはす
べて有料です。無料のものも有りますが、通信が遅く、通信

で、まず 1 週間使用可能なSIMカードを使い、現地でSIMを
契約したら、新しいものに乗り換えるというのが最善かと思
います。Amazonで1000円程度で売ってます。これの注意
点としては、docomo、au、softbankユーザーの人はSIM
ロックを解除しないと使えないことです。携帯ショップに行
くと3000円ほど取られるので、自分で解除しましょう。

留学中の生活と活動
私は金沢大学で環境水中のヒ素を効果的に除去可能な新規吸
着剤の開発をテーマに研究をしています。ヒ素による地下水の
汚染はバングラデシュ、インド、中国で大きな問題となってい
ます。研究留学を行う上で、研究の質を落とさないためにも、経
済が発展しており、環境技術が黎明期にある中国を留学先とし
て選択しました。現地では、午前中は語学の授業、午後は研究
室で実験をしていました。北京師範大学の研究室に所属してい
ましたが、特に日本の研究室と大きく変わった部分はなく、日
本と同様学生は朝から夜遅くまで研究に打ち込んでいました。
このおかげで、研究室のメンバーとすぐに馴染むことができま
した。
留学中、研究のみに打ち込むだけでなく、中国の文化を学ぶ
ために北京の観光、友人宅を訪れ中華料理の作り方を学んだり
しました。また、本留学を通して、様々な人と知り合いたいと
考えていたので、週末にSNSを通して色んな人と会っていまし
た。そこで、1 人の中国人の女の子とかなり仲良くなりました。
新型コロナウイルス感染症が日本で流行し、マスクが買えなく
なった際には、彼女がわざわざ中国からマスクを200枚送って
くれました。活動の範囲を大学内のみに留めず、学外の人とも
交流することで、素晴らしい出会いに巡り会えるのではないで
しょうか。
さいごに
異国の地で生活することで、多様な考え方、価値観に触れる
ことができました。本留学のおかげで、将来海外で働くという
選択肢を持つことができ、現在それを叶えるために頑張ってい
ます。留学に行こうか迷っている人は、思い切って行ってみるこ
とをおすすめします。留学しなかったことに後悔している人は
いますが、留学したことに後悔している友人は一人もいません。
ただ、具体的な目標も持って留学し、それを達成するために自
らアクションを起こしていかないと有意義にならないと思うの
で、留学した際には是非積極的に行動してほしいと思います。

中

国

南京大学
人間社会学域国際学類

濱中

優衣

私は2019年 9 月から2020年 1 月末までの 5 か月間、中国の
南京大学に留学しました
（本来2020年 6 月末まで留学予定でし
たが、新型コロナウイルス感染症の影響で早めの帰国となりま
した）
。
留学前の準備
現地での留学生活が始まってすぐに、日本でしておけばよ
かった、と痛感したことがあります。それは、語学力の向上、
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てしまい、テストを受けられずに単位をもらえなかった科目も

読み書きが多く、会話力を上達させるための対策は特にできて

院に関しては、それほど遠くない場所に日本語対応の病院があ

前にHSKの試験を受けましたが、それらの試験のための勉強は

いませんでした。会話力の乏しさからなかなか上手く会話でき

ず悔しい思いをしたこともあるので、会話力を高めるための対
策をしておくと良いと思います。また、中国への留学なので中
国語が主な使用言語とはなるのですが、ヨーロッパ圏からの留
学生たちとは英語を用いて会話することも多かったです。私は
英語力があまりないせいで、ここでも悔しい思いをしたので、
英語力も身に着けておけばよかったと思いました。
さらに、中国の歴史についての知識ももっと蓄えておけばよ
かったと思いました。長い歴史を持つ中国には多くの世界遺産
があり、実際にそれらを訪れる機会も留学中にはたくさんありま
した。同様に、学校の企画で博物館へ行くこともありましたし、
個人で訪れる機会も多々ありました。そのような中で、知識もな
く見ているだけなのはもったいないと感じたので、せっかくなら
ある程度の歴史についても知っておくべきだと思いました。
留学中
〈授業〉
まず初めの手続き期間中に中国語の授業のクラス分けもあり
ました。クラスはHSKのスコア、または希望者が受けられるク
ラス分けのためのテストによって振り分けられていました。も
しもそのクラスが自分に合っていないように感じれば、変更す
ることも可能でした（実際私自身も変更しました）。授業は、必
修の中国語の授業があるほか、留学生向けの選択できる授業も
ありましたし、本科生の授業も履修できました。本科生の授業
を履修する際でも、特別な手続き等も必要なかったので、自分
の受けたい授業を受けられる環境です。また、授業によっては
英語で開講されているものもありました。
私は留学生向けの選択授業として中国のSNSやメディアにつ
いて学ぶ授業を履修し、SNSのことのみでなく、中国の若者が
使う流行りの言葉も学べたことはとても印象的でした。
〈生活面〉
中国ではモバイル決済が非常に進んでいるため、生活は基本
的にモバイル決済でした。私の場合、もともと日本で使って
いたスマホとSIMフリーのスマホの 2 台を持って行き、SIMフ
リーのものに中国で買ったSIMカードを入れました。そして大
学近くにある銀行で口座をつくり、中国の電話番号と紐づけれ
ばモバイル決済ができるようになります。現金を使えない時も
あり、例えば寮の洗濯機を使う場合など現金では支払えずモバ
イル決済のみなので、中国で生活するうえでSIMカードと口座
を得ることは必須だと思います。
また、私は冬のちょうどテスト期間にインフルエンザに罹っ

あったので、体調管理にはくれぐれも気を付けてください。病
り、そこに行くことができたので、とても安心でした。

課外活動
南京大学にはたくさんのサークルがありますが、私は中でも
「日本語倶楽部」
というところに所属していました。このサーク
ルには日本に興味を持っている現地の学生が70人ほど所属し
ていました。サークル名は
「日本語倶楽部」
ですが、中国語と日
本語でお互いに話し、おしゃべりしながらスピーキングの練習
もできる環境でしたし、日本に興味のある中国人の友達もでき
ました。
サークルのほかにも、留学生をサポートしてくれるような団
体があり、その団体にも参加しました。活動としては、中国人学
生とお菓子を食べながらおしゃべりするといったイベントや、
水餃子を作るイベント等、様々なものがありました。ここも中
国人の友達を作るきっかけとなりました。
また、留学生は寮が同じ場所ということもあり、留学生同士
でのつながりもたくさんありました。実際にハロウィンには留
学生のみでハロウィンパーティーを開き、仮装したりみんなで
ご飯に行ったりしました。
最後に
留学前までは不安もありましたが、いざ留学してみると毎日
が楽しく、あっという間に時が経ちました。留学ではたくさん
の友人ができ、共にご飯を食べたり旅行したり、かけがえのな
い時間を過ごせました。また、留学を通して様々なことも学べ
ましたし、これらは一生の思い出になると思います。一歩踏み
出してしまえば、あとはなるようになると思うので、少し迷っ
ている方もぜひ一歩踏み出してみてください。素敵な時間を過
ごせることを願っています。

中

国

蘇州大学
人間社会学域国際学類

森島

千遥

私は大学三年次の2019年 9 月から2020年の 1 月まで中国
蘇州市にある蘇州大学に 5 カ月間留学しました。当初の予定は
2020年 7 月までの10カ月間でしたが、同年 1 月に流行した新
型コロナウイルス感染症の影響で現地には 5 カ月間の滞在とな
り、残りの 5 カ月間は日本の自宅で蘇州大学のオンライン授業
を受講しました。私が留学した年は新型コロナウイルス感染症
の発生により、留学が中断するという恐らく例年にはない状況
に見舞われましたが、その点も踏まえて今後中国に限らず金沢
大学から留学を考えている方達に向けて少しでも有用な情報を
提供できればと考えています。
留学前
留学前の準備として語学力は高められるだけ高めておくのに
越したことはないです。私は留学前に、金沢大学で開講されて
いる中国語の授業は取れるだけ取り、渡航直前の学期には中国
人の講師の方に頼んで会話練習をしてもらいました。他にも、
腕試しとして日本で開催されている中国語検定やHSKなどの検
定に挑戦するのもいいと思います。学期開始前に現地でクラス
分けのための筆記と口語のレベルチェックテストがあり、少し
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特にリスニングやスピーキング力を向上させることです。留学

アジア

でもレベルの高

日本語サークルがあり、月一回という頻度でサークルメンバー

分けられたいな

大学の日本語学科で日本語を勉強している学生達なので言語交

いクラスに振り
ら留学前の語学

の学習は必須だ
と思います。
私が留学前に
やっておくべき
だったと感じる
ことは、留学前
にもっと金沢大
学で留学生と交
流することで
す。私は留学前
に所属していた
オーケストラ
サークルの活動
に打ち込みすぎたあまりに留学生との交流をあまりせず、留学
する先の国の学生の知り合いもあまりいないままに留学しまし
た。その国の状況はその国の学生が一番知っており、留学中も
きっと助けになるはずだったとの後悔があります。金沢大学で
多く開催されている国際交流イベントに参加して、留学前に現
地の知り合いを多く持つことを勧めます。
また、留学するにあたってビザ申請や入学受け入れの申請が
必要になってきますが、こちらは留学推進係の方が送って下さ
るメールを見逃さないようにチェックしていれば問題はないと
思います。
留学中
初めに、蘇州大学では中国語を使って現地の本科の学生と一
緒に専門科目を受講するのではなく、大学内にある語学学校に
通い世界各国から来た留学生たちとともに中国語を学習すると
いうものでした。
先にも触れましたが、学期開始直前に中国語のレベルチェッ
クテストがあり、その結果に基づいてレベル 1 ～ 7 までのクラ
スに振り分けられます。クラスごとの人数はレベルが上がるほ
ど少人数になっていた気がします。私はレベル 4 の中級クラス
に振り分けられましたが、1 クラス20人ほどでした。最初は先
生やクラスメートの話す中国語が五割くらいしか理解できてい
ませんでしたが、毎回出される予習復習をしっかりこなして、
二カ月ほどすればクラス内の中国語に慣れてきました。常に自
分が頑張り続けられる環境に身を置くことも中国語の上達には
重要だと思うので、レベルチェックテストをされてもクラスの
レベルに満足できなければ交渉して一つ上のクラスに上がるこ
とを勧めます。反対に、周囲とレベルの差を感じても自分のク
ラスのレベルを落とそうとはせず、「むしろレベルの高い環境
に身を置けてラッキー☆」くらいに思って踏ん張りましょう。
授業をしっかり受けていればいつかは中国語に慣れます。
現地において中国人との交流は意外にも少ないです。学校の
授業は他国の留学生とともに受けるため、ぼーっとしていると
留学中の交流範囲が留学生同士だけだったということになりか
ねないです。また、ネイティブが話す中国語と留学生が話す中
国語にはスピードや語彙に大きく差があり、クラスの中国語の
先生も語彙やスピードを留学生に合わせてくれているので、ネ
イティブスピーカーに慣れるということも踏まえて中国人コ
ミュニティに参加してみるといいと思います。蘇州大学には日
本のアニメやドラマが好きな学生たちによる「桜クラブ」
という
8

と日本人留学生の交流会が行われています。彼らの多くが蘇州
換の相手をしてもらったり、仲良くなった子たちと週末に一緒

にお出かけしたりしました。
他にも、学期中の 7 日間ほどの国慶節休暇を利用して中国の
旅行会社が主催する旅行ツアーにも参加しました。参加者もガ
イドの方も全員中国人で日本語が全く通じない環境でしたが、
中国語力を鍛えるいい経験だったと思います。日本のツアーで
は見ないような場面に立ち会ったり、プランの組み方に無理を
感じたりすることもありましたが、生の中国を感じるいい機会
だったと思います。もし、中国に留学したら是非体験してみて
ください。
留学を終えて
私は派遣留学で初めて中国に渡航しました。渡航前は自身
にとっての未踏の地ということもあって不安でいっぱいでした
が、実際に生活してみると日本製品も簡単に手に入り、出会う中
国人みんなに親切にしてもらい、帰国時には国を離れることを
寂しく思うほどに中国が好きになっていました。留学は良くも
悪くもその国の印象を変えるきっかけになることと思います。
留学中に、誰もがキラキラとした刺激であふれる毎日が送れ
るかというと、それは自分がいかに行動するかによると思いま
す。私の場合、現地での生活が慣れてきたころに、留学のモチ
ベーションが中だるみしてしまうことがありました。留学期間
はあっという間とはいえ、常に高いモチベーションを保つのは
難しいと思います。そんな時は、留学計画を見直したり何かモ
チベーションが上がるような活動はないか探したりするなど、
自分から動くことが留学では重要ではないかと考えます。
私は新型コロナウイルス感染症の拡大により、1 月末に一時
帰国のつもりで帰国したのが、結果として本帰国となってしま
いました。その際、多くの荷物を中国に置いてきてしまったので
すが、 7 月ごろに蘇州大学側が荷物の送還手続きをとって下さ
り、8 月にはほとんどの荷物が無事私の手元に帰ってきました。
今回の感染症による不測の事態への対応を含めて、留学を通し
て両親、友人、先生方等非常に多くの方々に支えられていること
を実感しました。留学期間は保証されたものではなくやむなく
中断になってしまうこともあるため、留学前に留学計画をしっ
かり立てて留学中はやりたいことは思いついたときにすぐ行動
して、悔いの残らない留学をしてください。

人間社会学域人文学類

菱

理恵

私は2019年 9 月から2020年 1 月までの半年間
（ 3 年生の後
期）
、蘇州大学へ派遣留学に行きました。もともと中華文化に対
して興味を持っていたため、 1 年生では金沢大学のファースト
ステッププログラムで北京と西安へ行き、 2 年生では北京語言
大学へ一ヶ月の短期語学研修に参加しました。この二回の中国
渡航により中国の文化や人々に対して更に興味が高まり、中国
により長く滞在することで中国を深く理解したいと思い、留学
を決意しました。
留学前
蘇州での生活や留学について知らないことが多く不安が大き
かったので、SNSやブログなどを通して事前に情報を集めまし
た。まずお金について、中国ではクレジットカードはあまり使
わないと聞いたのでネオマネーカードという海外で日本の口座

KANAZAWA UNIVERSITY

して観光してみてください。

いましたがいつ配布されるのか分からなかったため、一応中国
联通のSIMを日本で買って持って行きました。ちなみにiphone

り日本人とは違う性格のため一つ一つの行動が興味深く思える

ついては、SIMカードは蘇州大学から配布されると通知が来て

の場合、設定の
「iphoneを探す」の機能がオンになっていると
新しいSIMを入れても使えないため要注意です。私はそのせい
で渡航後 2 日間家族に連絡が取れず、かなり心配をかけてしま
いました。必ずオフにしておくことを推奨します。また中国語
の勉強については、事前にHSK5級を取得しておきました。
大学での授業
最初にクラス分けテストがあり、 1 ～ 7 班までのクラスに分
けられます。一クラスだいたい20人前後ですが、レベルが合
わないと感じれば変えることもできます。必修授業は総合
（阅
读）
、口語、作文の 3 つで、それぞれ中間テストと期末テストが
あります。総合はHSKのような読解問題、口語はパワーポイン
トを使った口頭発表、作文は指定されたテーマで時間内に書き
上げるといった内容で、日本人は真面目なのか成績が良い人が
多かったです。先生たちは学生が楽しんで勉強できるように工
夫してくれるためどの授業も基本楽しかったですが、私は総合
の授業でたまに行われる討論だけは苦手でした。阅读で扱った
テーマ（農村問題、男女格差問題など）について意見を交わすの
ですが、内容、スピーキング能力ともに他の留学生が秀でてい
て、討論の流れを聞き取るのがやっとでした。当時は簡単な意
見を少し言っただけでほぼ黙ってしまいましたが、この悔しい
思い、もっとうまく話せたらという思いが今でも中国語勉強の
モチベーションにつながっています。語学レベルで打ちのめさ
れる経験は大事だと思いました。
留学生活
寮は基本二人部屋ですが、ルームメイトと合わなければ部屋
を変更することも可能です。キャンパス内に中国交通銀行があ
り、留学生はみんな最初にそこで口座を作ることができます。
そのため微信支付や支付宝を使うことができ、お店では基本現
金ではなくこれらスマホ電子決済を使って買い物をしていまし
た。また淘宝などのネットショップも使えてとても便利です。
淘宝は服や化粧品など安くて可愛いものがたくさん揃っている
のでおすすめです。
休日はぜひいろいろなところへ出かけてみてください。中国
は交通費が日本とは比べものにならないほど安いので、気軽に
どこへでも行くことができます。特に上海は蘇州駅から高铁に
乗って30分ほどで行けるのでよく遊びに行っていました。蘇州
の周りには南京、杭州など良い街がたくさんあるので、街ごと
の違いを発見して楽しむのも良いと思います。もちろん蘇州市
内にも素敵な場所がたくさんあるので、バスやタクシーを駆使

また、私は行く先々でよく中国人を観察していました。やは

からです。たとえば道を歩いていたら前からおばさんが一人で

ダンスをしながら歩いてきたり
（エクササイズのため？）、レジ
の店員さんが鼻歌を歌って気だるそうに仕事をする姿などは、
日本では見られないため新鮮です。また、蘇州では誰かが困っ
ていたら必ず声をかけてきてなんとか助けようと真剣になって
くれる人が多かったです。私自身も渡航直後は分からないこと
だらけでしたが、知り合いでも何でもない人たちに何度も助け
てもらいました。そのため、外に出かけた日は、必ずひとつは素
敵なことや面白いことに遭遇して、笑顔と元気をもらえます。
私は留学期間が半期の 4 ヶ月間しかなかったため、帰国まで
に少しでも中国語能力を上げようとよく部屋で勉強していまし
たが、それよりもいろんなところへ出かけて多くの人と話した
方が楽しめるし結果的に中国語能力の向上につながると思いま
した。また、留学生にもいろいろな立場の人がいて、学生だけ
ではなく現地で暮らす駐在員のご家族や、仕事で中国語を使う
ため勉強しにきている社会人の方もおられました。そういった
普段の日本の生活では接点のない人とも知り合えるのは、留学
の良いところだと思いますしぜひこの機会に人脈を増やすべき
だと思います。
最後に
結局この 4 ヶ月間の中国滞在だけでは、当初の
「中国を深く
理解する」
という目標は叶いませんでした。中国は広く、また歴
史も長く、色々な面が見えてくるため余計に分からなくなった
からです。しかし、その分ますます面白い、もっと知りたいと
感じるようになりました。そして、この留学を通して、将来も
中国に関わっていたいという気持ちが強まり、仕事で中国語を
使うために現在はHSK6級合格を目指して勉強しています。
留学は、自分の本当に好きなことややりたいことが見つかる
きっかけになり得ると思っています。皆さんもぜひ学生の身分
を生かして、好きな国へ留学に行ってみてください。

マレーシア

マラヤ大学
人間社会学域国際学類

有江

晴花

留学の動機
私には以前から東南アジアの経済開発について、そして中で
も特に中華系に焦点を当てて、これからの東南アジア地域の経
済成長の展望や持続可能性を考えたいという思いがありまし
た。そのために、マラヤ大学の授業でアカデミックな知識を身
に付けて考えを深めること、現地での生活を通してマレーシア
社会に関して知見を広めること、マレーシア以外の東南アジア
諸国へ行き現地の実情を見ること、最後に宗教色の強い社会で
の生活から宗教に対する理解を深めることを目的として留学し
ました。
授業について
マラヤ大学の授業の特徴としては、基本的に一つの授業が
2 時間のレクチャーと 1 時間のチュートリアルで構成されてお
り、学びの蓄積とその応用を授業を通してできるシステムが
整っています。そして、先生もローカルの学生も英語が母語で
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からお金を引き出せるカードを申請しました。ネットや通信に

アジア

ないため、英語での専門用語を確認してくれたり、授業の理解

どくなってしまいました。将来何らかの仕事を通して、地元と

留学生はInternational Student Centreに所属し、複数の学

どこに行くにも、市場調査の気持ちで現地の生活を覗こうと

がしやすい点も特徴です。

部から授業を取ることが認められています。一方、留学生が履
修できない授業、抽選に基づいて履修可能か決まる授業、履修
登録のために先生方のサインをもらいに行かなければならない
ことがあるなど、少し注意すべき点もあります。履修登録に関
するアドバイスとしては、最初のオンライン申請の際に、でき
るだけ沢山の授業を希望しておいて、抽選での落選に備えるこ
とです。友人は抽選に沢山外れて、授業がゼロになる可能性に
陥りました。
私は経済学部からマレーシア経済の授業と、社会科学学部の
東南アジアに関する授業を中心に履修しながら、マレー語も習
いました。マラヤ大学ならではの視点から学べたことはとても
貴重で学びが大きかったように思います。

学内で感じた多様性の美しさ
東南アジアという地域全体をみてもそうですが、マレーシア
という一つの国の中でも、多文化多民族という特徴があり、そ
れに伴う地域的統合の難しさを授業で学ぶと同時に実感するこ
とも沢山あります。しかしながら、大学のテニスチームに入っ
た時、多様性の美しさに触れたような気がした場面がありまし
た。チームメンバーの特徴が、マレーシア主要三民族のマレー
系・中華系・インド系を含むチームだったのですが、ちょうど
大会前の練習期間に春節が被っているので、中華系は里帰りし
ます。春節休みの後、中華系の子が練習に復帰するとHappy
New Year！！とみんなが声をかけます。他の民族を尊重すると
いう無形のマレーシア文化を身をもって体験でき、きっと彼ら
にとっては当たり前のことなのだろうけど、それがとても幸せ
に感じました。
経済開発に関する学びの衝撃
学外でもマレー系の友人がイスラム教に関して沢山教えてく
れたり、素敵な出会いが沢山ありました。その中でも、ミャン
マーでの経験は忘れることができません。「アジア最後のフロ
ンティア」や「アジア最貧国」と呼ばれるミャンマーですが、そ
の暮らしを初めて自分の目で見た時、最貧国にしては発展して
いると感じましたが、一週間ミャンマーで過ごしてみると、格
差を感じずにはいられない程の生活レベルの差が存在すること
に気づきました。植物でできた家や床以外ビニールの家の隣に
コンクリートやレンガ造りのオシャレな家があったりします。
2011年に民主化が始まってから、外資も増えているものの、
まだ10年も経ってない今はまだ「最後のフロンティア」や「最貧
国」
と呼ばれることに私は納得してしまいました。そして、納得
できてしまったことに自分自身の気持ちが追い付かなくてしん

東南アジアを繋ぎたいと思っている私にとって、今はASEAN

思っていました。今回初めてミャンマーの生活を覗き、生活レ
ベルの差が大きく、マーケットとして想像以上に広いという現
実に戸惑い、何に焦点を当てればいいのかわからなくなってし
まったのです。見てきたことを整理し、せっかく現地で得られ
た衝撃をモチベーションにしていこうと思っています。このよ
うに、留学先の周辺国をも訪れて学ぶきっかけが沢山あること
も、留学の大きなメリットだと感じます。

留学後の進路
私 は マ ラ ヤ 大 学 で 1 年 間 の 留 学 を 予 定 し て い ま し た が、
COVID-19の影響で半年早い 3 月末に帰国せざるをえません
でした。帰国後、早期帰国で不完全燃焼感があったこともあり、
4 月からは金沢大学の授業をオンラインで受講しました。現在
は東京の企業でインターンシップをさせて頂き、大学生として
は最後の学びの時間を過ごしています。これも人と人の繋がり
のおかげです。留学中も、現地で活躍する日本人や現地の友人
など、人の繋がりで貴重な経験をさせて頂きました。新しいコ
ミュニティに飛び込むこと、人の繋がりを大切にすることは、
これからも意識しようと思いますし、これから留学する皆さん
も、これらを意識して素敵な経験の機会を沢山ゲットしてほし
いと思います。
これまでの学びの中で受けてきた衝撃を糧に、東南アジアと
日本、地元の北陸を繋いで、人々を笑顔にする何かに人生を通
じて挑戦していきたいと思っています。卒業後は石川の民間企
業に就職し、仕事を通してそれを達成したいと考えています。
おわりに
早期帰国に関して、自分の手で帰国を選んだことは、悲しく
て悔しくて怖い経験でした。ただ幸いにも、早期帰国を相談し
た金沢大学の先生方や友人は皆、背中を押して下さいました。
敢えてポジティブになるとすれば、予想外のことや逆境の中
で、冷静に状況を分析して自己判断する経験ができたというこ
とです。予定通り何事もなくプログラムを終えることができた
ら、できていなかった経験です。戒厳令が敷かれ、軍隊が出動
している生活を垣間見られていたことも、二度とできない経験
です。普通とは違う留学だったかもしれませんが、私は普通で
はない経験ができたことを誇りに思いますし、出発前の準備か
ら留学が始まっていると言われるように、学び続ける間は留学
に終止符を打つ必要がないと思っています。だから、私の留学
は今も続いていると思って勉強を続けられています。

人間社会学域国際学類

宮川茉佑子

Selamat Datang! 私は2019年 9 月から2020年 7 月までの
約10か月間、マレーシアのマラヤ大学に留学をしていました。
新型コロナウイルス感染症の影響で、少しイレギュラーな留学
とはなりましたが、私の留学ライフをお伝えすることで、マ
レーシアに興味を持ってくれる人が一人でも増えたら嬉しいな
と思います。
どうしてマレーシア？
大 学 1 、 2 年 時 か ら 何 度 か ベ ト ナ ム・ カ ン ボ ジ ア の ス タ
ディーツアーに参加をしているなかで、東南アジアに強い魅力
を感じるようになりました。大学で学んでいるうちに、派遣留
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現地生問わずみんなで協力して頑張ろうという気持ちがすごく

たい、などのいくつかの願望が出てくるようになりました。そ

りなので、 1 回の授業に 1 発言、次はもう一言でも多く、どれ

ばせる環境にもいたい、日本語教育の需要が高いところに行き
こから国選びをしていく中で、私の大好きな東南アジアであり
ながら英語圏であること、多民族国家のため中国語も日常的に
使えるところ、大学に日本語学部や学内に日本留学予備教育学
部が併設されていることからも日本語教育の需要が高いと感
じ、マレーシアのマラヤ大学が、約10ヶ月の派遣留学をする場
所として、私にとって最適だと感じました。
マレーシアの最高学府、マラヤ大学
マラヤ大学は、マレーシアの首都であるクアラルンプールに
位置しています。国内最初の国立大学で、マハティール元首相
も卒業したとても歴史のある大学です。世界の大学ランキング
でもトップ100入りを果たし、マレーシアの東大と呼ばれてい
ます。そんなレベルの高い大学で勉強することが出来るのも、
留学の特権だと感じています。世界中からの約500人を超える
留学生や、ASEAN諸国の優秀な学生たちと一緒に勉強する毎
日はとても刺激的です。
留学前
正直なところ、留学前の手続きには本当に苦労しました。日
本と比べるとメールの返信も遅く、やりとりも思うようにス
ムーズにいきません。提出書類も大変多く、毎日メモに書いて
はこなす日々でした。とても大変だとは感じましたが勉強にな
ることもとても多く、全て自分の責任となるので気を引き締め
て留学開始まで一歩ずつ着実に準備をしました。パスポートの
更新とビザ手続きが重なった場合が一番大変なので、是非パス
ポートの更新は早めに済ませておくこと、それからビザ申請へ
の早めの取り掛かりをオススメしたいです。
留学中
留学中は毎日が嵐のように慌ただしく、刺激的で、本当に
あっという間に過ぎていきます。マラヤ大学では、金沢大学で
は学べない東南アジア学部の授業をいくつか履修しました。そ
の他にも、多民族国家の言語学習に関する授業や、マレー語の
授業も取りました。クラスはチュートリアルも含め、 1 セメス
ターに 1 コマ 3 時間×14回行われます。金沢大学の約 2 倍の勉
強時間です。慣れない英語での授業に加え、予習・復習・課題
に追われ本当に辛かったのですが、それ以上に現地の学生がと
ても優しく、常に気にかけてくれ、サポートしてくれたおかげ
で大変なプレゼンやレポート、テストも全て乗り越えることが
出来ました。マレーシア人は国民性的にもとても人懐こく協力
的なのでクラスはいつも活気があり、難しい課題にも留学生や

ありました。現地生も周りの留学生もレベルの高い学生達ばか
だけクラスや先生に印象を与えられるかを目標に強気で頑張り
ました。

課外活動
私は金沢大学で日本語教育学を専攻していることもあり、マ
ラヤ大学の日本語学科の先生と直接何度かお話をして、日本語
の会話のクラスにTAとして参加することになりました。その
他にも、毎週日曜日にモントキアラにある小さな日本語クラブ
の先生をしたり、留学生からの催しでLanguage Exchangeと
いった週に 2 回の日本語クラスのオーガナイザーを務めたり、
クアラルンプールにある国際交流基金の日本語を学ぶ子供から
社会人まで幅広く参加できる多読サロンの日本人スタッフとし
て参加したりなど、留学中に出来る実践的な日本語教育は出来
るだけ積極的に参加し、いろんな人たちと交流するようにしま
した。
その他にも、マラヤ大学では、留学生が対象となる規模の大
きなイベントがいくつかありました。UMICAFEというイベン
トでは、日本人留学生20人程で協力してブースを出店し、日本
の夏祭りをイメージしたフルーツ飴の販売や浴衣の着付け体験
を行い、大反響でした。留学先では、もちろん海外の友達もた
くさんできますが、日本人の友達もたくさんできます。前期セ
メスター終了前には、Gala Dinnerといった大きなお別れパー
ティーがあります。そこで、日本人学生と毎日授業の隙間時間
や放課後を利用して練習したよさこいを披露したことはとても
印象に残っています。日本人留学生同士の絆が固まった瞬間で
もありました。留学は決して一人では成し得ないものなんだと
強く感じました。
留学後
私達の留学は、新型コロナウイルス感染症によって全く予想
もしなかった形で 3 か月早めの帰国となりました。当時は、帰
りたくない、自分達は運が悪かったんだなとしばらく落ち込む
日々が続きました。後期が始まったばかりで、まだまだマレー
シアで挑戦したいことがたくさんあったからです。気持ちの切
り替えはなかなかうまくいきませんでしたが、ノートにその時
の自分の気持ちや、達成できたこと、やり残したこと、全てを
ノートに書きだして、とにかく前向きな帰国にしたいと決め
ました。 3 月末の帰国ということで、あらゆる選択肢が目の前
にある中で、私は 4 月から金沢大学に復学しながらマラヤ大学
のオンライン授業を継続することにしました。モチベーション
の維持には苦労しましたが、たまにマラヤ大学の友達と連絡を
取ったり、現地学生と週に 2 回の日本語クラスをオンラインで
継続したりするなどして、私は残り約 3 か月の在日オンライン
マレーシア留学を無事終了しました。前例がなく模索する毎日
でしたが、全てが自分にとっては挑戦でとても勉強になり、楽
しかったです。
おわりに
留学は、発見と学びの場です。日本と180度違う世界には非
日常な毎日が流れていて、当たり前が当たり前ではないことと
して、固定概念が覆される瞬間が何度もあります。目的意識を
もって留学することはとても大切なことですが、もう少し楽に
考えて、長い人生の中のたった10ヶ月を自分にとっての貴重
な経験と成長の期間として挑戦してみよう！と飛び込んでみる
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アジア

学は英語圏でしたい、第二外国語で習得した中国語がもっと伸

のも良いのかなと思います。どんな留学の在り方も全て正解で
アジア

す。是非皆さんだけの経験を留学先で作ってきてください！応
援しています。

人間社会学域国際学類

山田

愛結

私は2019年 9 月からマレーシアのマラヤ大学に留学してい
ました。新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年 6 月ま
での留学のはずが 3 月末に帰国し、残りはオンラインで授業を
受けることになりました。約 7 ヶ月と現地にいた時間は予定よ
り短くなってしまいましたが、マラヤ大学で多くのことを学ぶ
ことができました。この報告書が留学準備の参考になれば幸い
です。
留学準備
ま ず は 語 学 力 の 強 化 が 必 要 だ と 思 い ま す。 私 はIELTSや
TOEFLのスコアが思うように伸びず出願ギリギリまで苦労し
たため、試験対策は早めに行っておくことをおすすめします。
また、私は試験で使用するような英語だけでなく日常会話で使
うようなラフな表現を留学前にもっと身につけておけばよかっ
たと思ったので、海外ドラマをみたり金沢大学に来ている留学
生とおしゃべりしたりして、くだけた英語に慣れておくといい
かもしれません。
また、マレーシアは事務手続きがあまり迅速に行われないの
で、これも早めに行うことを強くおすすめします。特にビザの
申請に苦労する人が多く、ビザの手続きが遅れたため入国も遅
れてしまい、留学生向けのオリエンテーションに参加できな
かったという人もいました。私もなかなか手続きが進まず、こ
のままでは入国が間に合わないかもと毎日胃を痛めていたので
後輩の皆さんはそうならないよう、早めに行動してください。
マラヤ大学について
マラヤ大学は1905年に設立されたマレーシア初の大学で、
国内で最も優秀だと言われています。国内トップの大学という
だけあり、現地の学生はとても優秀な人が多かったです。マラ
ヤ大学は首都クアラルンプールの端に位置し、キャンパス内は
自然が豊かで猿や野良猫がたくさんいます。キャンパスはかな
り広く教室の位置も分かりづらいことが多いため、授業が始
まったばかりの頃はたくさんの留学生が迷子になっていまし
た。私も最初 2 時間ほどキャンパスを彷徨いました。初回の授
業の前には必ず教室の場所を確認しておくといいと思います。
授業は 1 コマ 3 時間で 2 時間の講義と 1 時間のチュートリア
ル
（プレゼンやディスカッションの時間）になっています。講義

とチュートリアルを続けて行う授業もあれば別々の曜日に行う
授業もあります。留学生は基本的にFaculty of Arts & Social

Sciencesという、一般教養や社会学を学ぶ学部の授業をとる
ことが多いですが、それ以外にもマレー語など自分が興味のあ
る授業を自由にとることができます。私はジェンダー、東南ア
ジアの文化、マレーシアに住む移民についての授業をとってい
ました。英語で開講される授業も多数ありますが、マレー語で
しか開講されない授業もあるため事前に教授に確認をとってお
くとよいと思います。課題の量は授業にもよりますが、学期の
前半は比較的少なく、後半になるとプレゼンやレポートが一気
に増え忙しくなりました。この時期は寮の自習室が毎日遅くま
で満員状態でした。どの授業も同じ時期にプレゼンやレポート
があるので計画的にやらないとかなり大変です。プレゼンとレ
ポートは基本的にグループで行います。東南アジアの宗教儀式
に関するレポートを書いたときは論文を読んだり、学生にアン
ケートをとったりしてグループで情報を集め、ひとつのレポー
トにまとめました。とても大変でしたがレポートが完成したと
きはとても達成感がありましたし、課題を通してグループのメ
ンバーと仲良くなることもできました。

生活
私は留学生用の学生寮に住んでいました。部屋は 2 人部屋で
ルームメイトはランダムに決められます。私のルームメイトは
前期は中国人、後期は日本人でした。家賃は 1 ヶ月約 1 万円で
す。部屋にエアコンがついていないと事前に聞いていたので、
熱帯のマレーシアでそれは厳しいのではないかと不安に思って
いましたが、天井に設置されているファンのおかげで思ってい
たより快適でした。お湯が出るシャワーが階にひとつしかな
く、他はすべて水シャワーなのも最初は嫌でしたが、毎日暑い
ので水シャワーでもそんなに気になることはありませんでし
た。寮の敷地内には食堂があって100円前後でナシゴレンなど
を食べることができます。キッチンで自炊することもできます
が、安くて自分で作るよりおいしい料理が食堂で食べられるの
で、私は留学中ほとんど自炊しませんでした。正直なところ寮
は清潔とは言いがたい環境なので、寮を出て学外のアパートで
ルームシェアをする学生も多かったです。マレーシアは物価が
安いため、そんなに高くない家賃でもプールやジム付きの綺麗
なアパートに住むことができます。最初はたくさんの留学生と
交流でき友達を作りやすい寮に住んでみて、もし寮の環境が自
分に適さないと思ったり、学外でのルームシェアを体験してみ
たいと思ったりしたら引っ越すのがいいのではないかと個人的
には思います。
留学を考えている後輩の皆さんへ
新型コロナウイルス感染症の影響で留学を中断することに
なってしまい悔しかったですが、マレーシアで過ごした約 7 ヶ
月は私にとってとてもよい経験になりました。留学中は自分の
言いたいことをうまく英語で伝えることができずに落ち込むこ
ともたくさんありました。おそらく留学したほとんどの人が同
じような体験をしたのではないかと思います。失敗を恐れない
というのはなかなか難しいですが、
「うまく伝えられなかった
から次はこういう表現を使ってみよう」というトライアンドエ
ラーを繰り返すしかないのかなと思います。なにもかも成功さ
せることは不可能なので、なにか失敗してしまっても必要以上
に落ち込まず、失敗を次の成功に活かせるよう前向きな気持ち
を大事にしてください。少々楽観的に構えるくらいがちょうど
いいのではないかと思います。今はなかなか気軽に留学に行け
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る状況ではなくなってしまいましたが、これから留学を経験す

台

湾

国立台湾大学
人間社会学域経済学類

たスピーキング力とリスニング力を短期集中で向上させ、教科

担任に交渉して中級 1 までレベルを 2 つ上げた状態でスタート
をきることができました。その後も、授業以外に週 2 日の言語
交換を行い、帰国直前までには台湾の中国語検定（TOCFL）は
聽力B1（進階級）閱讀B2（高階級）までレベルアップできました

（2020年 3 月受験）
。

知花

望笑

国立台湾大学（以下、台大）について
台大は留学生用の授業（中国語の授業は朝/夜選択。他に旅遊
華語、商務華語、探索台灣など）が充実しているだけではなく、
本科生の授業も自由にとれます。興味がある授業は履修登録も
聴講も可能で、学びたいものを好きなだけ学べます。英語開講
もあり、私は台灣發展關鍵議題をとっていました。また、校内
に自習スペースがたくさんあり、特に図書館地下の自習スペー
スは年中24時間利用可能です。その他にも、サークルが多く、
9 月下旬にサークルの説明会が学園祭風に開催されます。ファ
イヤーダンスなど珍しいアウトドアな活動から、台湾茶などイ
ンドアな活動まで幅広いです。台大生のFacebookグループに
留学生も入ることができ、このグループから大学のサークル情
報を得たり、言語交換相手を探します。また、校内が広すぎる
ので、校内の移動には自転車を利用する人が多いです（校内は
貸自転車や中古販売も有）。
留学生寮は大学から歩いて10分弱のとてもアクセスのよい
ところにあり、管理人が24時間常駐でセキュリティ面も安心で
す。各居室にはユニットバス、机、椅子、ベッドフレーム、ク
ローゼット、冷蔵庫がついています。外食文化のためキッチン
はありませんが、 1 階に電子レンジとIHクッキングヒーターが
あります。また、トレッドミル等使用できるジムや卓球台、ビ
リヤードなどがあるラウンジがあります（水源宿舎： 1 人部屋
7800元/月、 2 人部屋5100元/月）。マットレスや布団は購入
の必要がありますが、入寮日に寮のすぐ横で販売しているので
心配無用です。寮周辺には夜市やコンビニ、カフェ、レストラ
ン、ドラッグストア等お店が多いので生活に便利です！
最初の壁
渡航直後の中国語クラス分けのプレイスメントテストの結果
により、初級 2 クラスに配属されました。予想外に自分の語学
力が低く評価され大きなショックを受けましたが、直後から
履修登録補正終了までの 2 週間の間にクラス変更が可能なこと
を教科担任から教えてもらいました。そこで、その 2 週間は毎
日、現地の台湾人の友人 5 人と言語交換を行い、苦手としてい

異文化理解
留学中は中秋節や春節等イベントを現地の友人宅で過ごした
り、休日を利用して県外へ旅行したりと過ごしていました。台
湾茶に興味があったため、学内の台湾茶サークルに所属し、ま
た過去の語学研修で繋がりのあった外部の台湾茶道教室でイン
ターン活動も行っていました。10月～ 3 月までの 5 か月間週 1
日程度通い、台湾茶授業の助手や台湾茶紹介文の日本語訳をし
ていました。
留学中 1 番楽しかった思い出は、冬休みの 1 月に鉄道旅で台
湾 1 周をしたことです！日本の青春18きっぷのような 5 日間
学生フリーパス（台湾鉄道）を使用し、 1 人旅をしました。特に
南に行けば行くほど、窓の外の田畑や海等の風景がキレイで、
電車での 7 時間の移動もあっという間でした。どこもステキな
台湾ですが、 1 番心に残っているのは滞在時間が 1 番短かった
台南でした。有名な孔子廟を見に行った帰り道で、ふと脇道に
それてみると奥で"ジュージュー"と美味しそうな音が聞こえて
きました。誘われるようにそのまま進んでみると、ジブリのア
リエッティのようなツタで覆われた小さな小さなお家があり、
その音は家主が玄関横のキッチンでチキンを焼いている音でし
た。全くの一般家庭でしたが、台東出身の原住民の世界観で埋
め尽くされた空間は緑でいっぱいの外装と壁絵でいっぱいの内
装で、都会の台北と違う鄙びた美しさを感じました。その世界
観に惚れ込んだ想いを話すと、家主の方は、突然訪問してきた
初対面の外国人である私を快く迎え入れてくれ、絵を描くこと
が好きな原住民文化の話をしてくださいました。
就職活動
留学当初は 1 年卒業を遅らせる予定でしたが、ストレートで
卒業する選択肢も持つために休学届ではなく留学届を出して金
沢大学に在籍していました。結果的に半年だけ延ばし秋卒業に
決めましたが、それが叶うのも留学中に就職活動ができたおか
げでした。10月に参加した上海CF（上海キャリアフォーラム）
という日中バイリンガルを対象とした日系企業等の合同説明会
は、期間中に選考も可能で、私も 8 社の説明会に参加し、 6 社
にエントリー、その後 3 社当日面接を行いました。上海から台
湾に帰国後には、 2 社選考を継続し、 1 社から内定を頂きまし
た。上海CFの選考を進めながらも、オンラインで日本の企業説
明会に参加することができ、留学中も活動を続けていました。
新型コロナウイルス感染症の影響
台湾では即座に中央感染症指揮センターが立ち上がり、日々
感染状況を公開し、政府がマスクの在庫管理を行っていまし
た。台大も予定より 2 週間開校を延期し、開校後も全ての建物
の入り口統制、検温必須といった厳重な予防のうえで、初めて
学内での勉強が可能となっていました。しかし、予定より 3 か
月早く私たちの留学は終わりを迎え、 3 月末に日本へ帰国する
ことになりました。学先での政府の動き、大学の動き、街中・
市民の様子などを間近で見て感じることができたのは大きな経
験で、思うことは色々ありますが、不測の事態は起こり得ると
の学びが、今後の人生で強く生きる糧になると思います！
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る皆さんが有意義な留学生活を送れるよう応援しています。

アジア

人間社会学域国際学類

野倉

歩海

私は、2019年 9 月から2020年 3 月まで台湾の国立台湾大学

に留学していました。この報告書を通して、台湾や国立台湾大
学への留学について興味をもってもらえたら幸いです。

留学前の準備
私の通っていた国立台湾大学では、授業は基本的に中国語か
英語で行われています。そのため、主に中国語と英語の語学力
を留学前に上げるよう勉強していました。中国語は金沢大学入
学当初から学習していましたが、留学に向けてHSKの試験を受
験して語学力を高めました。大学では簡体字で中国語を学習し
ていましたが、台湾では繁体字を使用するので余裕があれば繁
体字も勉強しておくと役に立つと思います。また、ビザや健康
診断など留学前に必要な手続き、書類もたくさんあるので、時
間に余裕をもって準備することをお勧めします。他にも、海外
で使えるクレジットカードの用意や予防接種の確認などもして
おくと良いです。
授業について
国立台湾大学では、留学生は学部の枠に捉われず、どの学部
の授業でも基本的にとることができます。留学生向けの授業で
は、中国語のものと英語のものがあります。中国語のクラスは、
留学して最初に受けるレベルチェックテストの結果によってレ
ベル別にクラスが分けられるので、自分に合ったレベルの授業
を受けることができます。また、一つのクラスは15人程度の少
人数なので、質の高い学習ができる所も魅力的です。留学生向
けの授業には様々な国からの留学生が参加しているので、授業
を通して多様な意見を知ることができ、とても面白いです。ま
た、中国語力を伸ばしたい人には、留学生向け以外の本科の授
業をとってみることをお勧めします。私が台湾の社会問題につ
いての集中講義を履修した際、最初は内容が難しく大変でした
が、確実に中国語力のレベルアップに繋がりました。レポート
などの課題についても、先生に相談してみると留学生に考慮し
た課題にしてくれる場合もあるので、本科の授業もぜひ挑戦し
てみてほしいです。
生活について
大学の近くに留学生用の宿舎があるので、私を含めてほとん
どの留学生がそこの宿舎に住んでいました。一人部屋と二人部
屋があるので、自分のスタイルに合ったほうを選べば良いと思
います。私は一人部屋でしたが、家賃もリーズナブルで、友達
も皆同じ宿舎にいるので、不便に思うことはありませんでし

た。他にも、コインランドリーや共用のキッチン、各階にウォー
ターサーバーなど生活するのにとても便利な環境になっていま
す。食事は基本的に外食になりますが、台湾の食事はとても安
く種類も豊富なので、困ることはありません。大学の近くに夜

市もあるので、私はよくそこで夜ご飯を買っていました。また、
課外活動では、日本人と台湾人の交流サークルとアカペラサー
クルに参加していました。アカペラサークルでは留学生はあま
りいませんでしたが、台湾の音楽を知ることができ、とても貴
重な経験ができました。日台交流会では、台湾の中部に旅行に
いったり、食事会をしたり、台湾人だけでなく日本人とも仲良
くなる機会になりました。台湾では日本語を勉強している人が
とても多いので、言語交換をするのも良いと思います。また、
台湾はMRTや鉄道などの交通機関が発展しているので、週末に
少し遠出の旅行をしたりするのも楽しいです。観光地の中には
日本統治時代の景色がみられる場所も多いので、留学中にはぜ
ひ旅行に行ってほしいです。
最後に
台湾は日本からも近く、日本人にとって馴染み深い国のひと
つだと思います。初めて海外に行く人にもお勧めできる留学先
です。不安もあると思いますが、行ってしまえばそれ以上に楽
しいことがたくさんあります。少しでも留学に興味がある人
は、勇気をもって一歩踏み出してみてほしいです！加油！

韓

国

漢陽大学
人間社会学域国際学類

安好

朱里

はじめに
私は大学 3 年次の2019年 3 月～2019年12月末までソウル
の漢陽大学に留学していました。漢陽大学への派遣留学は、自
由度が高く、大学の学部も授業スケジュールも生活スタイルも
住む場所も、本当に自分の好きなように選択できます。私の留
学報告も参考にしつつ、ぜひ自分に合った留学スタイルを見つ
けてください。
留学に出発する前に
他の多くの留学先が秋から始まるのに対し、韓国は 3 月開始
のため、同じように留学を考えていている友人達とも多くの場
合は準備の時期が異なります。そのため、まずしっかりとした
スケジュールの把握が大切です。
提出しなければならない語学のスコアや語学力の証明は、年
度によって異なる場合があるのでここでは明記しませんが、韓
国語を伸ばしておくに越したことはありません。韓国語ができ
ればできるほど、行動範囲やできることが広がるのみならず、留
学してからの語学力の伸びにも大きな影響があると思います。
留学が決定してからの具体的な準備には、漢陽大学から指示
される資料の提出、所属学部の選択、保険の契約、ビザの取得、
住む場所の確保
（寮の申し込み）
などがありますが、締め切りの
日程にさえ注意しておけばあまり心配しなくても大丈夫です！
漢陽大学で学ぶ
ソウルの漢陽大学で学べるということ。これはすごくラッ
キーなことです。漢陽大学は韓国国内でもとても人気のある私
立の総合大学です。多くの学部を持ち、勉強熱心な学生が集
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日常生活

ても大学施設が充実しています。24時間開放されている図書館

り換えなしで30分以内です。また、漢陽大学の周辺のワンシム

派遣留学生は、大学の学部で開講されている授業と大学の敷
地内に併設されている語学堂で開講されている韓国語の授業を
履修することができます。先ほど、留学前に所属する学部を選択
すると書きましたが、学部は金沢大学の所属に関係なく選択する
ことができます。私は、社会科学部のメディアコミュニケーショ
ン学科に所属していました。さらに、留学生は学部にしばられず
に、割と自由に授業を履修することができるのも魅力です。大学
の学部の授業では、韓国人の学生たちと同じように韓国語での課
題や試験、プレゼンテーションに取り組む必要があるので、レベ
ルの高い韓国語能力とついていくための気合が必要です。
語学堂では月曜日～金曜日まで毎日午前の部か午後の部で 4
時間みっちり韓国語を勉強します。韓国語の文法や単語、会話
を自分のレベルに合わせたクラスで学ぶことができます。先生
たちも優しい方ばかりで、授業では同じ担任の先生とほぼ毎日
顔を合わせることになるので、韓国生活でなにか困ったことが
あれば助けになってくれます。
私の場合は、前期に語学堂の授業（午前）と大学の授業（午後）
を履修し、夏休みに語学堂、後期は大学の授業のみ履修しまし
た。このように「韓国語を」学ぶことと「韓国語で」学ぶことを両
立できた点が良かったと思います。

カフェが多くあります。立地がとても良いため、交通の便や日
常生活での不便さは全く感じませんでした。
大学の試験前は忙しく勉強に追われていましたが、そうでな
いときは遊びに行く時間がたくさんありました。友人とショッピ
ングに行ったり、カフェ巡りをしたり、遅くまで映画を観に行っ
たり、旅行をしたり、とても楽しく過ごすことができました。

語でもたくさんの授業が開講されています。そしてなんといっ
や多くのカフェ、食堂があります。

住まい
私は大学の寮には住まずに、大学の外に自分で部屋を契約し
ました。大学の寮に入らなかった理由は、寮が大学の敷地内に
あるため学生街や駅から距離があり、自分の望む生活スタイル
には合わないと思ったためです。ただ、自分で住まいを探すの
は少し大変でした。日本人向けの不動産で契約することもでき
ますが、条件に合う物件が少なかったため韓国のインターネッ
トサイトから探して契約しました。途中で一度引っ越しもしま
したが、その時は道を歩いていて気になった物件に直接電話を
して契約しました。派遣留学だと契約期間が短いので住める場
所はワンルームではなく、コシテル（韓国特有の学生向けの賃
貸）やシェアハウスが多くなってしまいますが、そこで友人が
できたりもしました。家賃は、コシテルやシェアハウス、ハス
クだと 4 － 5 万円ほどです。私が住んだ部屋は設備がいいとは
言えませんでしたが、家の外で多くの時間を過ごしたかった私
にはちょうど良かったし、引っ越しや物件探しの経験はとても
貴重だったと思います。ぜひ、寮以外の選択肢も視野に入れて
みてほしいです。

漢陽大学は地下鉄 2 号線上にあり、ミョンドンやホンデに乗

ニという街は学生街として発展しており、飲食店や勉強できる

留学を考えている皆さんへ
留学の動機や目標、学びたいことは本当に人それぞれだと思
いますが、現地での生活を楽しむ気持ちで、やりたいことや行
きたい場所をひとつでも多く考えて出発してほしいと思いま
す。私は、あちこち出かけて忙しく韓国での生活を楽しんでい
ましたが、新鮮な発見や学びにつながる気づきが多くあったう
え、韓国語を話す力も日常生活の遊びの中で上がったなと感じ
ました。語学力の心配や目の前の勉強、課題に追われて辛いと
感じることもあるかもしれません。行きたかった国での暮らし
や生活もその時しかできないことです。楽しむことを忘れない
でほしいと思います。本当にあっという間です。

タ

イ

シーナカリンウィロート大学
人間社会学域国際学類

宮口

真生

私は2019年 8 月から2020年 3 月まで、タイのバンコクに位
置するシーナカリンウィロート大学のInternational College
に留学しました。また、帰国後は、Zoomやグループ通話で授
業を続けました。
留学を決めるまで
私は、はじめは派遣留学を考えておらず、派遣留学の秋募集
にも応募していませんでした。しかし、金沢大学の北溟寮での
タイ人の学生との生活を通してタイという国に興味を持ち始め
ました。そして、タイでの学生生活や金沢大学と協定を結んで
いるタイの大学がどのようなところかも教えてもらい、その中
でもシーナカリンウィロート大学に魅力を感じました。
留学前の準備
当時ちょうど金沢大学に留学していたシーナカリンウィロー
ト大学の学生がいたので、彼女と連絡を取りました。
ビザ申請に関する書類の準備は、国際部の方がスムーズに
行ってくださいました。ただ、書類は全てタイ語で表記されて
いて、どこの大使館に行けばよいのかわからなかったため確認
する必要がありました。また、ビザ申請には予約が必要なので
すが、当時かなり予約が埋まっていたので、余裕を持って予約
する必要があると思います。
学校生活
International Collegeでは、留学生ひとりに 2 人の現地の学
生がバディとなってくれて、履修登録やテストの受け方など学
校生活に関するサポートをしてくれました。

タ イ 語 の 授 業 は、 初 心 者 向 け の も の だ とThai for
Communicationという授業が一つあるだけなのですが、私が所
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まっています。また、留学生も本当に多く、韓国語だけでなく英
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属していたInternational Collegeのほかにも人文学部でも開講

も立て替えてくださいました。私が契約したアパートのオー

人文学部に所属している友人に紹介してもらって人文学部のもの

すぐに相談できました。

されていました。私は、前期にInternational Collegeで、後期は
を受講しました。

International Collegeの授業は簡単な挨拶や身の回りの物、
食べ物の名前を覚えたり、ミニゲームをしたり、タイの観光地
を巡ったりするという内容で、文字や文法については詳しくや
りませんでした。人文学部の授業は、まず文字を覚えることか
ら始まりました。小テストや抜き打ちテストが多くて大変でし
たが、この授業でかなり文字を覚えることができて、簡単なも
のは読めるようにもなりました。
留学前に受講しようと考えていた授業がその年は開講されて
いなかったようなので、留学前は最新のコースリストがないか
問い合わせてみるとよいと思います。私が一番受講したいと考
えていた授業はありませんでしたが、International Collegeで
開講される授業はフィールドトリップがあるものがたくさんあ
り、貴重な体験になりました。私が選んだ授業では、タイ北部
の山岳地帯へ 5 日間フィールドトリップに行きました。実際に
山岳地帯に住む人々の家にホームステイをしたり、キャンプを
したりしました。また、NPO法人であるメーファールアン財団
の方々から、過去にタイ北部のミャンマー国境付近で盛んに行
われていたアヘン栽培の問題や、貧困問題への取り組みについ
て話を聞きました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、当初の予定より早
い 3 月後半に帰国しました。他の留学生たちも次々と帰国し、
帰国と同時に学校からの指示などで授業を中断した学生もいま
したが、金沢大学では、帰国後も派遣留学先の授業を継続する
ことに問題は無かったので、ZoomやLINEのグループ通話を利
用して継続することができました。
生活
日本人の留学生には日本語学科の生徒がバディとしてつい
てくれました。日本語学科の学生は、MRTやBTSのICカード
を作ったり、SIMカードの契約をしたりなど、主に生活面をサ
ポートしてくれました。

シーナカリンウィロート大学には、留学生用の寮がなく、留
学前に大学の国際部の方からアパートやコンドミニアムをメー
ルで紹介していただき、その中から選びました。現地について
から実際に内見をして決める人もいますが、私の場合は、授業
開始直前の時期にタイに入国することになっていたため、出国
前にアパートを契約しました。
国際部の方が早くてとても親切で、私がアパートを決める
と、アパートのオーナーと連絡と取ってくださり、デポジット
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ナーは英語も話せる方だったので、生活で困ったことがあれば
私は時間が無かったので内見なしでアパートを決定しました

が、時間に余裕があれば実際に見てみることをおすすめしま
す。私は特に問題もなく、オーナーは英語も話せる方だったの
ですが、他の留学生からは、アパートまでの道が夜になるとと
ても暗かったり、オーナーが英語あまり話せない方で、また、
外国人受け入れに慣れておらず、入国管理局に提出しなければ
ならない書類を出していなかったりという問題を聞きました。
最後に
留学を終えてやはり、留学をしてよかったと強く思います。
日本にいた時でもいろいろな国籍の留学生と交流するとこはで
きましたが、自分自身が全く異なる環境へ飛び込むことで、今
まで見えなかったものや自分でも知らなかった自分の新たな個
性や才能が見えてくると思います。また、シーナカリンウィ
ロート大学はバンコクの中心にあるため、タイ人の学生以外に
も、駐在員の方や日本企業に勤めるタイ人の方などたくさんの
出会いがありました。
シーナカリンウィロート大学に留学した学生はまだ少ないの
で、この報告書がシーナカリンウィロート大学への留学を考え
ている人の役に立つと幸いです。

タ

イ

チェンマイ大学
人間社会学域経済学類

岡部

莉奈

私は2019年 8 月から約 5 か月、タイ北部にあるチェンマイ大
学に留学しました。チェンマイ大学は、タイ国内の大学ランキン
グでも常に上位の国立総合大学です。東京ドーム87個分ほどの
広大な敷地を有し、観光スポットとしても有名な湖があります。
留学の動機・準備
私はもともと観光やマーケティングといった分野に興味があ
り、それらの学問が進んでいる英語圏への留学を考えていまし
た。英語スコアや留学先での費用について留学推進係へ相談さ
せてもらったことをきっかけに、東南アジアを留学先として考
えるようになりました。
「どうせ留学するなら今まで訪れたこ
とのない国に行きたい」
「公用語が英語ではない国に身を置いて
みたい」という希望と、派遣留学応募時の語学力や募集枠の状
況、物価が安くて費用面の負担が少ないことなどを加味し、留
学先としてチェンマイ大学を選びました。
英語試験のスコア条件を満たすため、派遣留学に応募すると
決めてからすぐにIELTSを受験しました。派遣留学の応募に際
してアドバイス教員に推薦状の作成を依頼したり、卒業までの
履修計画を立てたり細かな準備が多かったです。留学決定後は
チェンマイ大学の担当者と連絡を取り、ビザ取得の手続きを始
めました。私が留学前の準備で一番苦労したのはビザ申請のた
めの書類を揃えることでした。領事館に事前に予約をして直接
申請・受領しなければならないので、書類に不備がないように
注意しました。また、それまで私はタイについてほとんど何も
知らない状態だったので、その後はタイでの日常生活やチェン
マイ大学についての情報収集を行いました。留学推進係の担当
者、チェンマイ大学派遣留学経験者、派遣留学レポート、チェ
ンマイ大学のパンフレット、ホームページ、インターネット記
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事から情報を入手しました。経済学類では周りに留学をする人

先生とは基本的にLINEを介して連絡を取り合います。どの先

生も何かしら問題が起きたときはすぐに返信をくれたり、励ま

生活
正直なところ、東南アジアと聞くと衛生面や食が不安という
イメージがあったのですが、実際は非常に暮らしやすい環境で
した。留学中は、先輩に紹介してもらった大学から徒歩 2 、3 分
のアパートで 1 人暮らしをしていました。食事は全て外食が当
たり前という文化なので、アパートにはキッチンがありません
でした。アパート周辺にはコンビニ、レストラン、カフェ、夜
には屋台や学生向けのナイトマーケット、日本食を扱う店もあ
るので、それまで 1 人暮らしをしたことがなかった私でも不自
由なく暮らすことができました。特にチェンマイは首都バンコ
クとは違い、同じタイでも時間の流れがゆっくりと感じられ、
精神的にも余裕がある生活を送ることができます。人が多く集
まるナイトマーケットでもスリに遭ったことはなく、夜に 1 人
で出歩いても問題ありませんでした。
大学内や大学周辺のショッピングモールまでは無料シャトル
バスがあります。乗合タクシーや市内バス、配車アプリを介し
てバイクタクシーや車を利用していました。交通量はそれなり
に多く、信号はないに等しいので慣れるまでは横断するのが怖
かったです。大学、カフェ、レストランなど基本的にどこでも
無料でWi-Fiが使用できます。契約したタイの携帯会社は日本
に比べてかなり安価でした。
休日は現地の学生や留学生の友達と一緒にマーケット、寺
院、山、湖、ショッピングモール、カフェなどに行って過ごし
ていました。買い物をするときや乗り合いタクシーの値段交渉
をするときは、なるべくタイ語を使うようにしていました。

課外活動
授業以外にもチェンマイ大学主催の留学報告会、ドイステー
プトレッキング
（学校行事の山登り）
、学生主催のタイ語教室、
教育学部の日本文化イベント、人文学部日本語学科の市内ツ
アー、Language Exchangeなどに積極的に参加してきました。
授業内で関わる学生は留学生がほとんどで、現地のタイ人学生
と交流する機会が少なかったからです。
英語が公用語ではないこともあり、タイ人は学生も含め全員
が英語を話せるわけではなく、英語が全く通じない場合に何度
か直面しました。学食でのオーダーや、学内シャトルバスを使
用する際など、普段の生活の中で
「タイ語で言えたらいいのに」
と思うことがありました。そこで他学部の台湾人留学生に紹
介してもらい、学生主催のタイ語のクラスに 1 人で参加しまし
た。基礎的な数字などの言い方を学び、以前は聞き取れずに英
語で聞き返していた値段をタイ語で理解できるようになったの
で嬉しかったです。
Loy Lrathong Festival（灯篭流し）/ Khom Loi Festival（ス
カイランタン飛ばし）でも学生や大学の主催のイベントに参加
し、祭りについて勉強したり、クラトンという灯篭の作り方を
教えてもらったりしながら学生と交流しました。人生で一度は
見てみたかった夜空がランタンでいっぱいになる景色や、明か
りの灯ったクラトンがゆっくりと川に流れていく様子はとても
神秘的でした。祭りの意義を理解したうえで、その景色を作る
一員として参加する経験ができて良かったです。世界中から観
光客が来ており、間違いなくチェンマイが 1 年で最も盛り上が
る日でした。

学類の先輩を紹介してもらいました。

授業
チェンマイ大学では経済学部に所属し、主に 3 ～ 4 年生を対
象に英語で開講される授業を履修しました。1コマ90分、同じ授
業が週に 2 回
（月曜日・木曜日）
（火曜日・金曜日）
セット開講さ
れ、水曜日は授業が休みでした。授業によって課題の量や頻度は
大きく異なりますが、どの授業もグループワークがありました。
専門用語が使われるので、単語を調べて意味を理解してから問
題を解くというプロセスに時間がかかり、かなり苦戦しました。
当初、履修したかった科目は英語で開講されていなかったり、私
の留学期間のセメスターには開講されていなかったり、学部生
向けではなかったりという事実が発覚し、履修希望科目と履修
可能科目を一致させるのが大変でした。渡航前に授業について
の詳細な情報をできるだけ多く入手することを強く勧めます。

してくれたり、学生との距離感が近いと感じました。

最後に
日常生活では基本的にタイ語でコミュニケーションをとらな
ければなりません。私は全くタイ語について学習しないまま留
学を開始したので、時間があれば渡航前の事前学習として挨拶
程度のタイ語を学んでおくと良いと思います。
留学といえば英語圏の国がイメージされがちで、タイ留学と
いうと驚かれることが多いです。日本人もほとんどおらず、英
語表記があればラッキーだと感じるほど見知らぬ言語環境で生
活することは貴重な機会でした。伝統的な行事などに参加して
実際に文化体験ができたのもタイならではだと思うので、私は
チェンマイに留学して大正解でした！これから留学先を考える
際に是非とも選択肢の一つとして考えてみてほしいです。

タ

イ

カセサート大学
人間社会学域国際学類

松本

一意

はじめに
私は2019年 8 月から2020年 1 月までタイのバンコクにあ
るカセサート大学に留学をしました。私自身、留学前は圧倒的
情報不足で心配なことが多かったので、少しでも参考になれば
幸いです。
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アジア

が少なかったため、留学推進係の方にタイ留学を経験した国際

アジア

出国まで

た。彼らは院生のため、 2 年間留学しているので、生活のこと

んな大学 3 年生の11月、突然考えが変わり、ぎりぎり 2 次募集

人と仲良くなることで、観光本には載ってないようなところへ

私はもともと派遣留学に行くつもりはありませんでした。そ

に間に合う形で派遣留学が決まりました。その中でなぜタイの

カセサート大学を選んだかについて少し書きたいと思います。
私は小学校 6 年間をアメリカで過ごしたため、アメリカに行き
たいという気持ちは、もうあまりありませんでした。一方で、
英語しか話せないため、留学先は英語圏と考えていました。そ
うすると自然と候補は東南アジアに絞られました。もともと私
は国際学類アジアコースに所属していることからも、東南アジ
ア地域にはとても興味を持っていました。あとは加えて、卒業
論文で海外進出する日系企業について書きたかったため、これ
らの思惑が重なりタイを留学先に決めました。タイの中で一番
レベルの高いチュラロンコン大学はGPAが届かず応募するこ
とができませんでした。そこで、首都バンコクにある、次にレ
ベルの高い
（タイでは 2 か 3 番目）カセサート大学を留学先とし
ました。
派遣留学が決まってからは、相手方とまったく連絡が取れな
かったこともあり、かなり焦りました。正式に相手方から受入
れ許可の返信を受け取ったのは、出国 1 ヶ月前でした。そこか
ら東京の大使館にビザの取得を取らなければいけませんでし
た。タイのビザは東京か大阪の大使館でしか取得できません。
また大使館の予約を取取らなければいけないのですが、かなり
混雑しているため苦労します。私は結局ビザを取得できたのは
出国 5 日前でした。出国直前までなかなか必要書類が集まらな
い、あのヒヤヒヤは今振り返ると笑い話です。私はタイのそう
いったゆったりしたところが好きなので、几帳面な方はあまり
お勧めしません。
タイでの生活
タイは物価がとても安い安いと言われていますが、生活をす
る上で必要な費用はさほど変わらないというのが実際です。た
しかに日本に比べ安いことも多いですが、物価は上がってきて
いるので、一概に安いと言うのは難しいです。留学中、私は大学
の留学生用の寮に住んでいました。かなり新しい建物であり、
清潔で警備員も常駐しているため申し分ありません。また目の
前にコンビニ、スーパー、屋台となんでもあるので、日常生活
に困ることはありません。留学生だけで200人近く住んでいま
す
（もちろん学期の変わり目など人が入れ替わる時期は半分程
度ですが）。そのため、ここの寮で友達を作ることが、留学生活
の命運を握ると思いますが、心配いりません。全員とてもフレ
ンドリーな学生ばかりであり、すぐに友達になります。私は隣
の部屋のインド人とラオス人と兄弟になるほど親しくなりまし
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や大学のことなど何についても教えてくれました。こういった
と出かけることができます。寮は大学のすぐそばにあり、バン

コクの端にあります。私が帰国する直前にBTSが延伸され、寮
のすぐ裏の駅から20分ほどで中心市街地まで行けるようにな
りました。私がいたころは、タイ語のみでコミュニケーション
が行われる時刻表も路線図もないバスを使っていました。現地
の雰囲気を味わうためにも、せっかくなので使ってみてくださ
い。寮のある場所は大学生が多く住んでいるので治安は安全で
す。
（ただし確証はありません）
。さらにいいことに、タイから
周辺国へはかなり格安で行けるので旅行もたくさんできます。
私は留学中に 5 ヵ国を訪れ隣のマレーシアやベトナムに留学し
ていた友人にも会いました。
大学
私は人文学部に所属しました。ほかの派遣留学生に聞いた
ところ、派遣留学生はインターナショナルコース
（全部英語の
コース）
がある学部であればどこにでも所属できます。授業は、
所属している学部に関係なく、どんな授業でも履修可能です。
ただし英語開講されているもののみです。留学生用のタイ語の
授業もあるので、簡単な挨拶程度くらいまででしたら覚えるこ
とができます。私は数字くらいしか覚えれませんでした。留学
生センター（ISC）というものが多数イベントなど開いてくれ
るので、留学生同士はとても仲良くなることができます。ただ
現地の学生と仲良くなる機会があまりない点は、少し残念かも
しれません。私は毎日ジムで筋トレをしていたので、そこで多
くの現地の友人を作りました。ジムは無料で利用することがで
き、かつ利用者も多いのでこの方法は結構お勧めです。
私は大学の授業以外にも、政府の講演会や現地企業、日系企
業の海外法人等に積極的に足を運び、情報収集をしました。私
はただ闇雲にこれらを行ったのではなく、経済のデジタル化に
向け、日系企業がどのような取り組みをしているのか、どのよ
うな役割を求められているのかというテーマを持って行いまし
た。大学での授業があまり私が学びたい内容ではなかったため
自分の足で現場に行き、そこで学びました。どこの国でも同じ
だと思いますが、現地でしか得ることができない学びをするこ
とが一番楽しいと思います。実際に私が留学中に行ったこれら
の活動は卒業論執筆の材料になるだけでなく、将来のやりたい
仕事等を具体化することにも繋がりました。
最後に
私は先にも書いたようにもともと留学に行く気はありません
でしたが、行って大正解でした。皆さんももし迷っているよう
でしたらぜひチャレンジしてみてください。私にとってタイの
緩やかさや適度ないい加減さが、むしろとても心地よく感じら
れました。タイに行く際は、相手方の仕事が遅くても怒らず、
そんなもんかと割り切って受け入れることをお勧めします。な
にか聞きたければいつでも相談に乗ります。あまり参考になる
かわかりませんが、とにかくタイは最高に楽しく絶対に行って
後悔をしない場所なので、ぜひ行ってみてください！！！
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ベトナム

かったです。食事

ハノイ国家大学外国語大学

際にベトナム語で

市川森太郎

はじめに
私は、ベトナムのハノイ国家大学外国語大学で2019年 8 月
から2019年12月までの 5 か月間の留学を経験しました。以下
に記す留学の様子が留学を志す皆さんにとって少しでも役立つ
ものになれば幸いです。
留学先を決めた理由
突然ですが、ベトナムと聞いてどんなイメージを持ちます
か。日本に在留するベトナム人の数は近年著しく増加していま
す。日越間の人的交流は今後とも活発化することが予想されま
す。日本語教育を学ぶ私は、そんなベトナム人に対する日本語
教育がどのような環境で行われているのかを理解することを中
心的な目標としてベトナムへの留学を決めました。ハノイ国家
大学外国語大学には、ベトナムで最大規模の日本語学部がある
ため留学先として志望しました。
事前準備
私は、金沢大学からハノイ国家大学外国語大学への初めての
派遣留学生だったため、大学のパンフレットとウェブサイトを
見たり、現地を知る方に尋ねたりしてできるだけ多くの情報を
集めようと努めましたが、行ってみるまで分からなかったこと
も多かったです。また、派遣先からの留学の許可が直前まで下
りなかったことと、ビザの取得に時間がかかったことをよく覚
えています。留学先の大学との連絡は、粘り強くとって留学に
必要な手続きをできるだけ早く済ますことができるようにしま
しょう。また、必要な予防接種の情報や治安上の注意などは、
公的機関のウェブサイトなどを参考にしてください。
講義の様子
私は、音声ファイルの処理やパワーポイントの教室での効果
的な使用方法など、日本語教育におけるICT活用や、日本語教育
における学習者の評価方法などを学びました。現地の学生と協
力してプレゼンテーション、模擬授業、動画作成などを行った
ことは留学ならではの経験でした。また、 1 限は 7 時から、一
つの講義には 2 時間半といったように日本とは時間割が異なっ
ていました。実際には、講義時間は予定とは異なることが多々
あり初めは戸惑いましたが、郷に入っては郷に従えと思うよう
に心がけていました。
大学外での活動（インターンシップ、ベトナム語学校）
ハノイ市内の日本語学校で 4 か月間のインターンシップを行
い、日本渡航を目指すベトナム人学生たちに日本語を教える機
会をいただきました。大学で学んできたことを実際の教育現場
で生かすことができた点、大学での講義だけでは知ることがで
きなかった日本語を学ぶ学生の様子について理解できた点にお
いて意義深い経験になりました。
また、学外のベトナム語学校に通いました。大学内では、英語
を使うことが多かったのですが、大学以外の買い物や旅行など
の際には英語が通じないことがほとんどであったため、学外で
ももっと豊かにコミュニケーションをとりたいと考え通学を始
めました。ベトナム語は声調が 6 つもあり、発音の習得が難し

アジア

人間社会学域国際学類

や買い物、移動の
会話ができるとう

れしかったです。
しかし、ベトナム
語が話せないから
といってベトナム
で生活できないわ
けではないはずで
す。言葉抜きでど
う伝えるか、ある
いは誰に助けを求
めるべきかを考え
ることも勉強にな
りました。
生活の様子
住居に関しては、大学キャンパス内の寮に住み、中国、韓国、
タイからの留学生と 6 人で共同生活をしました。一つの部屋で
暮らしているからこそわかるそれぞれの習慣や意識のちがいを
目の当たりにしました。寮生活だけに限られる話ではないです
が、留学中には様々な文化的背景を持つ人々との交流を通して
違いを受け入れることと自分の思いを主張することのバランス
のとり方を学ぶことができたと思います。
食事に関して、寮内では調理が禁止されていましたので、外
食がほとんどでした。大学のそばには安くておいしい飲食店が
豊富にあり、大変助かりました。ベトナム料理といえばフォー
やバインミーが知られていますが、豊かな食文化はベトナム留
学の魅力の一つではないでしょうか。
最も注意すべきなのは、交通事故だと思います。都市部の交
通量は非常に多いです。信号無視、逆走は珍しいことではなく、
ラッシュ時には歩道をもバイクが走ります。道を歩く際には注
意が必要です。また、移動手段はバスか配車アプリを介したタ
クシーが中心でした。乗り方を覚えれば、安くて便利です。
おわりに
留学中に挑戦を繰り返すことで未知の場所に少しずつ知人が
増え、好きな場所が増えていくことには大きな達成感を感じま
した。もちろん日本にいても様々な経験ができますが、ベトナ
ムでこそできた経験や日本を離れて生活したからこそ気づくこ
とができた自分自身の一面がありました。だからこそ、今回の
留学生活は非常に充実したものとなり、留学ができる環境を与
えてくださった各面の方々に大変感謝しています。留学先を検
討中の方には、胸を張ってベトナムをおすすめします。留学予
定の皆さんの留学生活が安全で学びが多いものになることを
願っています。

ベトナム

ハノイ大学
人間社会学域国際学類

藏田

真暉

留学のきっかけ
私は大学 3 年次の 8 月から 1 月にかけ、ベトナムのハノイ大
学での留学を経験しました。留学のきっかけはアルバイト先の
19

留学中の生活
アジア

私は寮で暮らしていました。ガスが止まったり停電したり、

といったトラブルもありましたが、ハウスキーパーさんが定期
的に掃除をして下さること、学校にほど近いことを考えれば住

ベトナム人の先輩からベトナムの話を伺い、ベトナムに興味
を持った事です。その中でも日本の就職活動に間に合わせられ
る半年間のカリキュラムがあり、そこには私が学びたかった国
際関係論や国際経済の授業があり（一年間留学する事も可能で
す）
、さらに私と同じ国際学部があるハノイ大学を選びました。
留学の準備
私は東京のベトナム大使館でビザ申請を行いました。事前に
必要書類について電話で確認しようと思ったのですが、繋がり
ませんでした。後にベトナム大使館は多忙を極めており、電話
に出る余裕もない、と聞きました（実際に私が行った際もかな
りの人がいました）。
また、留学の準備における最大の失敗はクレジットカードで
す。自分が持っているクレジットカードが海外では使えない事
を直前になって知り、慌ててプレスティアというクレジット
カードを契約しました。またそのプレスティアも、現地では使
えるATMが限られます。私は経験しませんでしたが、街中で
使ったATMがクレジットカードを飲み込んだまま返してくれ
ない、というトラブルもあるようです。銀行やホテルの中にあ
るATMを使う方がいいと思います。
大学の授業
私は週に 5 つの授業を取っており（月火水木金で一つずつ授
業を入れていました）、全て英語で行われていました。大学では
日本の小中高のようにクラスに編入されました。クラスメート
の年齢にはばらつきがあり、当時19歳の私は年下の方だが最年
少ではない、といったところでした。
一つの授業につき、一日二コマありました。午前中の授業で
教授の説明を受け、午後の授業で先週指名された班がプレゼン
テーションを行い、といった塩梅です。特に午前中 1 コマ目の
授業は 6 時台に始まります（実際にはいつも遅れて始まるので
すがそれでも 7 時台です）。
英語学習を重視しているようで、どの授業でも英語によるグ
ループでのプレゼンテーションがありました。私は元々英語の
発音がうまくない上、クラスメートや教授の話すベトナムなま
りの英語にも慣れず、この点では苦戦しました。
授業の内容はベトナム史、経済、国際関係論、地域振興と
いったものがありました。私のカリキュラムにはなかったので
すが、ベトナム共産党の歴史、といった授業もあるようです。
また、定期テストの一週間前は授業が休みになり、テスト勉強
に集中する事が出来ます。授業のレベルはかなり高いです。
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んでよかったと思います。また、管理人の方と仲良くなり、一
緒にサッカーを見た事もあります。
家賃は現地に着いてすぐに、現金で五ヶ月分のものを一度に
支払います
（日本円換算で10万円ほどです）
。クレジットカード
を使えるATMが見つからなかった事もあり、中々支払えずに苦
労しました。渡航前に大学に確認しておけば、と思っております。
治安に関してはかなりいい方だと思います。犯罪に巻き込ま
れそう、という事は全くありませんでしたが、それでも外務省
から
「この地区で日本人を狙ったスリが発生しました」というよ
うなメールが来る事はありました。夜は外に出ない、などの安
全対策をするに越した事はありません。
むしろ危険を感じたのは交通事情です。日本とは違ってベト
ナムのドライバーの運転はかなり荒く、特にバイクは歩道を走
る事もあるので冷や冷やさせられました。排気ガスもかなり多
く、私も喘息を起こしました。
また、食品の衛生環境がよくないため、下痢にも悩まされま
した。とはいえベトナムの料理はどれもおいしく、食生活につ
いてはかなり楽しめた方です。また物価も安いので、お金の供
給ルートさえ確保しておけばお金には困りにくいと思います。
おわりに
ベトナムでの生活ではトラブルも多々ありましたが、それ以
上に素晴らしい経験をたくさんする事が出来ました。ここには
書ききれない経験もたくさんあります。教授やクラスメート、
街の人々と、様々な方に支えて頂きました。
ベトナムに限った事ではありませんが、留学には
「なぜ留学
するのか、留学して何をしたいのか」という目的意識が必要だ
と思います。そうでない人が周りに流されずに勉強し続ける、
というのは簡単ではありません。その目的意識さえあれば、ベ
トナムへの留学は素晴らしいものになると思います。

インドネシア

インドネシア大学
人間社会学域人文学類

風間

万里

はじめに
2019年 8 月から2020年 3 月までの約8ヶ月間インドネシア大
学に留学しました。新型コロナウイルス感染症の影響で途中帰国
という悔しさの残る結果になりましたが、貴重なインドネシアで
の経験を綴ります。少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。
インドネシアに決めた理由
絶対にインドネシア！という理由はありません。みんなが留
学に行くようなメジャーな国に行きたくなかったこと、生活文
化が日本とまるっきり異なる国に行きたかったこと、東南アジ
アに興味があったことなど、消去法で選んだ結果、インドネシ
アが当てはまったのでインドネシアにしました。インドネシア
の派遣留学生が今までいなかったことも決め手になりました。
このようにあまり積極的な理由がないまま未知の世界に飛び込
んだのですが、結果的にインドネシアの文化や雰囲気の虜に
なってしまい、インドネシアを選んで大正解でした。
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しまったので、毎日新しい発見を求めて出歩いていました。ま

していました。インドネシア語は挨拶程度を勉強していきまし

なかった日本の良い点・悪い点に気づくことが多かったです。

英語は英検やIELTSを受けるなど、毎日英語に触れるように

たが、生活していくうちに嫌でも覚えました。

最も苦労したのはビザ申請です。前例がない上に、インドネ

シア留学はマイナーなため情報が少なく、とても苦労しまし
た。早めに取りかかることをオススメします。
授業
社会政策学部と人文学部に所属し、「宗教」や「コミュニケー
ション」、
「インドネシア語」について学びました。授業形式はプ
レゼンをし、それをもとにクラスでディスカッションをするこ
とが多かったです。学生たちは好きなようにどんどん発言する
ため、活気にあふれてとても楽しかったです。クラスメイトも
元気な子が多く、積極的に食事や遊びに誘ってくれました。授
業を受ける中で驚いた点は、デジタル化が日本よりも進んでい
たことです。生徒はパソコンでメモをし、プリント配布や宿題
の提出もオンラインで行われ、紙媒体はほとんどありませんで
した。
一方で、インターネット必須なのにWi-Fiが遅かったり、ネッ
ト環境がすこぶる悪いという点は、ストレスでした。また、英
語が母語ではないため英語で授業が行われるとはいえ英語があ
まり上手ではない教授もおり、理解に苦しんだ授業もありまし
た。学びたいことが明確な人は英語圏の大学に通うことをオス
スメします。他にも、時間にルーズな国なので授業時間が遅れ
たり、急に休講になったり、教授の予定に振り回されることが
多かったです。
日常生活
インドネシアは国民のおよそ87％がイスラム教徒の国です。
そのため朝から晩までアザーンが鳴り響いたり、礼拝が行われ
ていたり、スーパーに豚もお酒も売っていないなど、イスラム
教の考え方を中心に生活がまわっています。イスラム教の生活
をしていくうちに、宗教について考える機会が増え、宗教に対
する考え方が180度変わりました。
食に関しては、慣れるまで何度もおなかを壊しました。自炊
するより外の屋台で食べる方が安いのですが、不衛生な食材を
使っているところもあるので、あたると悲惨でした。サンバル
という唐辛子がほとんどの料理に入っているのですが、とても
辛くて唇が腫れます。そしてその辛さを和らげるため、インド
ネシアのお茶はとても甘いです。
気候は 1 年中夏ですが、日本ほど暑くなくほどよく快適で
す。しかし、室内はクーラーがしっかりと効きすぎるくらいに
効いているのでとても寒いです。また、雨季に毎日起こるス
コールは外に出ることができないほどひどく、洪水が日常茶飯
事でした。他にも、常に渋滞しているほど交通量が多いこと
や、ゴミを町中で燃やしていることもあり、空気がとても汚い
です。空は靄や塵のようなもので覆われて灰色です。目がかゆ
くなったり、咳き込んだりなど身体に影響が及ぶこともあるの
で、マスクをつけた方が良いです。また、私は空気清浄機を使っ
ていました。
このようにインドネシアは日本の生活・文化・社会・宗教と
まるっきり異なる国なので、人によって合う合わないがはっき
りしていると思います。この特殊な文化に慣れず、引きこもりに
なってしまった日本人留学生もいたので、インドネシアに行こ
うか考えている人は、しっかり調べて吟味した方が良いと思い
ます。私はインドネシアの独特の雰囲気にむしろ夢中になって

た、日本との文化の違いを考えるようになり、今まで気がつか

活動
大学のテニスサークルに入りました。楽しくテニスをしなが
ら英語だけでなく、インドネシア語も使って交流ができまし
た。また、ボランティア活動として、日本から琴や三味線の
奏者を招いて、現地の学生向けに演奏会や体験演奏会をしまし
た。インドネシアでは日本の文化や娯楽が非常に人気なので、
沢山の学生が集まってくれました。他にも、ハンセン病患者が
集まって暮らす村に 1 週間訪問し、村人や患者から話を伺った
り、生活を共にするという体験をしました。また、日本人コミュ
ニティの層が厚く、つながりも強いので、現地の駐在員や外交
官の方とごはんに行かせていただいたり、インドネシア留学が
珍しいためか、OB訪問や企業見学にも快く了承してくださり
ました。日本の大学生という身分を存分に生かして、現地の
様々な日本人コミュニティに参加していくと良いと思います。
また、現地で知り合った日本人学生と共に日本人学生会を立ち
上げ、インドネシアと日本をつなぐ活動を行いました。
バカンス
大学のあるデポックには遊ぶ場所が少ないため、電車やタク
シーを使って首都のジャカルタまで遊びに行っていました。日
本食レストランがたくさんあるので、日本食が恋しくなること
はありません。映画は300円で見ることができます。
また、インドネシアは物価が安いのでいろいろな場所へ旅行
に行きました。インドネシアは4000以上もの島がある島国な
ので、安価で様々な島に行くことができました。インドネシア国
内だけでなく、シンガポールやマレーシアなど近隣国にも安価
で飛べます。毎週休日に旅行に飛ぶことも可能でした。日本人
だけだとお金をぼったくられることが多いので、旅行に行く際
はインドネシア人の友達と一緒に行くことをオススメします。
おわりに
インドネシアはとても魅力的な国なので、ぜひ多くの学生が
インドネシアへ行ってほしいと思っています。インドネシアへ
留学しようと考えている人は少ないかもしれませんが、ぜひ異
国の地へチャレンジしてほしいです。もしもインドネシア留学
を決めた方がいましたら、ぜひ力になりたいのでご連絡くださ
い。みなさんの留学がよりよいものになるよう願っています。
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アジア

留学前準備

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

を取得できたため学部に移動し、Business学部で観光学とマ

ネジメントの授業を履修しました。学部の授業では一つの科目
で聴講のみのLectureとグループワークやペアワークがメイン

大倉奈央子

オセアニア

始めに
私は大学 2 年の終わりの2019年 2 月から11月までオースト
ラリアのシドニー工科大学（UTS）に留学をしていました。UTS
はシドニーの中心にあり、現地の学生のみならず全世界から多
くの留学生を受け入れている総合大学です。工科大学という名
前ですが、国際関係や建築、薬学、ビジネス学部などがあり幅
広い学問を学ぶことができます。UTSで沢山の素敵な人々と出
会い、多くの経験を通し自分自身が大きく成長できたと感じて
います。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
私が留学前に力を入れたことは英語力の向上と留学目的の
明確化です。当初UTSの正規の学部で観光学を専攻したかっ
たのですが、期日までにIETLSのスコアを取ることが出来ず前
期は留学生用のAustralian Language and Culture Studies
（ALAC）というコースに所属することが決まっていました。た
だし後期の履修登録までにIELTSで規定のスコアを取ることが
出来れば後期からは学部で授業を取ることができたため、それ
に向けて勉強をしました。具体的にはTEDや海外ドラマを視聴
しリスニング力を高めたり、ライティングは必ず誰かに添削し
てもらうようにしたり、留学生の友人にスピーキングの練習を
手伝ってもらったりしました。また、IELTS対策の英語の勉強だ
けでなく日常会話で使用する英語表現や言い回しについてそれ
らを解説しているYoutuberの動画を見て勉強をしていました。
さらに、留学先で目的もなくただ何となく日々を過ごさない
よう現地で何を学ぶために、どんな経験をするために留学をす
るのかという目標を明確に定めました。具体的に何を行えばよ
いのかという細かな手段も書き出し留学の目標の動きを明確化
させました。
留学先での学習
前期は留学生用
のコース（ALAC）
でオーストラリア
の文化や社会問題
などについて勉強
しました。映画や
ドラマを通して
オーストラリアに
おける歴史や社会
問題についてプレ
ゼンテーションを
したりオーストラ
リアで働いている
人に仕事環境に関
するインタビュー
を行いレポートに
まとめたりしまし
た。 後 期 はIELTS
で一定以上の点数
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のTutorialの二つがあります。どちらも読んでくる資料や課題
が多く、特にTutorialでの活動についていくためには十分な予
習が必要でした。レポートもプレゼンテーションも一つ一つが
重く泣きながら勉強したこともありました。しかし、UTSには
HELPSという学生の学習を支援してくれる場所があり、そこで
はレポートの添削やプレゼンテーションの練習、効果的な学習
方法など学習時に抱えるあらゆる問題をサポートしてくれまし
た。フラットメイトや友人の助けもあり無事に課題やテストを
乗り越えることができました。学部での勉強は本当に大変でし
たが、その分授業内容は非常に中身が濃く面白いものばかりで
学部で勉強ができてよかったと思います。
サークル活動
UTSではJASSと呼ばれる日本人と現地の学生が交流する
サ ー ク ル に 所 属 し て い ま し た。JASSで は お 花 見 や 運 動 会、
Movie Nightなどの様々なイベントに加え、現地の学生に日本
人留学生が日本語を教えるJapanese Language Classという
ものがあります。私は国際学類で日本・日本語教育コースに所
属していることもあり、そのクラスで前期は中級会話、後期は
初級文法とひらがなやカタカナの書き方を教えていました。ひ
らがなやカタカナの書き方のクラスでは日本語が通じない学生
が殆どだったので英語で書き方の説明をしなければならず、現
地の学生のティーチャー役の人と協力しながら授業を行いまし
た。実際に日本語を教える機会に恵まれ、日本語教育の難しさ
や楽しさ、奥深さを知ることができました。
寮生活
また、留学生活で最も思い出深いのは寮生活です。私の住ん
でいた寮はUTSの寮の中でも一番小さく大学から離れていま
したがその分寮生の仲はとてもよく、よく寮内でパーティーを
したり皆で遊びに出かけたりしていました。私は 6 人フラット
に住んでいましたが、気さくで明るいフラットメイトに恵ま
れ、遊びに行くことはもちろん何でも話せる仲にまでなりまし
たし、それぞれの国の考え方や歴史について真剣に討論するこ
ともありました。寮には留学生と現地の学生両方が住んでお
り、世界各国の友人ができ毎日本当に楽しく過ごすことができ
ました。他の国の人と一緒に暮らす機会はめったにないと思い
ますし、色々な国の生活スタイルや食文化などに触れることが
できると思うので留学先では寮などの他の国の人と一緒に暮ら
せる環境を選ぶことをおすすめします。
インターンシップ
私は秋学期と春学期の間の休みに現地の日系企業JAMS.TV
で 1 ヶ月間インターンシップをしていました。オーストラリア
人に日本旅行を誘致する部署で日本旅行のモデルプランの作成
や翻訳業務、営業の立ち合いなど様々な業務に携わらせてもら
いました。働く環境
（すぐ隣では英語が飛び交うオフィスがあ
る、ワーキングホリデーの社員が多いなど）も日本にある企業
とは異なりましたし、日本が顧客になるという状況も海外の日
系企業ならではだと感じました。非常に貴重な経験になったと
思いますし、就職活動の際の一つに武器にもなるのではないか
と思います。留学先でインターンを行いたいと考えている人
は、留学に行く前からどのような企業がありインターンを受け
入れているのか調べておくと良いです。
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最後に

事前に読んだ論文をもとに、Lectureという主に教授が話しな

と同時に今までの人生の中で一番内容の濃い 9 ヶ月間でした。

メインのパートに分かれていました。そして、テストやレポー

オーストラリアでの留学生活は本当にあっという間で、それ

日本で21年間生きてきて出会えなかった個性溢れる人々と出

人間社会学域国際学類

鍋田

紘輝

始めに
私は2019年 2 月から2020年 1 月までの11カ月間、オース
トラリアのシドニー工科大学（以下UTS）に留学しました。UTS
はシドニーの中心部にキャンパスを構え、工科大学という名前
ながらも法学や経済学にも強みを持つ総合大学です。
渡豪前
私は英語で専門分野を学びたいという想いと、様々な人種が
入り混じる環境での生活を経験したいと考え、オーストラリア
のシドニーを留学先に決めました。留学前にやっておくべきこ
とはやはり英語力の向上です。UTSで学部の授業をとるには
IELTSの場合、Over all 6 .5, Writing 6 . 0 以上のスコアが求め
られました。Over all 5 . 0 さえあれば留学生用の英語コースの
授業を履修できますが、やはり行くからには学部の授業をとり
たいと思い、金沢大学のIELTS対策の授業を履修したり、自分
で問題集を解くなどし、勉強に励みました。また、留学前の事
務手続きですが、派遣国によってはビザの取得が必要な国もあ
ります。オーストラリアの場合、ビザに加えOSHCという保険
への加入が求められました。ただ、すべての手続きがオンライ
ン上でできたため、ほかの国よりはスムーズにできるのではな
いかと思います。それでも早め早めの行動をお勧めします。
UTSでの授業
前述したとおり、UTSで学部の授業を履修するにはIELTSの
場合 6 . 5 のスコアが求められましたが、私は結局渡航前にその
スコアを満たすことができませんでした。そのため、前期は大
学内で開講されているALACという留学生向けの英語コースを
履修しました。そこで勉強しながら、IELTSの再受験をし、な
んとか 6 . 5 を獲得し、後期では学部の授業を履修することがで
きました。しかし、新しい環境で生活しつつ、交友関係も広げ
ながら、同時に授業を受け、IELTS対策をする、というのはや
やハードになります。チャンスも多くて 2 回受験できるかどう
かです。繰り返しになりますが、渡航前に早めに受験し、スコ
ア獲得を目指すことを強くお勧めします。
後期はInternational Studies Course に属し、自分の専門
である国際関係に関する授業のほか、自らの興味に沿ってス
ポーツ社会学やマーケティングの授業を履修しました。授業は

ト、グループプレゼンなどの課題で評価されました。教授方は
熱心で親切な方が多く、質問には詳しく答えてくれ、レポート
のフィードバックも非常に丁寧にして頂いたことが印象に残っ
ています。
UTSでの生活
自分を含め、多くの人がUTSの周辺にある 4 つの学生寮のど
れかで生活します。オーストラリアは物価が高いこともあり、
寮費は 8 ~10万円/月ほどかかります。大学からの距離、何人
でシェアするかなどによって寮費は少し変わります。私は 8 人
フラットで生活していました。個室はありますが、キッチンや
シャワー、トイレなどを共有する形でした。
フラットメートとは寝食を共にする中で仲良くなることがで
きました。さらに、サークル活動や寮主催の様々なイベントに
参加することで交友関係を広げ、授業以外の時間も充実したも
のにすることができます。寮主催のイベントには寮の前でホッ
トドックを食べるものから、日本語やスペイン語、中国語を学
ぶイベント、シドニー周辺を観光するものまで多様なものがあ
りました。
シドニーでの生活
UTSはシドニーの中心部にあるため、交通の便もよく、観光
の際にも非常に便利です。オペラハウスも電車で10分ほどで
行くことができますし、きれいな公園やビーチも周囲に複数あ
り、休日のたびに新しい発見がありました。また、ショッピン
グモールも近くにあり、生活環境を整える際や日常生活の買い
物時も便利でした。さらに、日本より高価にはなりますが、日
本食スーパーや日本食レストランで日本のものに触れることは
可能なため、ホームシックにはかかりにくい環境といえるかも
しれません。
シドニーは世界中から様々な人種、民族が集まり、共生して
いる多文化の街です。そういったグローバルな雰囲気を感じる
一方で、留学や観光、ワーキングホリデー、仕事などで来た日
本人も多くいます。街を歩いていても日本語が聞こえてくるこ
とは多々あります。私は大学内のサークルに加えて、大学外で
シドニーに暮らす日本人が集まる草野球チームに所属していま
した。一般に、留学中は英語環境に身を置き、いろんな国の人
と交流するべきだとされているかもしれません。しかし、この
草野球チームで既に働いている社会人の方と話をすることで、
将来海外で働きたいと考えていた自分の将来のビジョンが少し
はっきりしたり、就職活動の相談に乗ってもらえたりと貴重な
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会えて、その出会いが何よりも大きな刺激となり自分の価値観
や視野を変えてくれたと感じています。また、人との出会いだ
けでなく留学先でしか得られない苦悩や経験が大きな糧になり
ました。多様性溢れるオーストラリアで生活したことで、自分
の見ていた世界の小ささや自分自身の無知さを感じると共に
もっと様々なことを学ばなければと思うようにもなりました。
留学で得た視野の広がりや多角的な視点は就職活動や今後の大
学生活での学習においても生かすことができると思います。も
ちろん留学では辛いこともありますが留学に行って本当に良
かったと思います。支えてくれた家族や友人に感謝をしつつ、
今後留学される方々が多くの素敵な人や経験に恵まれることを
祈っています。

がら授業を進めるパートと、Tutorialというディスカッション

時間を過ごすことができました。もちろん大学の友人とも仲を

後どのようにゼミに参加していくか決定することが無難である

ミュニティでの出会いもかけがえのないものとなりました。

す。私が所属していた国際金融論ゼミでは留学することを認め

深め、楽しい思い出を多く作ることができましたが、日本人コ

オセアニア

最後に
シドニーでの 1 年間の留学は新しい経験ばかりで、あっと
いう間でした。よく
「留学に行ったことを後悔するものはいな
い。
」と言われますが、本当にその通りで、この 1 年間の経験を
なかったものにはできないと思えるほど色濃い生活でした。私
が 1 年の留学をして最も感じたことは、
「挑戦に対するハードル
が下がった」
という事です。留学中は授業も日常生活も、友人と
の会話すらも今までとは勝手の違う新しい挑戦です。すると自
然と、それ以外のことにも臆することなく積極的に取り組むこ
とができます。例えば、私はシドニーで人生初めてのフルマラ
ソンに挑戦しました。留学前の自分を思うとあり得ない決断で
した。日本で生活していると、授業と部活とアルバイトの連続
でなかなか新しいことに挑戦する機会がないかもしれません。
しかし、ここで留学するという大きな挑戦に対する一歩を踏み
出そうとしているあなたには、様々な挑戦による濃い経験と新
しい世界が待っています。特にシドニーはやりたいことは何で
もできるいい環境だと思います。皆さんを応援しています。

人間社会学域経済学類

浜田

哲平

シドニー工科大学に関する派遣留学報告書は数多く存在する
ため、一般的な情報は他の留学生の報告書を参考にしてくださ
い。私の報告書では留学に特化している国際学類以外（経済学
類）
から留学する際の留意点についてまとめます。
はじめに、あらゆる資料を読み込むことです。これは全学類
生に当てはまることであり、当たり前だと思う方も多いと思い
ますが、特に国際学類以外の学生は注意してください。理由と
しては学類のカリキュラムが留学を想定して組まれていないか
らです。言い換えると留学を行う学生にとって融通の効かない
点が多々あります。「知らなかった」、「大丈夫だと思っていた」
では後で苦労するのは自分自身であることを念頭においてあら
ゆる資料をしっかりと読み込みましょう。また、資料を読み込
むだけで理解できない場合、不安な場合は担当の職員に質問し
ましょう。前もってしつこく質問しに行くことが重要です。
次に、ゼミ配属についてです。経済学類のゼミに関しては派
遣留学に行く生徒を受け入れないゼミが存在します。これに関
しては改善が必要な点であると思いますが、はじめにも述べた
通り留学に特化していないため、起こりえる弊害の 1 つと言え
ます。対策としては、ゼミ配属が完了するまで留学する意思が
あることを明かさないことです。配属が終わってから伝え、今

と思います。もちろん中には留学に理解のあるゼミもありま
てくださり、対応していただきました。特に派遣留学をし、 4

年で卒業したい学生については注意すべき点だと思います。
次に、留学先でのインターンシップについてです。留学先で
インターンシップを行いたいと思う学生もいると思います。シ
ドニーでインターンシップを受け入れている企業はいくつかあ
ります。私自身も 2 ヶ月の長期インターンを経験しました。イ
ンターンシップを行なった際単位互換ができます。しかし、経
済学類に関しては事前に講習を受ける必要があります。詳しい
内容は人間社会学域の教務課の職員に聞きましょう。国際学類
は事前講習なしで互換することができます。国際学類の留学生
と同じように行動していては損することがありますので気をつ
けてください。他にも留学を行なったことで互換できる単位は
あります。いずれも申請が必要であるため、留学前から前もっ
て教務課に相談しましょう。国際学類以外の学生が留学する時
は忍耐と体力が必要です。使える制度は使って賢く留学しま
しょう。
以上三点が大まかな注意点です。こういった細かい点に注意
して準備していけば留学は間違いなく素晴らしいものとなりま
す。自身の確立した専門分野を持って留学することで、単なる
語学留学に留まることなく刺激的な経験になると思います。他
国の留学生はほぼ全員それぞれの専門分野を持って留学してい
ます。こうした現実を目の当たりにし、金沢大学からもさらに
多くの国際学類生以外の学生が留学を経験する必要があると感
じました。今後、国際学類以外の学生が留学しやすいシステム
に変更されていくと思うので、積極的に留学挑戦していってく
ださい。
最後にトビタテ留学JAPANについてです。これは留学生向
けの有名な奨学金です。トビタテは潤沢な奨学金だけでなく、
同じく留学を志すトビタテ生とのコミュニティを形成できるこ
とに大きな価値があると思います。他のトビタテ生は皆分野
も、留学目的も異なる学生ばかりです。自分では思いもつかな
いような視点を持って留学を志し、将来実現にむけて精力的に
活動しています。そうした道の分野に触れることで、自身の将
来のあり方を考え直すチャンスになります。私自身も留学前の
事前研修で知り合った県外のトビタテ生と留学先で合流する機
会があり、実際現地で生活している今だからこそ感じられるこ
とや、悩みなどを共有することができました。帰国後も度々連
絡を取るなど、トビタテコミュニティの繋がりの強さを感じま
す。派遣留学を検討している学生は是非トビタテ留学JAPAN
も同時に検討してみてください。

人間社会学域国際学類

林

あづ沙

私は 3 年生の終わり、2019年 2 月から12月までの10ヶ月
間オーストラリアのシドニー工科大学（UTS）に留学しました。
UTSはシドニーの中心地にあり、生活するにも非常に便利で
様々な国や地域から人が集まっていることからたくさんの文化
に触れることができます。大学がある地域は都会ですが、町中
の至る所に公園があり自然を感じることができ海外経験がほと
んどなかった私にとっても非常に暮らしやすいところでした。
留学前
大学生のうちに留学に行くという目標は入学時からありまし
た。学年を重ねていく中で、英語力の強化と海外の日本語教育
24
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の現状について学びたいという思いが強まり、英語圏で日本語

まで 1 人で交通機

も、もちろん留学に行くためにはそれ相応の英語力が必要でし

こともよくありま

教育が比較的盛んなオーストラリアに決めました。とはいって
た。私は英語が苦手で、基準スコアを到達するまでとても苦労

授業
私 はUTSの 学 部 生 の 授 業 で は な くAustralian Language
and Culture Course（ALAC）で英語の勉強やオーストラリア
の様々な知識について勉強していました。大きく分けて、英語
の語学を勉強する授業とオーストラリアの文化や自然、地域的
なことを学ぶ授業がありました。もちろん授業中は英語を使い
ます。クラスは日本人がほとんどでしたが、なかにはとてもレ
ベルの高い人もいて、そんな人達と学ぶことはとても刺激的で
した。また、1 コマ 3 時間の授業が週に 3 回だったので、授業外
の時間をとても有意義に活用することができました。学期の前
半のうちにIELTSのスコアをとって後期からは学部のほうにい
くことを目指すという選択肢もありましたが、学部生になれば
現地の学生と同じように授業に参加し、対等にディスカッショ
ンやプレゼンテーションをしたり、課題をこなすことになりま
す。当時の私は授業外の時間で色々な活動をしていました。ま
た、精神的にも落ち着いて英語力を伸ばすことがよりできるの
はどちらなのか現実的な面からも考えた上で、ALACに残るこ
とを決めました。今でも、後悔はしていません。結局はどちら
に所属していようと自分次第だと感じています。
日常生活
私はUTSの学生寮であるBulgaの 6 人部屋に住んでいまし
た。同じ部屋のメンバーは、みんなそれぞれに独立していると
いう感じで同じ部屋の人達とはあいさつを交わす程度で、パー
ティーや一緒にご飯を食べるということはありませんでした。
でも、プライベートの時間を確保したかったので、私にとって
は寮に帰ってから自分 1 人の時間が十分にとれ、とても居心地
が良かったです。もちろん寮内でも交流イベントはいくつかあ
るので、寮の人達と仲良くなることができます。
私は初めのオリエンテーションが終わったころ（ 3 月ごろ）か
らすぐにサッカークラブに入りました。とにかく何かコミュ
ニティに所属して英語を話す機会を増やしたかったからです。
UTSの女子サッカークラブは週に二回練習と試合があり、遠方

した。その時間で

さえも私にとって
は新しいことだら
けで観光気分を味
わうことができ、
とても良い経験に
なりました。オー
ストラリア人しか
いない中で初めは
なかなか溶け込め
ず辛い思いもたく
さんしましたが、
最後まで休むこと
なく参加し続けク
ラブのみんなとか
けがえのない時間
を過ごせました。本当に精神が鍛えられたと思います。
休日は色んな所へ出かけました。観光地はもちろんビーチや
公園、スポーツ観戦など、とにかく行ってみたいと思ったとこ
ろには足を運んでいました。長期休暇の時には友達とウルルや
キャンベラに旅行に行ったり、ゴールドコーストへは人生で初
めてのひとり旅をしました。オーストラリアには本当に素晴ら
しい場所がたくさんあります。是非、色んな所に行って色んな
ものを見てほしいです。
日本語教育
UTSにはJASSというサークルがあり、たくさんの日本人学
生と日本が好きな現地の学生がいました。私はそこで前期の間
は週に 1 回、初級の日本語を現地の学生に教えていました。日
本人学生がペアになってパワーポイントを作り授業を行いま
す。実際に日本語学習者に対して日本語を教える中で苦戦する
こともありましたが、試行錯誤しながら授業を作り上げていく
というのはとても良い経験になりました。
後期はUTSで現地の学生が履修している日本語の授業に参
加してアシスタントをさせていただきました。現地の学生が日
本語の会話練習をする際の相手役をやったり、課題のサポー
トなど日本語教育の現場を生で見ることができ貴重な体験でし
た。また、ここで私はたくさんの現地の学生と友達になれたこ
とも大きかったです。
最後に
留学中の思い出は挙げるときりがないくらいたくさんありま
す。それは、楽しかったことも辛かったことも両方含みます。
でも私は、人生は経験だと思っているので、どんな経験もきっ
と自分の何かしらに繋がります。だから、留学先で出会う全て
の経験から色んなことを学び、感じ取って
「留学前よりも自分
は成長できた」
「留学に行って良かった」と帰国するときに思え
るように行動してみてほしいです。留学に対して不安があるの
は当然のことだと思います。私もそうでした。留学先でうまく
やっている自分なんて全く想像できませんでした。だけど、そ
んな人ほど挑戦してみてほしいです。絶対に自分の中の何かが
変わります。応援しています。
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しました。とにかく毎日海外ドラマを見て、文法は一から昔
使っていた教科書を見ながら復習をしていました。特にスピー
キングのスコアはなかなか上がらず、ただ話す練習をしている
だけでは伸びないと分かり、会話でよく使う便利フレーズのよ
うなものをたくさん覚えて使うようにしていると、会話が全然
続かなかったことが解消されました。
UTSへの留学が無事決まった後は、各書類の提出に追われて
いました。ここで、一つ皆さんへアドバイスなのですが、この
派遣留学先への書類の提出やビザの取得は、もし派遣先が同じ
という人が他にいるのであれば、その人たちと一緒に行った方
が良いと思います。私自身当たり前のことですが、当時は
「こん
なことまで自分でやるのか」というぐらい細かな手続き等を自
分でやらなければならずきちんとできているのかとても不安で
した。けれども、同じ派遣先の仲間たちと一緒に一つずつこな
していけたのでとても心強かったです。もちろん、これらの作
業と並行して英語の勉強や留学先の国の知識について自分で学
んでおくことも大事です。これは個人的に、留学にいざ向かう
時の不安な気持ちを少しでも軽減してくれる一つの方法だと思
います。

関を利用し向かう

オーストラリア

不安や後悔の経験など

チャールズダーウィン大学
人間社会学域国際学類

鷲山

楓
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私は2020年の 2 月末にオーストラリアの北部にあるチャー
ルズダーウィン大学へ留学に行きました。そして新型コロナウ
イルス感染症による渡航危険レベルの引き上げに伴って、二ヶ
月経たないうちに帰国となってしまいました。このため長期留
学の何たるかを多く語ることはできませんが、私にはベストな
環境だったダーウィンのことを伝えるので、ぜひ皆さんの参考
にしてください。

ヨーロッパ

学習環境について
学生への支援が手厚く、留学生担当の女性との面談が定期的
にありました。帰国準備や英語力不足のせいで課題が進まない
時、思い切って各クラスの先生に授業進度の調整を相談する
と、寄り添って調整してくださいました。人口における先住民
の割合が高い州なので、先住民文化や資源利用に関わる授業が
充実しています。ルーツのある方が直接講師をする授業など興
味深いので履修はおすすめです。学科によりますが、少人数の
クラスが多いので学びやすく、質問しやすいです。
ダーウィンの生活環境について
大学隣接の留学生寮、IHDにいたのですが、入寮生を支援す
る取り組みがそこここに感じられます。IHDのおかげで二ヶ月
弱が濃く充実したと思っています。学期始めには自由参加型の
イベントが毎日開かれ、軽食をとりつつ簡単なゲームをした
り、観光へ出たり、住人同士の交流が活発です。年齢も文化も
かなり多様な人達とそこでまず顔見知りになりました。私の住
んだ建物は共有スペースが広いこともあり、同じ階の住人たち
とは日々一緒に食事をとったり、ピクニックへ行ったり、何か
につけ手を差し伸べてもらっていました。今年の日本人は私一
人で、昨年は 2 人いたそうです。
熱帯気候のダーウィンは一年を通し日中は30度を越えます。
国立公園がいくつかあり、滝川で遊泳などできます。町は自然
豊かで、大学から徒歩10分で海に出るので毎日サンセットを見
ていました。移動手段はバスか車がメインで、都会的な刺激は
少ない町です。夜に飲食店が賑わう地域へ出るときも誰かの車
で、という具合です。アウトドアや料理が好きな自分には合い
ました。
地理的にアジアに近いせいか、アジアの野菜や調味料が豊富
に手に入ります。特に週末のマーケットはおすすめです。治安
は良く、強い日差しを避けるために日の出前や日没後に出かけ
る人も少なくありません。しかし、可能な限り人を伴い、誰か
が自分の行き先を知っているようにするのがよいです。
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初めは何より言葉がおぼつかず、それでも日本人のいない中

で居場所を作らなければと焦りました。しかし、言語の壁に気
が引けても、交流の場に参加し、共通の趣味を持つ人を誘って

みたり、先生に質問や確認を重ねる中で、失敗しつつもできる
ことが増えて良い関係が広がりました。そうして少しでも居場
所を感じると、地道に自分を表現できるようになろうと気持ち
の余裕が生まれました。環境にもよるのでしょうが、誠実なコ
ミュニケーションの積み重ねが一番大切に感じました。また、
理解できずに困っている時、一人で対処できない時は意志表示
して助けを求めないと、後でより面倒になる場合があります
し、助けてもらって深まる付き合いもありました。
後悔についてです。帰国して実家でオンライン授業は続きま
したが、私はそこから留学先の勉強が全く手につかなくなって
しまいました。今回のような状況でなくても、別のきっかけで
皆さんに似たことが起こるかもしれません。そうしたつまづき
の時に、自分の心の弱さを知って受け入れて、次のステップへ
と動ける強さが一番必要かもしれません。
さいごに
過ごしたのは少しの間でも、旅行の思い出とは異なり、私に
はダーウィンへの鮮烈な印象と愛着があります。それは今も連
絡をとりあう友人であったり、熱帯植物と日差しの色であった
り、上手くいかない悔しさや、新たなことを学ぶ期待の感覚で
あったりします。日本では気付かないような小さな学びに、留
学中は自覚的になりますし、挑戦の機会もぐっと増えます。
長く留学先で過ごせば、良いことも悪いことも私よりずっと
あると思います。その分、自分を成長させてくれた思い入れの
ある地になると信じています。

ベルギー

ゲント大学
人間社会学域国際学類

加成

絵美

はじめに
私は、2019年 9 月から2020年 3 月まで、ベルギーのゲン
ト大学に派遣留学をしました。私はゲント大学での留学を通し
て、異なる価値観を持った他者と、ひとつの物事について語り
合い、新しい発見を得る面白さを学びました。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、留学に行こうか悩んでい
る人にとって少しでもお役に立てれば嬉しいです。
寮生活
ゲント大学の寮は、 4 つあります。 1 階につき15名ほどい
て、ひとり部屋です。シャワールームやトイレは自分の部屋に
ついており、キッチンだけが共有です。私のフラットメンバー
は、他のフラットに比べ、毎日ワイワイガヤガヤしていました。
アメリカ、ドイツ、韓国、カンボジア、モロッコ、カメルーン
…と挙げたらキリがないくらい、多様性に溢れたメンバーでし
た。フラットによって出身国の偏りはありますが、ゲント大学
は、金沢大学の派遣留学提携先の中でも、多種多様な国からの
留学生が多いと感じます。
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日常生活

人間社会学域人文学類

「留学生活」を

有意義に過ご
せるかどうか

バディ制度
ゲント大学には、「バディ制度」というものがあります。日本
人留学生と現地学生とが、すべての留学期間を通してペアにな
る制度です。私は、そのバディに学業面・生活面ともに、とっ
ても救われました。学業面としては、たまたま、バディの相手
が日本語学科の学生だったため、お互いにエッセイの添削や、
スピーキングの練習に励みました。日本人留学生は、日本語学
科の学生とバディになりやすいですが、バディとどんな関係を
築くのかは自分の行動次第です。私としては、留学生活を安心
して楽しく過ごすためには、いかにそのバディと親密な関係を
築けるかが重要だと思います。ちなみに、担当の先生に頼んだ
ら、必ず日本語学科の学生をバディにしてくれると思います。
生活面としては、クリスマスや新年のパーティーに招待してく
れました。バディやその家族にとって、「家族と過ごす特別な
日」に、こんな私を家族の一員として仲間に入れてくれたこと
に、とても嬉しく感謝の気持ちでいっぱいでした。

結未

はじめに

私は2019年 9 月から2020年の 7 月頭まで（内 4 ヶ月オンラ

イン授業）
の約10ヶ月、ベルギーのゲント大学に留学しました。
この報告書ではゲント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お伝えします。新型コロナウイルス感染症
の影響で例年とは異なるイレギュラーな留学になりましたが、
これから留学を考えている皆さんにとって少しでも参考になる
情報をお伝えできればと思います。
留学のきっかけ
高校の頃から海外留学を 1 つの目標にしていたので、入学当
初から金沢大学の手厚い留学システムはとても魅力的でした。
人文学類ということもあり学類内に留学をする人はそこまで多
くありませんでしたが、他学類の友人、サークルの先輩、国際
部や研究室の先生方、と周囲の環境に恵またおかげで、多方面
からたくさんのお話を聞く中で自分に一番フィットする派遣先
を選ぶことが出来ました。
ゲントについて
ゲントは首都ブリュッセル、アントワープに次ぐベルギー第
3 の都市です。街の中心に流れるレイエ川を挟むようにして東
岸のグラスレイ、西岸のコーレンレイが立ち並び、そこに面す
る壮麗なギルドハウスはゲントを代表する有名な観光スポット
になっています。
首都ブリュッセルまで電車で30分、街のあちこちにトラムや
バスが通っているため交通の便は非常に良く、街自体もそれほ
ど大きくないので自転車や徒歩で不自由なく生活できます。
ベルギーの中でもフランダース地方に位置するゲントの主な
公用語はオランダ語ですが、老若男女問わず日常生活レベルの
英語を話せる人が大半なので、オランダ語の知識がなくとも安
心して暮らすことができます。
派遣先のゲント大学は11の学部、約44,000人の学生を擁す
る総合大学で、KULeuvenと並んでベルギー二大大学のうちの
1 つでもあります。近年では世界大学ランキングTOP100の実
績を有し、創立200年越えの歴史を誇るキャンパスが美しいゲ
ントの街の至る所に点在しています。また、国外からの学生の
受け入れの門戸も広く、全学生のおよそ10％を国外からの留学
生で占めている国際色豊かな環境です。ゲントの街を歩いてい
るだけで日常的に多国籍な学生に出会うことができます。

留学を終えて
私たちの留学は、さぁこれから 2 学期の授業も頑張るぞ！後
半戦スタートだ！との矢先に、新型コロナウイルス感染症の影
響で留学中止になってしまいました。帰りの飛行機では、悔し
さと悲しさで涙が止まらなかったですが、それと同時に、私が
いつの間にか、この国、この街を大好きになっていたこと、現
地の友達とどれだけ楽しく幸せな日々を過ごしていたのかを痛
感しました。これから留学を考えている人は、自分がどのよう
な環境でどのような境遇の人と出会って、どのような留学生活
を送りたいのか、といったように、自身の留学プランをとこと
ん深掘りすることをオススメします。応援しています！
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ヨーロッパ

は、学業面はも
ちろん で す が、
生活面での行動
力も重要なポイ
ントだと考えま
す。私は留学当
初、寮や学校の
友達と旅行する
ほど、親密な人
間関係を築くこ
とを目標にして
いました。とい
うのも、親しい
間柄を築くこと
で、彼らのより深い価値観や考え方に触れられると思ったから
です。そこで、週 2 回ほど、互いに自国の料理を振る舞う等の
異文化交流の機会を自ら作りました。その際は、彼らの国の文
化や慣習、国内状況や日本との関係性を、事前に 1 時間以上は
調べました。なぜなら、相手の国について無知の状態ではなく、
ある程度の知識や情報を得た上で会話することで、彼らが私に
対してより親近感が湧き、交流が活発化すると考えたからで
す。すると、彼らとベルギー国内外を自由に旅行するまで、貴
重な交友関係を築くことができました。

上中

生活について

思うのですが、ポテトフライやビールもとても美味しく、街の

1 点目、留学前の準備をしっかりする。私自身がすごく念を

まれた紙を持ってる人や、バーでビールを飲みながら盛り上が

を願って、私からは留学生の生活について 3 点お話します。

ヨーロッパ

押されていたというのもあってかなり準備していきましたが、
それでももっとこうしておけばよかったと思うことはありまし
た。特にベルギーに到着してから学校が始まるまでがバタバタ
し、住民カードの申請やSIMカード、履修登録や日用品の買い
出し等、日本での新生活以上の手間がかかる事を念頭に情報、
持ち物リストを準備しておくと落ち着いて過ごせます。
2 点目、頼れる友人をつくる。これは日本人でも現地の友人
でも留学生でもいいと思うのですが、何か困った時に頼れる存
在が 1 人いるだけでもかなり気が楽になると思います。私自身
住民カードを作る際にオランダ語通訳をしてもらう等、ピンチ
の時に友人に助けてもらったことがあり、気の合う友人を見
つけておくことは重要だと思います。もちろんお互いがWINWINの関係になれるように、自分も普段からみんなに親切にす
ることも忘れないでくださいね。
最後に、アクティブになることです。せっかくの留学生活、
やりたい事はやりきるくらいの勢いで色々なことに手を伸ば
してみて欲しいです。人生においてこんなにゆっくりと異国
の地で学生という身分で過ごせるのは今だけです。サークル、
Erasmusの活動、旅行、どんどん挑戦すると世界が広がると思
います。
最後に
楽しい、の一筋縄ではいかないのが留学の醍醐味だと思い
ます。今振り返ってみると、SIMカードが使えず到着 2 週間ほ
どケータイが使えなかったこと、住民カードが 3 ヶ月間作れな
かったこと、新型コロナウイルス感染症の影響で緊急帰国に
なったこと、と終始トラブルが付き物な留学生活でした。しか
し、これらを経験して、また自分の力で乗り越えたという事実
はこれからの自分にとって貴重な糧となると確信しています。
前述しましたが、学生という特権を使うことが出来るのは今
だけです。大学に行けばクラスメイトと先生が優しく迎えてく
れて、サークルで友人とふざけ合って、学生向けのイベントで
たくさんの人と出会って、旅行も格安で行けて、いいことづく
めです。現代の社会情勢の中留学へ踏み切るのに迷っている方
もいると思いますが、ぜひ挑戦してみてください！
留学される皆さんが充実した生活を送れることを願っていま
す。

人間社会学域国際学類

楠

舞

私は2019年 9 月中旬から2020年 2 月上旬のおよそ 5 ヶ月
間、ベルギーのゲント大学に留学していました。
寮から徒歩15分ほどで行ける街の中心にはお城や世界遺産
の鐘楼、教会など中世を思い起こさせるような雰囲気の建物が
並んでいます。ショッピング街でもあるため週末はとてもにぎ
わっていますが、日曜日の朝には毎週マーケットが開催されて
日用品が安く売られていたり、フラワーマーケットで生花や植
木が広場いっぱいに並んでいたり、寮の近くには大きな公園が
あったり、ローカルな雰囲気もまた魅力的です。私は時間のあ
る時にゲントの街を散歩するのがとても好きで、知らないとこ
ろまで足を運んで新しい発見があったり、お気に入りのカフェ
に行ったり、知れば知るほど大好きになる素敵な街でした。そ
んなゲントでの留学生活についてお伝えしたいと思います。
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ベルギーといえばワッフルやチョコレートを思い浮かべると

授業のことについては他の派遣留学生が言及してくれること

あちこちにバーやポテト屋さんがあります。夜にはポテトが包
る学生たちを毎晩のように見かけました。
ベルギーは公用語がオランダ語、フランス語、ドイツ語の 3
つあり、地域によってメインで使われている言語はバラバラで
したが、ゲントではオランダ語がメインで、商品の表記はほと
んどがオランダ語とフランス語で書かれています。街で何かを
訪ねたとき、ほとんどの方が英語を話すことができることに少
し驚きましたが、公用語が多い国ならではなのかもしれません。
留学中の活動
ESNという団体が、留学生同士が交流できるイベントを開
催していたり、日本語学部の生徒が所属している友の会という
団体がカラオケやハロウィンパーティーを開いていて、留学中
のコミュニティを広げるため、積極的にイベントに参加してい
ました。私の中では自分の国の料理を持ち寄るInternational
Dinnerが特に楽しく、ベルギー以外の様々な国のローカルな
料理を知ることができたり、自分の作った日本料理から日本食
に興味を持ってくれたり、そこから話が広がってイタリア人、
トルコ人、日本人で一緒に母国の料理を教え合ったのも思い出
です。それらイベントの開催情報はFacebookで知ることが多
かったので、頻繁にチェックすることをおすすめします。また
金沢大学のチューター制度のようなバディ制度があり、ゲント
の街を案内してもらったりオランダ語を教えてもらったりとて
も助けてもらい、ゲント大学に留学する方にはぜひおすすめし
ます。

ゲントの生活について
ゲントで生活していて最も印象的だったのが環境に対する取
り組みです。スーパーでマイバックが必要なのはもちろんのこ
と、ごみの分別が細かく分けられていたり、レストランで余っ
たメニューを持ち帰りできたり、市内への車の乗り入れが禁止
で自転車を利用する人が多かったり、オーガニック食品を扱う
お店もよく見かけました。食に関してもレストランやカフェに
は必ずといって良いほどベジタリアンやビーガンのメニューが
あり、学食にも毎日数メニュー用意されています。キャンペー
ンとして始まった
「veggie tag」
（週一回の肉を食べない日）が
習慣化され定着したらしく、
「毎週木曜日は菜食の日」と市が
決め、週 1 回の菜食が推進されていました。ゲントで出会っ
た人々の中にもお肉を食べない食生活をしている人は 3 割く
らいいて、もともとベジタリアンやビーガンについて興味が
あったため、私も学食でメニューを選ぶときや自炊をすると
きに心がけて生活していました。Reuseの文化もよく見られ、
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secondhand shopがいつもにぎわっており、フリーマーケッ

トもよく開催されていました。留学生活でそのような取り組み
を知り、自分で環境に優しい生活を心がけてみて、日本にも

もっとこの文化を取り入れていきたいと強く思いました。ゲン

トでは当たり前のように生活に馴染んでいて、市が推奨してい
ることではあるけれど市民からも率先して環境にやさしい生活
をしているように感じました。日本ではレジ袋が有料にはなっ
たものの、プラスチック包装は身の回りに溢れていたり、ベジ
タリアンやビーガンのメニューがあったりそれを提示している
お店はあまりありません。自分の生活を変えていくことも大切
ですが、少しずつ周りに働きかけていけたらなと思っています。

旅行について
ベルギーはヨーロッパの中心に位置しているためとても旅行
しやすく、日本で他の県に行くような感覚でイギリス、フラン
ス、オランダ、ドイツなどの周辺諸国を訪れることができます。
またヨーロッパ内の移動はバスや飛行機が格安なので、それら
を活用していろんな国を訪れました。その地域の伝統的な食べ
物、世界遺産、教会などを訪れ、工芸品をお土産に買ったり、
いろいろな国の文化を実際に目で見て体験することも留学中の
醍醐味です。ぜひ様々な国・都市に足を運んでみてください。
留学中の悩みについて
留学中の悩みと聞くと、英語力や文化の違いを思い浮かべる
方も多いと思いますが、私の場合は自分と向き合う時間で悩み
が出てくることが多かったように思います。日本とは違う環境
で生活し新しい価値観に触れるからこそ見えてきたことで、苦
しい期間はあったものの、自分の性格や考え方などを見直すと
ても良い時間でした。

なさんの挑戦を心から応援しています。

人間社会学域国際学類

冨家亜由奈

始めに
私は幼少期海外で過ごした時期が少しあり、その影響もあり
留学に行きたいといった漠然とした思いをずっと持っていまし
た。周囲の友人たちが強い目的と動機を見つけて留学先を決め
ていくなかで、私はただただ曖昧な気持ちを抱えたまま焦って
いました。
「留学の準備はいつ頃始めた方がいいですか？」と後
輩によく聞かれますし、私自身も長らく疑問に思っていまし
た。今であれば、準備は早ければ早いほどいいです、大学入学
時から始めてもいいと言えます。大学生活を送っていくなか
で、常にアンテナを張り、自分が留学先でしたいこと、そのた
めに行きたい大学を早いうちに考えておくことはとても大切で
す。私の場合は第一志望の留学先とはならず多少気落ちしまし
たが、留学先の大学がゲントに決定した後は、自分にできるこ
とをやるしかないと思い、ゲントについて調べはじめました。
先輩の話を聞くのに加え、自分が興味のあることとゲントをリ
ンクさせ、情報をどんどん深堀りしました。するとだんだんと
気持ちがゲントに向いていき、留学に行くのがとても楽しみに
なっていました。ヨーロッパのオタク文化に触れたい知りたい
という目標がはっきりと見えたからです。目標を決めてから
は、ヨーロッパ内でアニメの放送時間が 1 位でありアニメ好き
が多い、毎年大きな日本フェスが行われている、など現地情報
をより積極的に収集するようになり、現地で聞いてみたいこと
や行きたい場所、行いたいことがどんどんと増えました。その
結果、渡航直前には不安はなく、どんな生活が私を待っている
のか期待でいっぱいでした。これから留学に行くことを考えて
いる皆さんは留学に行きたいという気持ちも大切ですが、なぜ
行きたいのかを重点的に考えるといいと思います。
ゲントについて
ゲントは本当にいい都市です。景色もきれいで食も楽しむこ
とができて、大体のものが徒歩圏内にあります。大学が多く
「学生の街」
とも呼ばれています。私は学生寮に住んでいました
が、近くにスーパーも薬局もあり不便はありませんでした。お
店ではすべてオランダ語表記ですが、店員さんはほぼ全員が英
語を話せるので問題ありませんでした。少し歩いただけで、大
きな教会や歴史的建造物がたくさんあります。首都のブリュッ
セルにも電車で30分くらい、交通の便も大変良く、皆さんが想

最後に
半年の留学とはいっても、半年しかないからこそより多くの
ことを見て、経験して、感じようと積極的に動けていたと思い
ます。留学中には失敗したことやピンチになったときも多々あ
りましたが、その分それを自分の力で解決して乗り越えたこと
は自信にもつながり、今となっては笑える良い思い出です。ど
んなことがあれ、なんとかきっと乗り越えていけると思いま
す。留学で経験したことはすべてみなさんの糧になるので、ど
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授業に関して
ゲント大学ではbachelorだけでなくmasterレベルの授業も
開講されており、留学生でも履修することができます。私は留
学前にシラバスを見て興味ある授業をリストアップしていたの
ですが、実際に最初の授業に参加してみると前提として持って
いるべき知識や専門用語、また、ディスカッションにおける現
地の学生の意欲に圧倒され、履修する授業を組みなおしたもの
もありました。授業が始まって最初の最初から悔しい思いをし
ました。私は言語を勉強することが好きなので、留学生向けの
オランダ語の授業を履修していました。オランダ語は英語とド
イツ語に似ているので、初修言語でドイツ語を履修していた私
にとっては理解しやすく感じました。しかし、授業のスピード
は日本で言語を学ぶスピードの倍くらいでとっても早く、毎回
の授業についていくためには復習が必要不可欠でした。勉強し
ていくうちにスーパーに行ったときなど徐々に生活内で分かる
単語が増えていったり、カフェで注文するときにオランダ語を
混ぜて使ってみたりと、その言語が使われている場所で勉強す
るというのは今までの言語勉強の中で一番楽しかったです。

んどん挑戦して失敗していろんなことを経験してください。み

像するヨーロッパがすべて詰まったところと言っても過言では

志望ではない留学先でも素晴らしい経験ができましたが、冒頭

たが、皆にうらやましがられ、自分がこの町で生活しているこ

たいのかは留学を考えるうえで最も大切だと思います。私は

ありません。留学中に友人が遊びに来てくれることもありまし
との幸運を改めて認識しました。街には同じ世代の人が多いの
で、大学関係以外でも友人を作れました。例えば、スポーツク
ラブがあり、私はバレーボールチームに参加し楽しんでいまし
た。金沢市と姉妹都市でもあるゲントには、住む寮の近くに公
園に琴柱灯篭があったり大学に鳥居があったりと少し日本を感
じました。
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留学中の生活
留学中はゲント大学に併設されている学生寮に住んでいまし
た。留学生専用寮だったので、イタリアなどのヨーロッパ地域、
ニュージーランド、韓国、中国、本当に様々な地域から留学生
が来ていました。キッチンが共同だったのこともあり、皆で自
国の料理を作りあうなど楽しい生活を送ることができました。
時にはシャワーが止まらなくってしまって同じフロアの皆に迷
惑をかけてしまったこともありましたが、その後笑い話にして
くれたりなど、いい仲間に恵まれました。学校側も多くのイベ
ントを開催してくれるので、友人を増やす機会は多々ありま
す。ただしほとんどのイベントがFacebookなどで告知される
ので、よく見ておかないと逃してしまいます。学校専用のアプ
リやサイトなどもあるので常に情報収集することが大切です。
現地で日本語を学習している学生と交流する場あり、そこでも
友人を作ることができます。
ゲント大学にはキャンパスが 4 つあり、初めの頃は迷って教
室につけないこともあるので、事前確認が大切です。授業は 1
コマ 3 時間なので集中力を保つのが大変でした。分からないと
ころもたくさんあるので、録音しておいて後からもう一度聞き
取れなかった部分を再生するなど工夫しながら理解を進めてい
ました。留学生が履修可能な教科（英語で行われるもの）
は限ら
れているので、先生とコンタクトを取りながら履修しました。
それでもたまにいきなりオランダ語で授業が始まって焦ったと
きもありました。図書館が夕方 5 時までだったので寮の学習室
などを利用して予習・復習を行っていました。勉強に全くつい
ていてなかったり、うまくコミュニケーションが取れず会話が
うまくできなかったりと、落ち込むことも多々あります。そう
いった気持ちは留学経験者のほとんどが経験するものだと思う
ので、いろんな人に相談しながら乗り越えてください。私の場
合は、別の国に留学に行っている友達と電話して勇気づけられ
ました。勉学については現地の友達や同じ授業をとっている友
人に助けてもらいました。会話が苦手だからと避けず、下手も
承知でどんどん話すと、しだいに会話が楽しくなってきます。
また、私はゲントで行われている「ジャパンエクスポ」
に参加
することができました。日本の文化がヨーロッパではどのよう
に見られているのか観察でき面白かったです。アニメや漫画が
愛されているのだと実感できて、とても感銘を受けたと同時に
日本の誇りだなと強く思いました。
最後に
振り返ると留学しなければよかったと思ったことは一度もあ
りませんでした。たくさんの友人を作り、色んな経験を積み、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響で中断せざるをなかったに
も関わらず私の人生でとても輝いていた半年でした。留学中、
たくさんの涙を流しました。悔しい思いも辛い思いもたくさん
しました。それでもそれら全ての経験が今の自分に繋がり、自
分をレベルアップさせてくれました。私の場合は、運よく第一
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でも述べたようにやはりなぜそこに行きたいのか、なにを学び
ヨーロッパにいながら英語を学べることに惹かれたと同時に

ヨーロッパでのオタク文化について学びたいと思っていまし
た。その結果、先ほど述べたエクスポで貴重な経験ができまし
たし、加えてベルギーで日本文化を売り出すことを商売として
いる日本人の方と親しくさせていただきました。具体的な目標
を念頭に置いて、留学することは今後の人生においてに皆さん
の宝になると思います。心から応援しています、頑張ってくだ
さい！
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松野

心音

私は、ベルギーにあるゲント大学に約半年留学しました。
元々は10か月の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大
の為、早めの帰国となってしまいました。留学準備の段階から
ドタバタの帰国まで、私の体験をお伝えします。
まずはベルギーに留学する後輩たちへ。ベルギーに留学する
為には、留学前の準備が沢山あります。留学生ビザを取得する
には沢山の工程があります。まず赤十字病院での健康診断、県
警での無冤罪証明を取得し、その他必要書類を取り寄せて記入
をします。そしてそれらの書類を東京の外務省に持っていき、
承認してもらいます。その後承認されたら、もう一度東京に行
き在日ベルギー大使館に承認された書類を提出します。そして
やっとビザをもらう事が出来ます。この、ビザをもらう為の作
業に驚くほど時間と労力を割かねばなりません。ベルギーに留
学したい方は、是非早くからビザ申請に取り掛かってくださ
い。私自身申請するのが遅かった為、留学出発のギリギリまで
ビザが手元になく、とても不安な気持ちでいっぱいだったのを
覚えています。
ベルギーについて一番初めの関門は、住民票の獲得と銀行口
座の開設でした。どちらも、窓口の方が変わるたびに違うこと
を要求されて、なかなか取得に苦しみました。このような手続
きさえ終わってしまえば、あとは楽しい大学生活が待っていま
す。私の履修した授業科目は、アフリカの歴史、アメリカの歴
史、日本の歴史など、ヨーロッパからの目線で見た歴史の授業
が主でした。どの地域も、私たち日本人が考える歴史とは少し
違った見方をしており、非常に興味深かったです。特にアフリ
カの歴史に関しては、日本ではほとんど触れられなかった侵略
と略奪の歴史を深く知ることが出来ます。留学生寮での生活で
は、共同キッチンに行くといつも誰かがおり、よく自国の料理
を持ち寄ってパーティーが開かれていました。お味噌汁は手軽
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に作れて、みんなに喜んでもらえるのでお勧めです。様々な国

ことも多くあり落ち込みましたが、帰国後もオンラインで授業

た、ゲント大学には日本語学科があり、日本が好きな人が入る

ることができました。

籍の友達と出会うことが出来てとても素敵な空間でした。ま
「友の会」というサークルのような団体があります。友の会は

留学準備について
派遣留学に応募する際には、IELTSを受験しました。ただ、私
は留学を決意するのが遅く、語学試験を受けるチャンスはたっ
たの 1 度きりしかありませんでした。幸いにもスコアの基準を
満たすことができ、選考を通って留学できましたが、自分の行
きたい大学に行けるようにするためにもじっくり時間をかけて
準備をするに越したことはありません。なるべく早く留学する
決意を固め、選考のための準備をすることをお勧めします。留
学が決まってからは、留学先での授業や生活のために英語力を
つけておいたほうが良いとのアドバイスを受け、語学試験のテ
キストにもう一度取り組んだり、アプリなどでなるべく英語を
聞くようにしたりしていました。また、金沢大学に来ていた現
地の留学生や留学を終えて帰国した先輩から話を聞き、現地に
ついた時になるべく不安がないように、現地での携帯の使い方
や暮らす予定の学生アパートの様子、一カ月にかかる費用など
について教えてもらいました。携帯に関しては空港やコンビニ
でSIMカードを購入し、あとはひと月ごとにコンビニで使用料
をチャージすれば使い続けることができます。学生アパートか
らは事前に案内のメールも来ますが、基本的に生活に必要な道
具
（食器、机、寝具など）
はすべてそろっているので自分で用意
する必要はありません。生活費に関しては、学食は 2 . 6 €で安
くたくさん食べられるのでそれをうまく利用したり、家で自炊
をしたりしていれば、一カ月で家賃も入れて 5 、 6 万円くらい
だったと思います。奨学金で十分賄えます！その他不安なこと
は事前にチューターと連絡をとって確認できますし、現地の駅
に到着したらチューターがアパートまで案内してくれるのでそ
こも心配する必要はありません。
大学での過ごし方について
大学の手続きに関しては、チューター制度がすごく整ってい
る大学なので担当のチューターが優しくサポートしてくれま
す。1 人のチューターと10人くらいの留学生が 1 グループにな
り、キャンパスツアーやIDの設定などを一緒にしました。生活
で困ったこともいつでも頼ることができるので、チューターは
留学中の心強い味方でした。授業は教育学部に所属し、フィン
ランド教育に関する授業と、自分の専門の英語教育に関する授
業を主に受講しました。また、大学附属の小学校が同じ敷地内
にあり、そこでいつでも好きな時に授業を参観することができ
たため、空き時間には積極的に小学校に足を運び、実際の授業

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

加瀬

桃子

私は、2019年 8 月末から2020年 3 月末までの約 7 か月間、
フィンランドのユバスキュラ大学に留学していました。きっか
けは、教育大国で知られるフィンランドではどんな教育が行わ
れているのか、実際に自分の目で見てみたいと思ったからで
す。教員を目指していたため、自分の目指す理想の教師像を見
つけたいという思いと、英語の教師となるために言語教育の専
門性を高めたいという思いもありました。新型コロナウイルス
感染症の影響で約 2 カ月早く帰国が決まった時は、やり残した
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週に 1 回単位でパーティーやカラオケ会などを開いてくれるの
で、入学してすぐに「友達が出来なかったらどうしよう…」
とい
う不安はかき消されます！！ベルギーのゲームやお勧めの飲み物
を教えてもらったり、ワッフルを焼いてもらったり、地元のお
すすめのお店に連れて行ってもらったりと、生き生きとしたベ
ルギーの情報を沢山知ることが出来ます。みんな元々日本に興
味があるので、直ぐに友達になることが出来ます。この留学期
間に私が一番仲良くなった子たちは、イタリア、オランダ、ド
イツの女の子達でした。みんなでワークアウトの講座を申し込
み、運動した後は誰かの家に行って沢山のピザを食べていまし
た。イタリア人の子たちの作ってくれるピザは本当に美味し
く、運動しているにもかかわらずみんな体重が増えていて大笑
いでした。ゲントのフォトスポットを巡り、ホットチョコレー
トで乾杯し、一緒にクリスマスマーケットに行きました。どの
出来事も忘れられない大切な思い出です。みんなの故郷を旅行
する約束をしていたのですが、未だに約束は果たせていませ
ん。早く再会できる日が来ることを願っています。
私の留学最後の関門は帰国でした。当時、ヨーロッパでは感
染が広がっていた為お店が閉まっており、住民票、銀行口座、
SIMカードの解除手続きにたくさん振り回されました。強めの
口調で意見しないと取り合ってもらえないことも多く、あまり
気が強い方ではなかった私でも、最後の方には感情を出して意
見出来るようになってしまいました。飛行機も元々予約してい
た便がキャンセルされ、次に取った便も直前キャンセルで本当
に泣きそうでしたが、現地の友達に手伝ってもらい何とか帰国
することが出来ました。急にさよならしなければならない友達
が多く寂しかったですが、寮を出る日には共同キッチンに友達
が集まってくれて、それぞれ自国のお菓子や紅茶をプレゼント
してくれました。寮の玄関まで見送ってくれた友達とハグして
別れた時は、寂しさと、ベルギーでやり残したことが沢山ある
ような悔しい気持ちでぐちゃぐちゃで、涙が止まりませんでし
た。最近、帰国時に友人にもらった紅茶を飲み終わり、缶の底
に手紙が仕込まれていることに気づき、また涙です。
急な帰国となりバタバタした留学になってしまいましたが、
大きな視野を持つ素敵な友人に巡り合い、かけがえのない時間
を過ごせたこと、異国の地でパンデミックに巻き込まれても図
太い精神で対応する力を得たことは私の一生の財産です。沢山
泣いて笑って強くなりました。皆さんも是非、チョコレートと
ワッフルの国ベルギーに行ってみてくださいね。

が開講されたので最後まで授業に参加でき、気持ちを切り替え

に触れるようにしていました。現場の教師に授業中に心がけて

ほしいと思います！最後に、留学を応援して下さり、支えて下

を学ぶことができます！参観を通して、教師が子どもそれぞれ

げます。

いることを尋ねたりして、大学の講義だけでなくリアルな実践
に合わせた対応や支援を考えながら指導していることに一番の
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感銘を受けました。
留学当初は、授業中に話される英語を聞き取ることに精一杯
でなかなかディスカッションに参加することができなかった
り、友達の会話に参加できずにおいていかれたりして悔しい思
いを何度もしました。しかし、「 1 回でもいいから自分から発
言できるようにしよう」
「自分の意見をちょっとでも伝えてみよ
う」など小さな目標を決め、あきらめずにポジティブに挑戦を
続けました。まず手を挙げるなどして自分が話すタイミングを
作ると、周りの人は真剣に話を聞いて理解や共感を示してくれ
ます。初めの一歩は、勇気をもって話すきっかけを作ることだ
と学びました。そのような地道な努力が、充実した学びに繋が
りました。留学中に時々自分の行いや学びを振り返るようにし
て、後悔のない充実した留学生活を過ごして下さい。
授業以外の過ごし方について
授業時間以外には、日本語を学ぶフィンランド人の学生と
パーティーを開いたり、運動が好きな友達と近所の体育館でバ
ドミントンをしたりしていました。このフィンランド人の学生
たちとは、別の日本人学生のチューターからのつながりで出会
うことができました。チューターも日本に留学経験がある人は
日本人学生を担当することが多いようです。お互いにお互いの
文化に興味をもっているので、ぜひ声をかけあって交流をする
といいと思います。私も、チューターが日本への留学経験が
ある、日本語を学んでいる学生だったので、Each one teach
oneというお互いの言語を学びあうプログラムを一緒に受講
し、言語学習を通じての文化体験という楽しく貴重な経験もし
ました。また、学生が運営するエラスムスという団体が留学生
向けの交流イベントをたくさん企画していて、新しい友達を見
つけに、時々そのようなイベントに参加したりもしていまし
た。寒い時期にいろいろなタイプのサウナに入るイベントや、
スキー体験、フィンランドの伝統のお菓子を作るイベントなど
現地の文化を体験できるおもしろいイベントがたくさんありま
す。留学中は、日本での大学生活のようにアルバイトやサーク
ル活動がないので、授業時間以外はすべて自分の好きなことが
できる時間になります。時間がたくさんあるからこそ、ゆっく
りと自分を見つめ直す時間を作ったり、イベントに参加したり
友達に会ったりして有意義に過ごせたらいいと思います。
留学を終えて
学校教育学類は長期留学に行く人が例年少なく、私自身もな
かなか留学を決めきれずにいました。でも、 1 度しかない大学
人生、やらないで後悔したくない！という思いから留学を決意
しました。留学を終えてみて、教育に関して学べたのはもちろ
んのこと、志の高い尊敬すべき仲間にも出会うことができ、あ
の時留学をあきらめないで挑戦して本当によかったと思ってい
ます。また、フィンランドで教育を学ぶ中で、子どもの気持ち
を大事にした指導や支援のできる、誰からも信頼される教師に
なりたい、という自分なりの理想の教師像を見つけることがで
きました。留学をしたことは少しも後悔していません！これを
読んでいる方の中でまだ留学を決めきれずにいる人は、ぜひ思
い切ってチャレンジしてほしいと思います。フィンランドは人
も優しく、自然もたくさんでのびのびと学ぶことのできる本当
にすばらしい場所です。ぜひフィンランドでの留学も検討して
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さった先生方、家族、友達、すべての方々に心から感謝申し上
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土屋

瑞樹

私は2019年 9 月〜2020年 3 月までフィンランドのユヴァ
スキュラ大学に留学していました。フィンランドを留学先に選
んだ理由は、北欧に関心があったのと、その中でも社会福祉や
教育が充実していて、世界トップレベルのジェンダー平等先進
国に興味があったからです。当初の予定では2019年の 8 月前
半に留学先の大学で行われていた英語のサマーコースに参加す
る予定でしたし、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ
2020年の 6 月までフィンランドに滞在する予定でした。この
報告書では、最初から最後までトラブルの連続だった私の留学
についてお話しします。これから留学に行かれる方の参考にな
ればと思います。
留学前
まず個人的に、留学は準備段階が一番大変だと思います。特
に留学前の 4 〜 5 ヶ月間は書類関係の整理、ビザの申請、仮の
履修登録でかなりのストレスを感じていました。困ったら同じ
大学に行った先輩にやり方を聞くのが一番良いと思います。私
は大学とメールでやりとりをしながら書類や先方の大学の登録
などをしていました。また、ビザの申請は出発の 2 ヶ月より前
には大使館の予約を済ませることが理想だと思いますが、それ
より早く出来るならそれに越したことはないです。わからない
ことや用意する資料のことは自分で確認するのはもちろんです
が、不安でしたら大使館に直接連絡して確実にした方がいいで
す。私は、このビザの申請において書類が一つ間違っており、
発行が予定より遅れたために、 8 月中旬に行われたサマーコー
スに参加することができませんでした。
また、行く国の文化や習慣など出来るだけ情報は仕入れると
いいと思います。私はフィンランドからの留学生と交流して話
を聞いていました。留学先について知っておくと良い詳しい情
報としては、交通機関の使い方とルール、またそれぞれの会社、
お店のオフィスアワー、天気・気温などです。私は、空港から
目的地までのアクセスについては、向こうのチューターとのや
りとりで確認していました。
生活
日常生活について、フィンランドはレストランなどの外食の
値段が高いので自炊が基本です。個人的に嬉しかったのは近く
のスーパーでもベジタリアン/ヴィーガン製品が多かったこと
です。私は留学前から基本的な食事を菜食中心にしていました
が、日本はそれ向けの製品が少ないので難しかったです。しか
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し、ヨーロッパではヴィーガン食は一般的になりつつあり、留
学生の中にもそういった食生活をする人は多くいます。レスト

ランやカフェ、大学の食堂もヴィーガン対応しており、オプ
ションも充実していました。特にヨーグルトやアイスクリーム
など、乳製品の代用品の多さには感動しました。また、レスト
ランなどを利用する際、学生証を提示すると学生割引がされる
のでよく利用していました。学生割引は基本的にヨーロッパ圏
内で広く有効で、食事以外にも美術館や博物館、公共交通機関
を利用する際に使えることが多いです。

最後に
私は高校生時にも10ヶ月の海外留学を経験しましたが、大
学での留学はまるで違うものでした。冒頭で、最初から最後ま
でトラブル続きだったと言いましが、ビザの申請から始まり、
滞在中にはアパートの移動、移動に伴う申請の一連の作業、一
向に届かない郵便物、ルームメイトとの関係から、フィンラン
ド独特の天候、最後は新型コロナウイルス感染症の影響により
帰国するまで、様々な困難をほとんど一人で乗り越えなければ
なりませんでした。初めは一つ一つに神経質になっていました
が、留学先で出会った友人や知人が助けてくれたり、先方の学
校関係者などが親切に対応してくれたりする中で頼るというこ
とを学び、解決できるようになりました。また、何か問題を感じ
た時に我慢せず、自分が快適な環境で過ごせるよう自分の為に
行動できるようになったとも実感しています。一方で、問題や
トラブルが起きても寛容に考え、冷静に対処する練習もできた
と思います。途中で終わってしまった留学でしたが、楽しかっ
た、悔しかったなどという一言で終わらせるには勿体無く、今
回の体験を通して学べたことは本当に貴重だったと思っていま
す。留学の形は十人十色です。これから留学に行くことを考え
ている方が沢山経験し、学ぶことで充実した留学生活を送れる
ことを願っています。そして、この報告書がその助けになれば
いいなと思います。

能谷

千夏

Moi！私は2019年 9 月から2020年 3 月までの間、フィン

ランドのユバスキュラ大学に留学していました。本来なら 5 月
末までの予定だったのですが、新型コロナウイルス感染症の影
響で緊急帰国し、残った授業や課題は日本に戻ってからオンラ
インで続けました。突然の帰国はまさかの事態でありショック
でしたが、今となっては約 7 ヶ月間現地で留学生活を送れたの
はありがたいことだったと思っています。早くこの状況が落ち
着き、再び自由に渡航できるようになる日が来ることを願いつ
つ、ユバスキュラでの留学について報告していきたいと思いま
す。
留学前の準備
留学するにあたって、様々な準備や手続きが必要となります
が、とにかく時間に余裕をもって進めることが大事だと身を
もって感じました。例えば、留学前に在留許可の申請のため、
東京にある大使館まで行く必要がありましたが、私の場合はそ
の予約がとれるのに 1 ヶ月ほどかかり
（ 7 月初旬に予約のメー
ルを送り、大使館を訪問したのは 8 月に入ってからでした）、さ
らに申請してから自宅に許可証が届くまでに 3 週間かかりまし
た。大使館は営業時間が短いことが多く、混み合う時期は特に
手続きに時間がかかるようです。結果としては、出国の 1 週間
前に届いたので問題ありませんでしたが、手元に届くまでは不
安だったのを覚えています。 6 月中に予約の連絡をしておけば
よかったと後になって反省しました。
また、語学試験に関しても早め早めに取りかかることをおす
すめします。ユバスキュラ大学が求める英語レベルはCEFRの
B1レベル必須
（TOEFLで42-71点程度）
、B2レベル推奨（7294点程度）となっていました。私は 2 年生の 4 月に初めて受験
し、その後 7 月、9 月と、学内選考までに三度TOEFLを受験し
ましたが、三度目でようやくB2レベルに相当するスコアをとる
ことができました。TOEFLやIELTSなどは、一度受験しただけ
で目標スコアに届かせるのはなかなか難しいので、計画的に受
験することが大切だと思います。
ユバスキュラ大学での授業
ユバスキュラ大学は、首都ヘルシンキから電車で 3 ～ 4 時
間のところにあるユバスキュラ（人呼んで「学生の街」！）に位
置し、教員養成学校を起源にもつ大学です。私がフィンラン
ドを留学先として選んだ理由のひとつが、フィンランドの教
育全般や英語教育に関心があったためであり、それらを学ぶ
にはうってつけでした。教育学部の教育・心理学科に所属し、
Education in FinlandやForeign Language Pedagogyといっ
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大学・授業について
ユヴァスキュラ大学は教育学部が有名で教育について学ぶ人
が多いですが、私はコミュニケーションコースを専攻しまし
た。理由は、関心のあったジャーナリズムの授業が一つあった
からです。とは言ってもジャーナリズムは、留学生と大学院生
用の授業であり、もともとその分野の勉強したことがなかった
ので、ついていけるか不安でした。しかし、ユヴァスキュラ大学
は留学生だけかもしれませんが、授業に関しては放棄という概
念はなく、途中で違うと感じたらいつでも辞められるので、気
軽に受講することができます。ジャーナリズムの授業は初回に
先生と相談して受講することを決めましたが、ワークショップ
とグループワークメインの授業で沢山の刺激を受け、とって良
かったと思っています。フィンランドの大学はグループワーク
からの発表というスタイルの授業が多く、学生の学びへの意欲
や主体性が大切にされている印象がありました。コミュニケー
ションの授業は特に、ゲームやロールプレイなどのアクティビ
ティが多く、授業全体の雰囲気がとても良かったです。
また、ユヴァスキュラ大学ではESNという学生団体（EU圏の
大学生のための組織）によるアクティビティがたくさんありま
した。とりあえずこの団体をフォローしておけば、学内の活動
やイベント、旅行など見つけることができます。積極的に参加
すれば他の留学生と仲良くなれる機会が沢山あると思います。
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た科目を履修しました。留学生の受け入れもさかんな大学で、

ランドの日常を味わったりもできます。実際に私もそのプログ

てを英語で受けることができたのでありがたかったです。

ル作りをしたり、フィンランドの家庭料理をご馳走になったり

多くの授業が英語で開講され、私の場合は興味のある授業すべ
毎回課される30ページほどの論文の予習や、修士課程の学生

たちに交じって参加するディスカッションなど、大変さを感じ
ることも少なくありませんでしたが、双方向的で学生と教師の
距離が近い授業が多く、慣れてくれば質問や発言が自由にしや
すい環境でした。また、様々な国からの学生が集まっているの
で、教育制度や教授法などについて、各国のエピソードや学生
それぞれの経験を聞くことができとても興味深かったです。
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ユバスキュラでの生活
ユバスキュラは、湖や森などがあり自然豊かな一方で、大学
の近くにはデパートや映画館、カフェやバーなどが集まるエリ
アもあり、とても暮らしやすいところです。物価は日本と比べ
全体的に少し高い印象ですが、贅沢せずに自炊や自転車通学を
して過ごせば、それほどお金はかからないと思います。また、
大学の食堂では、学生証を提示すればビュッフェ形式のランチ
が 2 . 6 €ととても安く食べられるのでおすすめです。
住んでいたのは、大学から自転車で15分ほどのところにあ
る学生寮でした。キッチンとシャワー・トイレは二人で共用、
ベッドや勉強机などのある部屋は一人ずつにありました。中国
人のルームメイトとは、困ったときに助け合ったり、他愛もな
い会話をしたりと大切な存在である一方で、もちろん違う文化
背景で育ってきているので、少なからず生活習慣や価値観の違
いもありました。ときには距離をおき、お互いに干渉しないこ
とも必要だと感じました。
ちなみに、北欧といえば極寒のイメージをもつ方が多いと思
いますが、つらいのは実は寒さよりも暗さのほうでした。早い
ときには午後 2 時台に日が沈み、長い夜が続きます。現地の人
もみんなビタミン剤をのむということを聞き、私もスーパーで
調達しエナジーチャージしていました。
課外活動
日本語教育を副専攻で学んでいることもあり、留学前から実
践的に日本語を教える機会をもちたいと思っていました。縁
あって、ユバスキュラのMulticultural Center Gloriaという
施設で、フィンランドの人たちや留学生に向けた日本語教室の
企画・運営をさせていただき、とても印象深い経験となりまし
た。実際に教えてみて、日本人である自分自身が日本語をよく
理解していないことを痛感したり、質問されてもうまく説明す
ることができず申し訳なく思ったりすることもたくさんありま
したが、20人近くもの人が教室に来てくれたことがとても嬉
しく、また日本語を学ぶことに興味を持っている人がこんなに
たくさんいるのかと驚いたのと同時に、日本語教育を学ぶモチ
ベーションがぐっと高まりました。
また、Korteforteという合唱団に入っていたのですが、ここ
では 9 割以上がフィンランド人の学生で、留学生は私を含めほ
んの数人でした。そのような環境だったので、講師の先生は英
語で説明しようとしてくれるものの、気を抜くとフィンランド
語に戻ってしまうような感じでした。それでも、周りのフィン
ランド人の学生たちがすぐに訳してくれたので問題なくついて
いけましたし、それはシャイで無口だと言われるフィンランド
の人々の優しいー面に触れる機会ともなりました。他にも、ユ
バスキュラ大学には、大学周辺に住む家族と留学生がともに過
ごすFamily Friendship Programなどもあるので、そのような
機会をいかすことで、現地の人たちと深く関わったり、フィン
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ラムで出会った家族のお宅に遊びにいき、一緒にシナモンロー
しました。本当の家族の一員のようにあたたかく迎えてもら
い、心穏やかな時間を過ごすことができました。

最後に
ユバスキュラでの 7 ヶ月は言い表せないほど楽しく充実した
日々でした。留学するにあたり、アドバイスやご支援をいただ
いた先生や先輩方、家族、友人、そして特にお世話になった留
学推進係の皆様には本当に感謝しています。ありがとうござい
ました。
最後の最後に
ひとつだけ後悔があるとすれば、 7 ヶ月もフィンランドにい
ながらオーロラを見ることができなかったことです。いつかそ
のうち見にいけるだろうと悠長に構えていたら、突然留学が終
わってしまいました。
「思い立ったが吉日」
、ユバスキュラ留学
で得た大切な人生の教訓のひとつです。

人間社会学域人文学類

無量井文恵

私は2019年 9 月から2020年 3 月までフィンランド、ユバ
スキュラ大学に留学しました。新型コロナウイルス感染症の影
響で、 5 月までという当初の計画を中断することになりました
が、それでも多くのことを得られた留学だったので、その経験
をここで振り返りたいと思います。留学を考えている皆さん、
また迷っている皆さんのお役に少しでも立てたら嬉しいです。
はじめに
私自身は金沢大学で、人文学類中国語中国文学研究室に所属
しています。同時に、英語や国語の教員免許取得を目指す中で
言語教育にだんだんと興味を持ち、ユバスキュラ大学では教育
学部に所属しました。研究室では、中国や台湾以外に留学する
前例がなかったため、中国専攻でフィンランドに派遣させても
らえるかという不安がありました。結果としては、専攻に関係
なく、熱意と理由があれば大丈夫でした。後輩の皆さんの中に
も、大学の中で興味の幅が広がるにつれて思わぬところに留学
したくなる方もいるかもしれません。そういう時は、一時迷う
と思いますが、ぜひ勇気を出して挑戦してほしいです。
留学前の準備
勉強面の準備に関して、英語を留学前に勉強すべきだと最初
は思っていましたが、ある先生に、現地に着いたらするように
なるから今は大丈夫と教えてもらいました。これには様々な意
見があると思いますが、私の場合は英語を後回しにして他にや
るべきことをするほうが良かったと思います。大学の授業は留
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学前に完全に想像することは難しく、始まってみて初めて、自

学生のために英語で話してくれる場所もあるので、一度行って

読むのが遅かったので、それを自覚してから必死になりまし

が、それはそれで全くわからない言語に囲まれて度胸がつき良

分に必要な英語の勉強が分かってきます。私はとにかく論文を

た。しかし、それは留学して初めて気づいたことだったので、

留学中
〈授業〉
授業は言語教育の授業や、フィンランド語の授業、アカデ
ミック英語関連の授業等を履修しました。教育の授業では毎
回、論文を読むことが宿題で、授業中はディスカッションや発
表で進行していきました。論文の宿題には苦労しましたが、授
業自体を学生が中心となってつくるという楽しみがありまし
た。フィンランド語の授業や英語の授業でも、毎回の宿題は大
変でしたが、授業では説明を聞いたり課題をやったりと、ゆっ
たりとした雰囲気でした。ちなみにユバスキュラ大学は、時間
割の概念があまりなく、 3 時間続く授業もあれば、 1 時間半の
授業もあり、授業時間も決まっておらずバラバラです。期間に
関しても、週三で 1 か月続く授業もあれば、週一で 3 か月かか
るものもあります。授業が被った場合は先生に相談すれば対応
してくれるので、各学期の最初にそれぞれの開講日と時間を確
認してカレンダーをつくることをおすすめします。
〈コミュニティへの参加について〉
ユバスキュラ大学は、日本の大学のようにサークルや部活が
あるわけではありません。しかし①大学内のジムや、何かの教
室を通うこと、また②地域のコミュニティに入ることで友達を
つくることができます。①は年間60ユーロほど払いメンバー
シップになることで、ジムが使用できる、またスポーツ教室に
参加できるようになることです。私の知る限りでは、ヨガやダ
ンス、キックボクシング、卓球、バレーなどがありました。一回
きりの参加でもいいし、毎週通ってもいいし自由だそうです。
コミュニティというよりは、好きな時にスポーツをしにいった
らいつも会うメンバーがいるという感じです。②は、ユバス
キュラに住んでいる人なら誰でも入れる部活動団体のようなも
のです。空手や柔道に入っているフィンランド人の友達もいま
したし、私は剣道コミュニティに所属していました。最年少は
中学生、親世代の方もおり、大学生や院生も多く参加していま
した。私は高校の時に一年だけ剣道をしていた初心者だったの
で、フィンランドで改めて剣道を教えてもらいました。週三回
ありましたが休むのは自由で、課題や体調にあわせて好きな時
に行っていました。後期から参加しましたが、前期から参加す
れば良かったなと思うほど、居心地の良い場所でした。またそ
ういうコミュニティや教室はすべてフィンランド語ですが、留

い経験だったなと思います。

最後に
フィンランドは基本的に
「何もない」
国ですが、その何もなさ
が特別です。華々しい留学先はたくさんありますが、フィンラ
ンドと似た国は存在しないと思います。ここまでたくさんのこ
とを書きましたが、私は
「フィンランドの雰囲気」
が一番好きで
す。人がゆったりと生きて、寒くて暗い気候と共存し、しかし
工夫し、幸せを見つけるのが上手な国です。でもやっぱり、言
葉で正確に表現できるものではないので、フィンランドに行か
れる方は自分自身でぜひ味わってきてください。

フランス

オルレアン大学
人間社会学域国際学類

上山

暉

はじめに
約 7 ヶ月間のフランス・オルレアンでの留学を通して感じた
ことや考えたこと、実際の留学の様子、そして留学生活で見るこ
とができたフランスの文化について紹介させていただきます。
留学をするまで
中学 3 年生の時のオーストラリア研修で体験したことの新鮮
さがずっと心の底に残っていて、大学では絶対留学に行く！と
決めて高校生活を送っていました。実際に大学生になってから
は英語を話す地域以外にも興味を感じて、初修言語でフランス
語を選択しフランス語を勉強し始めました。けれども、そこま
で強いモチベーションを持っていたわけでもなく、留学先とし
て英語圏というよりはフランス語圏に留学に行くのかもしれな
いなどと、おぼろげに考える程度でした。正直に告白すると、
一生懸命フランス語を勉強したとは言えず、成績も良いとは言
えません。 2 年生の秋に仏検 4 級をなんとか取得できたレベル
でした。
ただし、留学先を決める段階になると、これ以上のレベルの
英語を習得するより、別の言語を流暢に話せるようになりたい
と考えるようになりました。熱心な学生ではありませんでした
が、フランス語学習を続けてきたことで生まれた言葉への興味
からフランスへの留学を決めたのです。
ここまでのんびりとしてきましたが、留学が決まると火がつ
くものです。決定から出発までの半年間で、もう可能な限りフ
ランス語の授業を取得して、図書館にある参考書をひたすら解
く生活を送りました。すると、留学前の仏検でなんとか準 2 級
を取得するまでレベルアップしたのです。これで現地でもいけ
る！と少し自信を持つことができました。
オルレアンでの授業について
私は現地の語学クラスに所属しました。語学クラスでは、到
着してすぐに行った試験の結果を基にレベル分けされて、15人
程度のクラスに振り分けられました。参加者は、私たちのよう
なアジアからきた学生や、結婚あるいは仕事のための移住など
でフランスに住んでいる人たちで構成されていました。また、
金沢大学以外からも日本人の大学生が参加していました。私は
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事前準備できるものでなかったと思います。また、現地で必死
になるよりも効率的に克服できました。もちろん、英語の勉強
をすることで留学前の精神的な不安が軽くなる方は、英語の勉
強をおすすめします。しかし、私のように、英語というよりは
現地で学ぶ分野に不安（もしくは熱意）がある方は、やはりそち
らを優先するのが良いと思います。留学前にもよく本はあさっ
ていたので、それは良かったのですが、フィンランドについて
から、より貪欲にもっと多くの論文や本を読んでくればよかっ
たと何度も思いました。授業中の友達との議論や、先生への質
問、放課後の論文との格闘、レポート作成、これらすべての場
面において、知識があればあるほど、着眼点や疑問も増え楽し
くなります。私は運よく、四年生や修士生の友達に恵まれて、
たくさん助けてもらい成長することができました。それでもや
はり、留学前にもっと日本語で情報を集めておけばよかったと
思っています。

みると良いと思います。剣道部はすべてフィンランド語でした

前期はA2のクラスの所属になりました。

とても楽しむことができました。さらに、団員の一人ととても

文法に強く、大人は聞く、話す、に強いという特徴でした。さ

なりました。

まずクラスに参加して気づいたことは、学生は読み、書き、

らに興味深かったのは、授業で発表をする際に日本人などの学

仲良くなり、お家に招いていただいてウサギ
（！）
をごちそうに
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生は台本を用意して覚えてくるのに対し、大人はその場で考え
て話していたところです。年上の人たちは生活のためにフラン
スに移住しているので、まずはとにかく話すことを身に付けて
から知識を学ぶのだという背景の違いを体験したのは印象的な
出来事でした。
授業のレベルについては、初めは先生の言っていることを聞
き取ることに一生懸命でほとんど発言はできず、 1 日が終わる
と疲労を感じていました。けれども授業を重ねるうちに、楽に
フランス語を聞き取れるようになり、どんどん自分の発言の機
会も増えていきました。自分の意見や答えだけでなく、分から
ないことについての質問など、ある時からパッと口に出せるよ
うになりました。これが話すことに慣れた、ということなのだ
と思いました。私が留学を通して一番成長したことがこのよう
な話す能力で、後期にはB1クラスにレベルアップすることがで
きました。
また、発言をする中で、日本人が意見を考える機会が少ない
からか、「どうしてなの？」と聞かれたときに、日本人はすぐに
返答することができないことに気づき、教育について考えるこ
ともありました。この視点も自分の中でこれから育てていきた
いことの一つとなっています。

寮生活とホームステイ生活
大学から歩いて10分ほどの寮から学校に通っていました。部
屋は広いとは言えませんが、勉強や生活をするには十分の大き
さでした。キッチンは共同でしたが、混み合ったことはほとん
どありませんでした。ただ、私のフロアのキッチンだけ、ブ
レーカーが落ちやすく、別のフロアや階に移動して料理をする
こともよくありました。アルバイトやサークルなど多忙な日本
での生活とは異なり、授業が終われば基本的に寮に帰るだけで
した。料理をしたり、自分について考える良い時間でもありま
したが、YouTubeなど動画を見る時間も多くなってしまい、こ
の生活ではいけないと考えるようになりました。色々検討した
結果、大学の制度を利用し、ホームステイをすることに決めま
した。本来なら契約期間の変更などは認められない中、オルレ
アン大学にも金沢大学の方にも理解していただき、一月からは
ホームステイを始めました。ホストマザーは留学生にとても理
解のある方でした。夕食の時間は家族の会話に混ざり、いろい
ろな話をしました。夕食は基本的には 9 時ごろ、やはりチーズ
とパンは常備、終わりには必ずデザートがありました。時間の
遅さに慣れるには時間がかかりましたが、良い経験ができたと
思っています。

支えてくれた人たち
大学では、日本語学科の学生や、留学生に興味がある学生と
知り合う機会がすぐに見つかり、授業後におしゃべりをした
り、一緒にご飯を食べるなどしていました。お祭りやパーティ
などに誘ってもらった際には、フランス語を教えてもらう代わ
りに日本語を教えたりもしました。今でもSNSを通じて連絡を
取り合っています。
また、フランスで生活していく中でやはり現地の日本人の方
の存在はとても助けになります。私は、現地に住んでいる日本
人の方が主催している日本語教室にも毎週末参加していまし
た。おいしいお店を紹介していただいたり、おうちで日本食を
振る舞っていただいたり、本当にお世話になりました。また、そ
の方が参加している地区の吹奏楽団体にも参加させていただき
ました。たくさんの現地の人たちで構成されているこの吹奏楽
の団員は、留学生とはほとんど縁がない人たちなので、話すス
ピードが早かったり、わからない言葉が多く会話に登場したり
と、現地ならではのコミュニケーションに少し苦戦しました。
一方で、音楽は世界共通なので、団員のみなさんと一緒に演奏
でき、特に教会でのコンサートは日本では未経験だったので、

バカンスを楽しむ
フランスのもう一つの特徴といえばバカンスです。平日も18
時ごろにほとんどのお店が閉まり、土日も外出するというより
は家で休む文化で、日本人に比べてよく休んでいるように感じ
ますが、さらに月に一回ほど、 5 日以上の連休がありました。
ホームステイ先では食事の終わりはよく
「バカンスまであと○
日」で締められるほど彼らは休暇を大切にしていると感じまし
た。
私は休暇を使って、せっかくの機会と思い、とにかくたく
さんの国へ旅行に行ってきました。友人とイタリアを回った
り、クリスマス時期はドイツのいろいろな都市のクリスマス
マーケットを巡りました。他の国に留学していた金沢大学生の
友達にも会いに行きました。一人旅にも行ってきました。イー
スターや授業課程が終了した後には、さらにスペインなどヨー
ロッパで行きたい場所、有名な場所をたくさん旅行する予定で
したが、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が早まったた
め、夢かなわず、残念でした。
終わりに
留学を通して学んだことは、
「全ての決断は自分次第」という
ことでした。授業中にどれだけ発言するか、普段どんな人と関
わるのか、どんな日常を送るか、もちろん日本でも自身で判断
する必要がありますが、留学中は特に重要だと感じました。一
つ一つの選択が、貴重な留学中の学びや経験を左右します。留
学を控えるみなさんには、周りの日本人学生や日本的な雰囲気
に惑わされずに自分がやりたいことの軸を大切にし、行動して
欲しいと思います。何か分からないことなどがあればいつでも
お手伝いします。積極的に行動してください！

人間社会学域人文学類

中島

成美

2019年 9 月から2020年 3 月までの約 6 か月半の間、オルレ
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アン大学に留学していました。フランスのパリから少し離れ、

で、平日はあっという間に過ぎていきました。授業は同じ科目

学です。この報告書が留学を考える皆さんの参考になれば嬉し

どの授業でも毎回課題が出され、難しい課題もあるので大変で

電車で 1 時間ほどの場所に位置する都市、オルレアンにある大
いです。

授業について
私はInstitut de Français（通称IDF）という大学内機関で学
びました。 9 月初めに行われるテスト（筆記・面接）でクラスが
振り分けられます。前期末にもう一度テストがあり後期のクラ
スが新しく決められます。IDFはDELF/DALFというフランス
語試験に合格で
きる言語力を身
に付けるのが目
的の一つにある
ので、試験内容
に沿った授業が
あ り ま す。
（手
紙の正式な書
き方など）他に
も、発表中心の
授業や、フラン
スを学ぶ授業
（美 術・ 歴 史・
地理など）があ
りました。週12
コマ
（ク ラ ス に
よって多少の変
動あり）あるの

したが、この課題のおかげで、大量のフランス語を読む耐性と

書く力が上がりました。
後期からはぐっと授業のレベルが上がりました。先生の話す
スピードも格段に上がり、扱うテーマも難しくなり、ついてい
くのがやっとで、毎日課題と予習に追われていました。また、
授業のスピードが速く、周りの学生のレベルも上がるので、授
業で分からないことがあっても質問する間もなく授業が進んで
いくということも増えました。そのため、後期はよく日本語学
科のフランス人の友達を頼って課題や授業で分からなかったこ
とを質問し、その代わりに彼らの日本語の課題を手伝っていま
した。フランス人との会話も増えるし、友達の輪も広がるので
オススメの学習方法です。
学校生活について
大学には大きな食堂が 2 つあるのですが、昼時は混雑し 1
時間の昼休みでは間に合わないことも多く、ランチのクオリ
ティーも日本の大学の食堂と比べるとお世辞にも高いとは言え
ないものだったので、私は大抵自分でお弁当を持っていき大学
のホールで食べていました。また昼休みの次が空きコマの時な
どは大学の近くの美味しいケバブ屋さんを利用したりしていま
した。
9 月はキャンパスツアーや街のツアー、ウェルカムパー
ティー、11月には遠足、他にも様々な学校主催のイベントや学
生団体主催のイベントがあって、沢山の留学生やフランスの学
生と交流できました。
寮生活について
私は寮生でしたが、寮を選んで本当に良かったと思っていま
す。クラスメイトとは違う
「寮仲間」
という新しいコミュニティ
が出来ますし、生活における問題は基本的に寮仲間に相談する
と解決します。何より、同じ建物内に友達がいるので、ホーム
シックにもなりにくいと個人的には思います。
オルレアン大学の寮は寮費によって 3 つのレベルに分けら
れ、レベルごとに 2 つ寮があります。私は真ん中のレベルの寮
（RoseとChâtaigniers）のChâtaigniersに住んでいました。私
の寮は 9 ㎡の 1 ルームで、部屋内に冷蔵庫とトイレとシャワー
があり、キッチン
（各階 2 つ）と洗濯機・乾燥機
（地下に 4 台）は
共用です。 1 番上のレベルの寮は、私の部屋の 2 倍くらいの面
積で、キッチンも部屋に入っています。一番下のレベルは、ト
イレとシャワーも共用だそうです。日本人の女子学生は真ん中
のレベル以上の寮に住むことをお勧めします。
留学前の 5 月に寮のレベルの希望が取られ、敷金（100€）を
納めます。RoseとChâtaigniersは選べませんでした。参考ま
でに、Roseの方が校舎には近いが、Châtaigniersの方が綺麗
だそうです。
フランスの大学の寮は基本的にCROUS（日本の大学でいう
生協のようなもの）
が管理していますが、このCROUSの手続き
は本当に遅い上、雑でミスが多いです。日本人学生は分からな
くてもハイと答えたり、不満に思っても泣き寝入りしたりする
ことが多いですが、必ず自己主張しましょう。フランス人学生
を連れて抗議しにいくと安心するし話が通りやすいです。
留学を振り返って
21年間金沢から出たことがなかった私にとって、フランス
37

ヨーロッパ

留学前の準備
まず学習面についてです。90分全てフランス語で行う少人数
のコミュニケーションの授業を取りました。フランス語に耳を
慣らす、フランス語を話すことに慣れるためにも強制的にフラ
ンス語を大量に聞き、つたなくてもとにかく話すという時間を
作ったことは良い選択だったと帰国した今でも強く思います。
留学中、一番言語で困るのはおそらく会話の時です。そのため、
聞く・話すトレーニングはしておくと良いです。それともう一
つ勉強しておいて良かったと思ったのが、文法用語をフランス
語で覚えておくことです。当たり前ですが、フランスでは、品
詞名や「直説法」など文法の授業で必ず使う用語は全てフランス
語です。「留学前に覚えておけば良かった！」という学生の声も
聞きました。仏検準 2 級は最低限のレベルとして取っておきま
しょう。言語の上達は実感しにくく、そのスピードも遅いので
不安になって新しく参考書を買いたくなりますが、留学前はそ
れまで授業で学んだことをしっかり定着させる為に何回も復習
するだけで充分です。
次に、勉強以外の準備についてです。恐らく留学準備を始め
る時ネットで情報収集をすると思いますが、フランスの学生ビ
ザの取り方やフランス留学生の体験記ブログは非常に数が少な
いです。あったとしても、かなり前のものだったりします。ビ
ザ取得など留学前の諸手続きやフランス到着後の諸手続きのシ
ステムはかなり複雑な上、今年から手続きのシステムが変わっ
たということも少なくありません。そのため、実際に最近留学
にいった先輩と繋がることが一番だと思います。その人が全く
知らない先輩だった場合大量に質問するのは憚られるかもしれ
ませんが、どの先輩も同じ道を通ってきているので安心してく
ださい。

でも、先生によって内容、レベル、課題量はかなり変わります。

での一人暮らしは非常に刺激的で、自分を逞しくしてくれまし

ランスへの留学生向けセミナーにも参加し、フランス渡航後の

情報をたくさん集めよう」ということです。手続き面でいうと、

の準備と大使館の予約などで時間がかかるため早めに取り掛か

た。留学をする皆さんに伝えたいことは「多くの人と繋がって

銀行口座の開設や入寮手続きなど生活を始める上で多くのこと
を短期間で処理する必要がありますが、自分で情報を得ようと
しなければ、遅れをとってしまい、一人で全てやることになり
ます。待っていても誰も助けてくれないのでアピールが大切だ
と学びました。また、イベントの情報などもアンテナを張って
いる人とそうでない人とでは差が大きいです。留学中は、貪欲
に情報収集すると留学生活がより豊かになると思います。

フランス
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トゥールーズ大学ジャン・ジョレス校
人間社会学域国際学類

原

那月

はじめに
僕は2019年 9 月から2020年 3 月までの 6 か月間、トゥー
ルーズ大学ジャン・ジョレス校に留学しました。本来の予定な
ら10か月の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響
により短くなりました。トゥールーズはフランス南部に位置す
る、フランス第 4 の都市です。歴史的な建物が多く立ち並び、そ
のほとんどがバラ色のレンガで彩られていることもあって
「バ
ラ色の街」と呼ばれています。留学生の割合が非常に高く、各国
から多くの学生が留学しに来ている国際色に富んだ都市で、か
つ航空産業が盛んでエアバスの本社もある伝統と革新が融合し
た街と言えます。住人がみな優しく、都会ではあるけども温か
みのある雰囲気がこの街の特徴です。
留学の理由と準備
2 年生の夏休みにフランスのオルレアンでの語学研修に参加
した際、フランス社会への興味関心が高まったこと、具体的に
はフランス人の移民への考え方や政治参加についてより詳しく
フランス人と交流、議論することを通して知りたいと考えたこ
とからフランスへの留学を決めました。トゥールーズを選んだ
のは、フランスの南の地方に行ってみたかったことと、学生が
多い街なのでフランスだけでなく各国の様子もつかめると考え
たからです。
留学の準備としてはフランス語検定の受験やビザの取得、各
種必要書類をそろえることを行い、フランス語能力を高めるた
め、金沢に留学中のフランス人学生とコミュニケーションを
とったり、フランス人のYouTuberの動画を見たり、フランス
語の音楽を聴いたりしました。また、外務省が開催しているフ
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手続きや緊急時の対応等を学びました。ビザの取得は必要書類
ることをお勧めします。渡航日までにビザ発行が間に合わない
例も見たことがあるので、そうならないように早め早めの行動
を心がけた方がよいですね。
大学の授業
トゥールーズ大学は歴史ある大学で、なんと創設が1229
年！日本は鎌倉時代です。トゥールーズ大学は学部によって 3
つにキャンパスが分かれていて、僕が通ったジャン・ジョレス
校は文学や外国語、社会学、美術などが含まれる第二のキャン
パスです。他に政治学などが含まれるCapital1（第一）と理系の
学部が集まっているPaul Sabatier（第三）
があります。
基本的に金沢大学からの留学生はジャン・ジョレス校に併設
された語学学校に通うことになっていて、授業内容はフランス
語の作文やオーラル、リスニングなどです。一コマ 2 時間で週
16時間くらいのカリキュラムで、フランスの歴史と文化や文学
に関する授業などもあります。それとは別に専門科目の履修も
可能で、フランス語の授業だけでなく、TOEFLのスコア基準を
満たしていれば英語で開講されている専門科目の授業も履修で
きます。ちなみにフランス語での履修は最低でもB2レベルが必
要とされていて、僕は当時B1レベルでしたが、専門科目をどう
しても履修したかったので教員と交渉して後期に 3 つほど専門
授業を履修しました。周りはフランス人学生ばかりで留学生は
自分一人、議論にもついて行けない中ではありましたが、メモ
を必死にとり、わからないところを教員や周りに質問してなん
とか 2 コマ連続 4 時間の授業を乗り切っていました。結果的に
新型コロナウイルス感染症の影響で中断されることにはなりま
したが、必死に勉強してよかったと思っています。
ジャン・ジョレス校の素晴らしい設備をあげるとすれば図書
館で、中央にあるメインの図書館に加え、各学部の図書館があ
ります。学部の図書館では飲食や雑談ができるほか、ハンモッ
クや大きいクッションが置いてある睡眠が取れるスペースが
あって感動したのを覚えています。ぜひ金沢大学にも導入して
ほしいですね！そんな具合で空きコマは図書館で勉強したり、
映画を見たり、友達と話したりして過ごしていました。
日常生活
平日は授業を受け、その後スーパーで買い物をし、寮に帰っ
て自炊するというのがいつもの流れでした。寮は大学までバス
とメトロを使って片道45分程度と通学は大変でしたが、寮の
周りは閑静な住宅街なので騒音や治安などを気にせず生活する
ことができました。休日には友人と勉強会をすることもありま
したが、基本的に遊びに行くことが多く、トランポリンなどの
アクティビティをしたり、映画を見たり、カフェやレストラン
に行ったりしていました。留学生活後半にはボードゲームには
まったので、毎週友人らとひたすらボードゲームを楽しんでい
ました。一人で過ごす休日は、大きな通りや広場で開かれるマ
ルシェと呼ばれる市場に野菜や果物を買いに行ったり、広場で
本を読んだり、博物館や美術館巡りをしたりして街の雰囲気を
堪能して過ごし、時々ひきこもりたくなった時は部屋で動画を
見てだらだら過ごしていました。外に出っぱなしで疲れた時に
はそういう息抜きも適宜必要ですね。年越しはトゥールーズで
迎えましたが、それ以外の休暇中はフランス国内や外国を旅行
することが多く、様々な都市の様子を比較するのも楽しかった
です。新型コロナウイルス感染症の影響で多くの国は回れませ
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んでしたが、また旅行ができるようになった際はそういった部
分も体験してほしいと思います。

そんな私がトゥールーズに留学先を決めたのは街の素晴らし
い劇場文化があるという理由です。大学時代の課外活動では合

感染症拡大と帰国

先に合唱団やバレエ団をはじめ、オーケストラとオペラを抱え

唱、小学生と中学生時代にバレエを習っていた経験から、留学

終わりに
この留学生活では貴重な友人や経験を得ることができました
し、帰国後のものの見方が変化したように感じます。留学先で
やり残したことも多くありますし、別れを言えないまま帰国す
ることになったのは大変残念ですが、ここで経験したことは無
駄にならず、また別のことに活かしていけると考えています。
いつか留学したいと考えている人には往来が可能になった時に
思う存分学び・楽しんでもらうため、語学力や知識を増やして
その時を待っていてほしいなと思います。

人間社会学域人文学類

久保

星子

私は留学に行きたくありませんでした。いえ、たしかに大学
生になりたての頃は留学に行ってみたいという思いを持ってい
たのは事実です。けれども大学生活にだんだんと慣れてくる
と、現状の生活環境に満足を覚えるようになっていました。す
ると留学に対するモチベーションもだんだんと少なくなり、む
しろ日本の生活に対する愛着の方が強くなってきました。また
正直なところ、留学を経験した先輩方のように、留学に行って
成し遂げたい大きな目標を何度考えても見つけられず、自分自
身に留学は必要ないと言い聞かせることで、いつの間にか留学
という考えを自分から遠ざけていた、という側面もあったこと
は否めません。
その一方で、以前から留学に行くことには興味があったた
め、留学に行かずに大学生活を終えることを考えた際にはどこ
か心残りを感じていました。長い間悩み続け、最終的に大学生
活はよほどの決意がない限り人生で一度きりであり、胸を張っ
て学生生活を楽しんだというためにはやはり留学は私にとって
必要であるとの考えが私の背中を押しました。

る劇場があるなら 1 年間心楽しく過ごせるだろう、という気持
ちで留学しました。
結論として私の留学は成功でした。留学前はどちらかとい
えば留学に行くこと自体が目的で、劇場文化を体験するとい
うことは留学に行くための口実のようなものでした。しかし
実際に行ってみると、期待していた以上の体験ができたので
す。トゥールーズの街の中ではさまざまなジャンルの音楽イベ
ントが行われていて、日本では感じることのできなかった音楽
と街の一体感を感じられました。よく観に行ったキャピタル劇
場ではこれまで苦手意識を持っていたオペラに思いがけず魅了
され、自分自身の感動や興味の幅が広がりましたし、日本では
絶対に見られないような演目も見られました。また、大学生活
でも音楽の授業や大学の合唱団に入って活動し、日本で活動し
ていた時とはまた異なった指導法や取り組み方に刺激を感じる
日々を過ごしました。
もちろん辛かったこともあります。大学の長期間のストライ
キ、新型コロナウイルス感染症による学校閉鎖、途中帰国…。い
つ大学が再開するのか予測できずに時間だけが過ぎてゆく虚し
さから、この留学が私にとって意味のあるものだったかどうか
を考えこんでしまい、苦しく感じる時もありました。その際に
突破口になったのは、行きつけのお店を作り、地域の人と話し
たり特別なサービスを受けてみたりしてはどうかという先生の
助言と、家に誘ってくれたりご飯にたびたび誘ってくれたりし
た多くの友人でした。人との関わりは、留学中いつどんなとき
でも危機から救ってくれます。考えてみれば、フランスに着い
た時は 1 人も知り合いがいない中スマートフォンも使えなかっ
たり、ある夜には電車を降り間違えて人気のない駅に降りたり
と、途方に暮れるような瞬間に何度も遭遇しました。しかし、
困ったときには近くにいる人に話しかける勇気を持ち、その都
度助けてもらうことで危機を乗り越えられましたし、嬉しいこ
とにその時から今でも連絡を取って仲良くしている友人もたく
さんいます。
留学準備に必要なものは、行こうとする気力とあらゆる手続
きをこなす気力、そしてお金です。留学に行った後は
「なんとか
する」という積極的な気持ちさえ持っていれば絶対になんとか
なりますし、なんとかしているうちに今まで出会ったことのな
いような人々に出会います。それは国籍や人種、性別年齢が異
なる人という意味もありますが、今まで友達として接したこと
のない性格の人と出会ったり属したことのないグループに入っ
たりするということです。ここからまた思いがけないつながり
や、思いがけない自分自身との出会いもあります。言語は初習
言語で習った程度でも、授業にきちんと出席したり人とよく話
すようにしていれば、ある日突然驚くほど聞き取れたり話せた
りするようになるので、心配する必要はありません。ただし、
ただでさえ理解するのが難しいフランス語が、現地ではさらに
早口で略語が多く使われるので、しばらくの間は全く理解でき
ません。現地で習得しようと考えるのであれば本当に心して頑
張る必要があると覚悟しておいてください。
私は留学生活を通して何かを上達させるということに力を注
いでいなかったので、先生方や勉強をすごく頑張った人から見
たらあまりにもつまらない留学に見えるかもしれません。しか
し、私の留学が良かったかどうかは私が決めることです。私は
一度きりの人生において、半年間にはなりましたがこのような
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ヨーロッパ

フランスで新型コロナウイルス感染症が蔓延し始めたのは 3
月初めくらいでしたが、すぐに感染拡大となり、その月の終わ
りには帰国することとなりました。外出制限の発令や教育機
関・レストラン等の閉鎖といった命令が次々と出される中での
精神状態は正直あまりよいものではありませんでしたが、日本
人学生の友達と連絡を取り合い、日々の情報収集を怠らないよ
うに心がけたことでその状態を脱しました。こういった状況の
場合には常に最悪の事態を想定して行動すること、できる限り
コミュニケーションをとることが大事だと思うので、何かトラ
ブルが起きた際には参考にしてもらえればと思います。

時間を過ごすことができて、本当に満足しています。また留学
から帰ってきた人はおおむね皆がそう言うでしょうが、留学を
通して自分自身の考え方が大きく変わったと感じます。私の場
合の一つ驚くべき例を挙げると、留学を嫌がっていたにもかか
わらず海外出張や海外転向のある企業を受けて内定をいただい
たことでしょうか。これが留学を通して得た良い変化だったか
は、これからの私が仕事を通じて決めていきたいと思います。
あなたもぜひ、自分の気持ちに素直に、あなたらしい留学生
活を送ってください。応援しています！

フランス
ヨーロッパ

ロレーヌ大学
人間社会学域国際学類

堀口

佳乃

はじめに
私は2019年 9 月から2020年 4 月までフランスのロレーヌ
大学のメッスキャンパスに留学していました。人文学部に所属
し、文化人類学や美術など幅広い分野について学習しました。
今回は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、前期で留学が
終わることになりましたが、それも含め今回の留学での経験や
思いを報告書にまとめたいと思います。今後留学を考えている
皆さんのお役に少しでもなれば幸いです。
留学前
私が留学を決めたのは、3 年次に休学してアフリカ
（フランス
語圏）に渡航した経験からもっとフランス語を話せるようにな
りたい、そしてアフリカに影響のあるフランスの文化について
も知りたいと考えたからです。留学前の準備としては、学部留
学に必要な語学レベルの取得です。私は渡航前にDELF B1と仏

検 2 級を取得しました。留学を終えての率直な感想としては、
学部留学するのならDELFはB2レベルに上げておくほうがいい
と思います。そして、現地の学校との連絡はもちろんフランス
語なので、まずはしっかり自分で確認して分からないことがあ
る場合は先生に質問し、早めの準備を心がけることが大切です。
私は大学の寮に事前に申請していたのですが、留学初日に事
前に送っていた書類が不足しているとのことで入れてもらえま
せんでした。泣きそうになりながら 1 週間ホテルに泊まり、そ
のホテルの人に書類を一緒に見てもらいながらなんとか申請で
きました。やっぱり事前の準備が大切です。特にフランスは書
類が多い！何枚も同じ書類を用意しないといけないし、何か所
もサインしないといけないです。気をつけてください。

留学中

〈授業〉

私は、Sciences Humanes et Sociales の中のHumanités

という学部に所属していました。学部では日本人留学生は私一

人で、最初はとても心細かったのですが、先生やクラスメイト
が親切にしてくださり、授業を録音してクラスメイトのノート
を見せてもらいながら授業に臨みました。学部の授業は文化人
類学や美術、社会科学や教育など幅広く学ぶことができまし
た。学部の授業以外にも留学生のための語学クラスも週 2 回あ
り、そこでは中国やスペイン、イタリアなどさまざまな国の生
徒とともにフランス語を学ぶことができました。
〈交流〉
ロレーヌ大学のメッスキャンパスには選択で日本語の授業が
あり、様々なレベルのクラスがありましたが、どのクラスも20
～30人ほどいて、みんな日本語や日本が好きな生徒がたくさん
集まっていました。私も何度か授業にお邪魔させていただき、
先生のお手伝いをさせてもらいました。そこの生徒さんたちと
は、授業時間外に勉強会をしたり、他の日本の大学から来てい
た生徒さんと一緒になって交流会を企画したりしました。日本
をもっと知ってもらうためにプレゼンをして、クイズや折り紙
などをしてとても盛り上がりました。
〈生活〉
メッスは 1 つの島にキャンパスがあって、寮もその島にある
ため静かでとても過ごしやすかったです。寮は一人部屋で、部
屋にはベッドと机、冷蔵庫、シャワートイレが設備されていて、
キッチンや洗濯機
（有料）
は共同で使っていました。学食もあり
ましたが、基本的には自炊をして生活費を少しでも抑えるよう
にしていました。街中はバスがたくさん走っていましたが、小
さな町なので基本的に徒歩で行動していました。治安は夜に出
歩いていても怖いと思うようなことはなく安心でした。
最後に
私は、3 年次にも 1 度休学をしていて今回留学に行くことで、
同期のみんなよりも 2 年遅れての卒業になることに初めは不安
も少しありましたが、自分がやりたいことをやれるだけやって
みて後悔はありません。今回は新型コロナウイルス感染症とい
うイレギュラーもあり、留学は途中で終わり、就職活動も今ま
でとは異なりましたが、その経験が無駄になるということはな
いと思います。今、留学に行こうか悩んでいる人はその時にし
かできない経験ができるよう選択してみてください。自分一人
では解決できなくても留学推進係の方や先輩たちがたくさん相
談に乗ってくれると思います。皆さんのこれからの留学が素敵
なものになりますよう願っています。

ドイツ

ヴュルツブルク大学
人間社会学域地域創造学類

加藤

瑞葉

はじめに
私は、2019年 9 月から2020年 7 月まで、
（ 4 月から 7 月は日
本でオンライン授業を受講しました）ヴュルツブルク大学の学
生として勉強をしました。今回は、留学中というよりも、奮闘
した準備段階や新型コロナウイルス感染症による早期帰国後の
ことについて焦点を当てて綴っていこうと思います。
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留学するに至るまで

最後に

入学後、さまざまな海外研修を経験するうちにその思いは膨ら

帰国ということ

志望動機書を書こうとしたときから生じてきました。留学する
理由や留学する意味を数多くの場面で尋ねられるのです。漠然
とした“行きたい”という思いと、尋ねられて戸惑う“留学する意
味”の乖離に悩みました。“行きたい”が先走っている私は、留学
をする意味を聞かれるたびに迷い、留学をするとの決断を先延
ばしにしていました。そのような状況で行き詰り、まずは幅広
い意見を聞こうと、私はいろいろな方にお話を伺いました。先
生や留学経験者はもちろん、一時は考えたものの最終的には留
学という選択をしなかった方のお話も伺いました。そう模索し
ていくうちに、自分のなかで大事にしている考え方や物事の決
め方の法則性、素直な気持ちが見えてきました。さらに、いろい
ろな方の話を聞くうちに、また、自分の思いを聞いてもらうう
ちに、漠然とした“行きたい”という気持ちには、何かしらの背
景があることに気がつくことができました。“行きたい”、そう
思うのには、理由があります。なんの関心もないところに、こ
ういった気持ちが湧いてくることは少ないのではないでしょう
か。“行きたい”という気持ちに素直になって、何がそんなにも
自分をかきたてているのか、それをひも解いていくことが大切
だと思います。ひも解くスタートは、些細な気づき、例えば、こ
の地方の食べ物が好き、この建物の雰囲気になぜか惹かれる、
講義で聞いたこの人物が気になる。そういったことで十分だと
思います。それがつながりにつながり、“行きたい”という思い
の源の理解や留学のテーマの決定に関わってくるのではないで
しょうか。このひも解く時間には、ゆとりがあるといいなと私
は思います。焦りは思考を狭めてしまう場合もあるので、時間
をかけ、ひも解いていくのがベターだと思います。なお、留学
計画は変化していくのが自然なことです。私は留学中、関心の
あることが増えました。それに伴い自分のなかの留学構想を、
さらに膨らめていったことをよく覚えています。ひも解くとこ
ろからスタートし、留学構想が膨らんでいくと、自分のwill（将
、can（できること）
、must（しなければ
来ありたい自分の姿）
ならないこと）が、見つかります。そうしていくうちに、留学

れない思いはど
こかにあります
が、住んでたっ
た 7 カ月の異国
の地で、急速に
変わっていく
街の様子を見
て、恐怖を覚え
たことも確かで
す。ドイツでし
かできない活動
が制限されてい
る今、たくさん
の人に迷惑をか
けてしまいましたが、無事に日本に戻ってこられて良かったで
す。そのとき、そのときで上手く成長していければいい、そん
な思いです。このような状況下でも、今回留学したことに悔い
はありません。そう思えるのも、忘れられない出会いの数々と
帰る場所があったからです。言語ができているかできていな
い、ではなくて、会話を楽しめているか楽しめていないか。注
視するものが、言語それ自体ではなく、コミュニケーションの
楽しさにシフトしていることに気がついたとき、なんだか嬉し
くなったことを覚えています。自分の言葉を使いながらお話を
し、休日に友人とゆっくり朝食を摂る。一緒にカフェに行き、
その後街を散歩する。そういった日常がとても愛おしく感じら
れる留学生活でした。そう遠くない日に、また会いたいなと顔
が思い浮かぶ友人がたくさんです。留学生活、想像していたも
のよりも、ずっとずっと楽しかったですよ。これからも模索し、
楽しみながら過ごしていきましょう！！

小さいころから、海外での暮らしに関心がありました。大学

みましたが、同時に迷いも大きくなっていきました。それは、

オンライン授業で感じた現地で学ぶ魅力
悔しい思いがあり、早期帰国後も日本でドイツの授業を受講
していました。日本からも参加できたこと、とても恵まれたこ
とだと思います。お互いの国の状況を話して心配したり、グ
ループ活動で盛り上がったりと楽しく参加できました。ただ、
オンライン授業は、現地で学ぶよりもずっと難しかったです。
小さい画面かつ機械を通した声で、自分の意見を伝えなければ
いけません。これが、想像以上に伝わりづらいのです。また、
ボタン一つで入室退出。余白がなく、授業前後の休み時間の
ちょっとした会話や街でばったり会うといった偶然の出来事が
生じません。表情が見えづらい、ジェスチャーがわかりづらい、
ほぼ“言葉”のみでコミュニケーションを取らなければいけない
ため、距離感のつかみ方がとても難しく感じました。余白に、
学びや出会いのきっかけが数多くあることを知りました。これ
はオンラインにはあまりない魅力であり、現地で学ぶ魅力のひ
とつであると気づかされました。

もあり、やりき

人間社会学域国際学類

髙木

翔平

はじめに
私は2019年 9 月から2020年 3 月までの 7 ヶ月間、ドイツ
のヴュルツブルク大学に留学しました。初習言語でドイツ語を
選び、二年次にサマーコースに参加したことが留学の決め手に
なったと思います。
街の様子
ヴュルツブルクはバイエルン州の北に位置していて、ロマン
チック街道の起点として知られています。フランケンワインが
有名でマイン川にかかっている石橋の上で、みなワイン片手に
優雅な時間を過ごしています。街はブドウ畑の丘に囲まれてい
て、トラムとバスがあちこちで走っています。そこまで大都会
でもないので治安も悪くありません。
留学前
語学の勉強を続けていました。留学中は間違いなく語学の上
達は早くなりますが、留学スタート時のレベルを上げておいた
方が、留学生活で良いスタートを切るためには都合がいいと思
います。なぜなら私が留学中に一番難しいドイツ語で会話した
のが留学したての頃だったからです。例えば、寮の契約・銀行
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先にどういった制度やコミュニティがあるのか、今身につけて
おくべきスキルは何かといった情報が随時手元に集まってきま
す。集めた情報の整理をしてひとつひとつ挑戦していくと、深
みのある留学生活になるのではないでしょうか。

想定外の早期

口座の開設・入学手続きなどなど…とても重要なことなので

たStammtischのメンバーは陽気で、賢くて、ユニークで、親切

しっかりと聞き、話さねばなりません。できる限り勉強してお

で、私にとって家族のような存在になりました。街で祭りなどの

語学コース・授業
ヴュルツブルク大学は長期休暇の間に約 1 ヶ月、ドイツ語の
集中語学コースがあります。事前に大学のウェブサイトで申し
込めば無料で受講することができます。大学によってはお金が
かかるところもあるそうです。コース開始前にプレイスメント
テストを受け、自分のレベルに合ったクラスに分けられます。
留学生用のドイツ語クラスはA1～C2のレベルが存在します。
レベルが合ってないと感じた場合は先生に相談してコースを変
更することも可能です。授業時間は一日四時間ほどで、午前組
と午後組に分かれています。学期間開始前に語学力を向上させ
られるし、他の留学生とも仲良くなれるので受講を強くおすす
めします。
学期間に私は言語中心の授業を履修したので、集中語学コー
スを行ったときと同じSprachenzentrumという建物で受講し
ました。言語以外の専門科目を受けるときは場所が変わるの
で、シラバスで確認すれば間違いないと思います。集中語学
コースのテストに合格した人は、そのまま次のレベルの授業を
学期間で選んで取ることになります。
Sprachkurs （会話・文法・読解など幅広く扱う）
Hören und Sprechen （リスニング・会話）
Lesen und Schreiben （読解・筆記）
Landeskunde （ドイツの文化・地理・行事など）
これらは私が履修した授業です。学期終了時にはそれぞれに
テストがあり、合格すればさらに次のレベルに進むことができ
ます。余裕のある時間割だったので、他言語の授業を取ってい
る人もいました。

いことをたっぷりとしっかりと経験させていただきました。

くのは大切だと思います。
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留学中の生活
私 の ド イ ツ 留 学 を 語 る に あ た っ て、 切 り 離 せ な い の が
Stammtischです。Stammtischではお互いの国に興味を持っ
ている日本人とドイツ人の交流の場です。ヴュルツブルクの
Stammtischは 毎 週 木 曜に開 催されています。18:30頃 から
徐々に人が集まり始めて多いときは17、 8 人でご飯を食べた
り、みんなでワイワイと楽しみます。ドイツ語を実践で試す絶
好の機会ですし、ドイツについていろいろなことを本当にたく
さん学べます。また自分が学ぶだけでなく、みんな日本に関心
を持っているので、日本について教えてあげるときも多かった
です。共通の話題を見つけやすいし、コミュニケーションもと
りやすいのでとても盛り上がります。ヴュルツブルクで出会っ
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イベントがあるときは連れて回ってくれるし、娯楽施設に行っ
ては一緒に全力で楽しんでくれるし、ドイツでしか経験できな

最後に
私は留学するかどうかを迷ったことはなかったし、留学前も
留学中も大きな不安を抱えたことはありませんでした。自分に
できないことはどうせできないのだから、できることを精一杯
やるという考えで過ごしていました。必ずしもこれが上手くい
くわけではありませんが、わけもわからないプレッシャーに押
し潰されることは回避できます。
最後に一言だけ…留学はとにかく楽しむことが大切です！

ドイツ

デュッセルドルフ大学
人間社会学域国際学類

半崎

友香

私は2019年 9 月から2020年 3 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。この報告書では、留学前の準
備から留学中の生活について書きたいと思います。今後留学を
考えている皆さんの参考になれば幸いです。
留学前の準備
デュッセルドルフ大学は、金沢大学と同様に10月に冬セメ
スターが始まるため、大学の学内選考を通過した後、約 1 年間
の準備期間がありました。私はその間に、ドイツ語の勉強と
留学手続きを行いました。ドイツ語に関してはドイツ語検定
の受験や、機会があればGoethe Institutというテストを受け

てみることをお勧めします。現地の大学のドイツ語の授業を
履修する際に、後者の合格証明書があればレベル分けテスト
（Einstufungstest）なしで参加することができます。また、金
沢大学で開かれている、日本人学生と留学生が交流できる授業
やイベントに参加してみるのもお勧めです。そうすることでド
イツ人の学生と知り合うことができ、日本にいるうちから生の
ドイツ語に触れることができます。
留学手続きに関しては、 4 月頃からデュッセルドルフ大学と
のメールでのやり取りが始まりました。具体的には、留学の申
請や学生寮への申し込み、留学保険への加入などがありまし
た。この時に同じ大学に留学する人がいれば必ず連絡を取り合
い、手続きの漏れがないように注意してください。実際に私も

KANAZAWA UNIVERSITY

連絡を取り合っていたことで、自分のところに届いていない

メールがあることに気が付くということがありました。また、
VISAの申請については、ドイツの場合現地で取得するのです

が、デュッセルドルフは取得までに大変時間がかかります。し
たがって到着後できるだけ早く手続きを始めると良いかと思い
ます。

山本ありさ

私は2019年10月から2020年 3 月までの約 6 か月間、ドイツ

のデュッセルドルフ大学に留学しました。新型コロナウイルス
感染症の影響を受け、本来の予定より半年短い留学期間で帰国

することになりましたが、そのようなことも含めてよい経験が
できたと思います。

留学前の準備について
留学前の準備で最も大切なことは留学先大学とのやり取りで
す。締め切りを厳守しなければならない手続きが多くあるの
で、送られてきたメールをしっかりと確認し、間違いなく手続
きを済ませることが大事です。同じ留学先の仲間と確認しあっ
て進めるとより確実にできると思います。私の場合、どうして
も提出日に間に合わない書類がある、寮に関するメールが一切
届いていないなどのトラブルがありました。そのような場合、
金沢大学とデュッセルドルフ大学の担当者に速やかに相談する
ことをお勧めします。また、到着後必要な書類はすべて紙に印
刷して持っていくと手続きが早めに行えると思います。
手続き関係以外では、語学の学習に力を入れるべきだと思い
ます。私は留学開始時B1でしたが、留学先で出会った日本人留
学生の中にはC1レベルで現地学生向けの講義に参加している
人もいました。目的や学習を始めた時期によって留学前に到達
できるレベルは違うと思いますが、やって損はないです。日本
にいてもドイツ語話者と交流することはできると思うので、積
極的に話す機会を持てばよいと思います。
デュッセルドルフの街と現地の生活について
デュッセルドルフ大学は現代日本研究所を擁し、日本語学科
も設置している大学で、日本語を学ぶ学生が大勢います。その
ためタンデムパートナーも見つけやすいと思います。また、日
本語を主専攻とする学生が、必ずではありませんが、ボラン
ティアでチューターとして日本人留学生をサポートしてくれま
す。私も不安を抱えて日本を出発しましたが、チューターの学
生が出迎えてくれて、とても安心することができました。その
後も手続きや日常生活の色々な場面で親身に支えてくれたの
で、感謝でいっぱいです。何をどこまで手伝ってくれるかはそ
の人次第ですが、合っても合わなくても誠意をもって接するこ
とが大事だと思います。
デュッセルドルフでは現地に住む方々と交流するイベントが
数多く開催されています。なかでも日本語学科のスタムティッ
シュは毎月一度開催されるイベントです。日本に興味を持ち日
本について学ぶ学生が多く、ちょっとしたパーティーのような

おわりに
私の留学は本来 1 年間の予定でしたが、新型コロナウイルス
感染症の影響で中止という形となってしまいました。緊急帰国
となったため、やり残してしまったことがたくさんあります。
しかしそれも含めて今のところ人生で最も楽しい、貴重な体験
だったと間違いなく言えます。私は半年間の留学体験を通し
て、帰国後はやりたい、やってみようと思ったことは、すぐに
挑戦するということを心がけています。これから留学する皆さ
んが、勉強も遊びも思いっきり楽しみ、悔いのない留学生活を
送れることを願っています。
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留学中の生活
ここからは、私が留学中にどんな生活を送っていたのか、大
きく 2 つに分けてご紹介します。
〈寮〉
私が生活していた寮は、二人部屋（キッチン・お風呂・トイ
レは共用、個室あり）で月380ユーロ（日本円で約45600円）と
学生寮の中では高い方でしたが、個人的には大満足でした。そ
の理由は、築 3 年程と大変新しくきれいだったこと、大学内に
立地しており食堂がほぼ隣だったこと、そして何より、ルーム
メイトがドイツ人の学生だったため、日常生活の中でドイツ語
をたくさん使うことができたことです。一緒にご飯を食べた
り、部屋でテレビを観たり、お散歩をしたりといった何気ない
日常の中でも、毎日たくさんの学びを得られました。彼女と
もっといろいろな話がしたいという思いが、ドイツ語を勉強す
るモチベーションになりました。もし共同生活に抵抗がないの
であれば、ルームメイトがいる部屋を選ぶと楽しいのではない
かと思います。
〈学校〉
私は留学生向けに開講されているドイツ語の授業（文法、日
常会話、スピーキング等）を中心に週 9 コマ履修していました。
ドイツ語の授業に関してのみ、先ほどご紹介したレベル分けテ
ストの結果に合わせて、授業を履修することができます。現地
の学生向けに開講されている授業に関しては、所属の学部や語
学のレベルに関係なく自由に参加できます。また、デュッセル
ドルフ大学には現代日本語学科があるため、日本に関する授業
も多く開講されています。その中で私が参加して特に面白かっ
たのは、日本の新聞記事や漫画をドイツ語に翻訳するという授
業です。非常に難しい授業でしたが、語彙力のアップにつな
がったと実感できました。
休み時間や授業後、休日には、友達と映画を観に行ったり、
運動サークル（フィットネス、フットサル、バドミントン）
に参
加しました。12月に入ると、クリスマスマーケットが毎日ドイ
ツ全土で開催され、私自身、旅行も勉強と言い聞かせ毎週末出
かけていたように記憶しています。会場ごとでオリジナルのマ
グカップが販売されているので、集めてみるのも楽しいかもし
れません。

人間社会学域人文学類

ものなので仲良くなりやすいと思います。スタムティッシュは

どうにもならないことを判断し、決断することを学びました。

なところでも行われています。私は街の中心部から少しはずれ

行った方がいい」とは言えませんが、留学したいという気持ち

日本語学科の学生たちだけが行っているのではなく、街の様々
たレストランで開催された多言語学習者のスタムティッシュに
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も参加しましたが、日本語学科のものよりも参加する方の年
齢層が高く、学習する言語やその目的も多岐にわたっていて、
様々な人生経験の話を聞けるなど、新たな出会いがあって面白
かったです。ドイツ語以外にも学んだ言語があるなら、そのス
タムティッシュに行ってみるといいかもしれません。
ドイツ語学習以外の文脈で交友関係を広げる場合、スポーツ
や芸術のコミュニティに参加するのが良いかもしれません。日
本語学科の中でもみんなで集まって毎週サッカーやバトミント
ンなどをしています。毎週必ず行かなければならないものでは
ないので、気軽に参加することができます。さらに大学では、
日本でいうサークルに似たようなスポーツクラブに参加するこ
ともできます。武道やオーケストラなど種類も豊富なので学期
初めに見に行ってみるといいと思います。
授業については、最初の半年は語学を多めにして後の半年で
現地学生と同じ授業を受けようと計画していたので、ドイツ語
（語学）を 6 科目と英語（語学）、日本語学科の独日翻訳を取り、
1 年生向けの言語学を聴講しました。ドイツ語の授業は提携大
学向けの語学コースがありますが、これはレベル分けテスト
で最も当てはまる学生の多かった 2 レベルしか開講されないの
で、私は留学生向けの語学の授業を取りました。レベル分けテ
ストは重要ですが、受けたい授業があれば担当の先生に相談し
てみると、受講できる可能性があります。振り返ってみると、
授業は少し取りすぎだったかなと思います。語学の授業は様々
な国からの留学生仲間との交流が増え、それも喜ばしいことで
すが、他のことに時間を費やしてもよかったかもしれません。
目の前のことに振り回されることなく、皆さん自身の留学の目
的を大事にすることが重要だと思います。
日常生活については、デュッセルドルフ大学の学生証がノル
トラインヴェストファーレン州全体（IC,ICEを除く）の乗り放題
券となっているので、買い物するのにも、ちょっとした旅行に
いくにも便利でした。ドイツでは学生証で、博物館、美術館を
はじめとする様々な場所で割引を受けられるので、それを存分
に活用して楽しむことができました。特に美術館はゴッホやピ
カソなど有名画家の作品があるところであっても、曜日によっ
て無料で観られる場合があったので驚きました。
長期休みにはいろいろな街のクリスマスマーケットを訪れま
した。装飾された街は綺麗で一見すると同じようでありながら
も、それぞれ街の色が出ているところが興味深かったです。 2
月にはケルン、デュッセルドルフのカーニヴァルに行きまし
た。ケルンの住人たちはカーニヴァルのずいぶん前から気合を
いれて準備している人が多いようで、変わった手作りの仮装を
する人々がたくさんいて、凄まじい盛り上がりでした。デュッ
セルドルフは、その年の出来事にちなむ（皮肉にみちた）
山車が
次々と出てくるのが特色です。私も友人たちと仮装してその雰
囲気を存分に味わうことができました。
おわりに
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、私の留学は計画
とはだいぶ異なるものになりました。日本と離れた場所にい
て、どうなるか分からないという不安はもちろんありました
が、こんな大変な状況を海外で経験する機会なんてなかなかな
いことだから、これも経験の一つだとも思っていました。そ
の中で、正しい情報を集め、自分にできること、自分の力では
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いつ派遣留学が再開されるか分からない中で
「迷っているなら
があるなら、まず情報を集め、今自分にできることをして欲し
いと思います。そして、早く安全に派遣留学が再開されること
を願います。最後に、私の留学生活を支え、温かく見守ってく
ださった方々に深く感謝を申し上げます。

ドイツ

レーゲンスブルク大学
人間社会学域国際学類

井上結香子

私は2019年 9 月から2020年 3 月までドイツのレーゲンス
ブルク大学に留学していました。もともと 1 年間留学する予定
でしたが、新型コロナウイルス感染症の流行により 7 ヶ月のみ
の滞在となりました。私のドイツ留学への始めの一歩は、初習
言語にドイツ語を選んだことです。ヨーロッパに興味があった
私は、そのなかでも興味の強かったドイツ語を選択し、勉強を
続けるうちにドイツ語が楽しくなり、ドイツに留学したい、と
思うようになりました。レーゲンスブルク大学への留学を決め
たきっかけは、世界遺産にも登録されているレーゲンスブルク
の綺麗な街並みです。世界遺産の街に住んでいる人たちはどん
な生活をしているのかに興味をかきたてられ、 1 年間ここに住
んで勉強してみたいと思い、レーゲンスブルク大学への派遣留
学に応募しました。
留学前の準備としてするべきだったこと
留学前の自分にアドバイスをするとしたら、「スピーキング
の練習をしなさい！」と言うと思います。ちょっとでも日本で
スピーキングの練習をしていれば、授業で辛く感じることも少
なかったでしょう。基本的に
「読む」
「書く」
の練習が多い日本の
授業スタイルに慣れてしまっているので、ドイツに行って自分
がどんなにドイツ語を
「話す」
のが下手かを実感しました。また
さらに同じレベルのクラスに振り分けられた留学生のみんな
は、話すのがとても上手でどんどん発言します。それがまた心
に追い打ちをかけてきます。それでも頑張って話そうとしてい
ると、少しずつ少しずつ、一歩一歩ではあるけれどもできるよ
うになってきます。話すことには慣れも必要なのかもしれませ
ん。少しでも早く
「話す」
練習を日本で始めていけば、ドイツに
行っても話すことに早く慣れることができて楽しく授業が受け
られると思います。
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レーゲンスブルクの街について

学外の活動では毎週木曜日に開かれるスタムティッシュに参

レーゲンスブルクはドイツの南部の州バイエルン州に位置し

加していました。スタムティッシュは現地のドイツ人と日本人

ています。街の真ん中にゴシック様式の大聖堂があり、日曜日

ミュニティーを広げることができます。と同時に、ドイツ語を

ています。中世の街並みが残る旧市街地は世界遺産に登録され

のミサではレーゲンスブルク少年合唱団の美しい歌声を聞くこ
とができます。街にはドナウ川が流れ、河畔に座って読書した
りおしゃべりしたり、あるいはただ、ぼーっとしたりするのに
もおすすめです。その川の近くには世界最古のソーセージ屋
（本
当でしょうか）
もあります。春と秋にはデュルトと呼ばれる小さ
なオクトーバーフェストのようなお祭りがあって、クリスマス
の時期には 4 つのクリスマスマーケットが開かれます。ホット
ワインで体を温めて、友人とたき火を囲む時間は至福です。

たくさん話すことができる場でもあります。スタムティッシュ
でも運動会やクリスマスパーティーなどのイベントがありまし
た。またスタムティッシュのメンバーの中からタンデムパート
ナーを見つけることもできます。タンデムパートナーとは、日
本語とドイツ語をお互い教え合うパートナーのことです。話す
練習を多く行うことができるので、是非タンデムを組んでドイ
ツ語と日本語を教え合って下さい。
また、知り合いになった日本人の日本語教師の方にお願いを
して、ドイツでの日本語教育の現場を見学させて頂きました。
これは副専攻として日本・日本語コースをとっていた私にとっ
て、とても貴重な経験となりました。
おわりに
留学先で得られた語学力や学びや経験は、もちろん自分のた
めになり、将来に活かすことができます。加えて、留学を通じ
て今までは遠い存在だった国に、街に、人々に特別な愛着がわ
いてきます。そういうものも留学に行って良かったなと思える
理由の一つです。
新型コロナウイルス感染症の影響で予期せぬ終わりを迎えた
私の留学生活ですが、このような終わりを迎えたからこそ響く
のが
「やらずに後悔するよりやって後悔しろ」という言葉です。
今では実行することも叶わなくなったことがたくさんありま
す。それぞれに事情があって簡単に決断できることではないと
は思います。それでも、留学を考えている方は、是非とも目標
に挑戦してほしい。迷ったり悩んだりした時は、きっと友人や
先輩、先生方が力を貸してくれるはずです。留学前からたくさ
んの人に助けられた私も、何かできることがあればお手伝いし
ます。皆さんの挑戦がうまくいくことを願っています。

人間社会学域国際学類

佐藤

優作

僕は2019年の 9 月から約 6 ヶ月間ドイツ・バイエルン州の
レーゲンスブルク大学に留学しました。少しでもこの報告書が
後輩の皆さんの参考となれば幸いです。
留学前の準備
留学に行く前の準備として、語学力を可能な限り伸ばしてお
くことが重要だと思います。当たり前と多くの方は思われるか
もしれません。それでも現地で過ごした僕が体験した事実とし
て強調したいのですが、やはりこれが一番重要だと思います。
特に、話す・聞く能力を伸ばしておくと、授業や現地の生活に
スムーズに入っていけます。僕の留学前の語学力の状態といえ
ば、語彙や文法の知識の補強はしっかりと行いましたが、会話
の練習は十分とはいえる状態ではありませんでした。実際に現
地でドイツ語を口にしようとすると言葉がスムーズに出てくる
ことはなく、全くコミュニケーションを取ることが出来ません
でした。金沢大学にはドイツ人の先生やドイツからの留学生が
いると思うので、タンデムやチューターをするなどして、ドイ
ツ語で会話する機会を増やしておくのがいいと思います。ま
た、英語も話せると非常に助けになります。基本的に留学生同
士で話す時は英語ですし、大学や銀行、市役所等で行われる手
続きもほとんど英語で行われました
（ドイツ語が分かればドイ
ツ語で説明してくれます）
。僕はというと、ドイツ語はもちろ
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ヨーロッパ

留学中の生活
〈学校生活〉
留学先に着いたらオリエンテーションなどを経て、まずILC
と呼ばれる 1 ヶ月の語学コースが始まります。レベル分けは、
プレースメントテストの結果を基に行われます。「文法」
「話す」
「書く」の 3 つのクラスがありました。週 5 回で 3 コマみっちり
ドイツ語を勉強します。この語学コースが、ドイツに来たばか
りの私にとっては、非常に大変なものでした。上述したような
周りの留学生との差にいつも劣等感を感じていました。あまり
にも辛くなって一日だけ休み、心のエネルギーを充電するため
に、隣の町に観光に行ったこともあります。けれども、それで
もなんとか食らいついてやり遂げた時の達成感と言えば、それ
はものすごいものでした。たった 1 ヶ月ですが、ドイツ語の語
学力が格段に向上したと感じられます。そして、ILCを一緒に頑
張ったクラスのみんなとは仲良しになり、友人を得ることもで
きるのです。
冬学期が始まってからは、自分の希望する授業を履修するこ
とができます。私は
「ドイツ語の文法の授業」と「国と地域の知
識の授業」と「ドイツ語の映画の授業」をとっていました。その
なかでも一番に興味を持って臨んだ授業は「国と地域の知識の
授業」です。レーゲンスブルクのあるドイツ南部のバイエルン
州というのは、独自の地方色が強いというのは実感としてあり
ました。これらのローカルな話題を実際にその土地で学ぶと、
実感も伴い（あるいは体験に裏付けされて）忘れられない知識に
なります。また、中世からある街レーゲンスブルクの歴史につ
いて知ることもできます。歴史を学んでから街を歩くと、博物
館を回っているような気分になるほど、街の至るところに残る
豊富な中世の名残を見つけられるようになります。これらはす
べて留学生向けの授業であり、ドイツ語で行われています。ILC
の頃に比べるとゆとりのある生活ができるようになるので、空
いた時間にはレーゲンスブルクの街に出てカフェに行ってみた
り、少し足を伸ばしてミュンヘンやニュルンベルクにも行って
いました。
〈イベントや学外での活動〉
レーゲンスブルク大学では留学生のサポートをしてくれるイ
ンターナショナルオフィスという機関があります。このイン
ターナショナルオフィスは、保険や銀行の口座の開設など諸々
の手続きのお手伝いもしてくれますが、留学生のための様々な
イベントの企画もしてくれます。歓迎パーティーやシティツ
アー、船で遺跡に行く遠足などがありました。このようなイベ
ントに参加すると留学生の友達も増えていくのでおすすめで
す。ちなみに、留学生の中には英語しか話せない留学生もいる
ので案外英語もよく使います。英語も多少留学前に勉強してい
くといいかもしれません。

が交流する場です。学生も社会人も様々な人が参加していてコ

ん英語でも、日本で自分の実力と思っていたレベルではコミュ

ドイツ語だけを取りました。ドイツ語の留学生用の授業は文

た。もしドイツ語が思うように話せなくても英語がある程度自

映画などの授業があります。先に述べた 3 つの授業はレベル分

ニケーションが取れなかったので、その辺は非常に苦労しまし
信のある人はそこまで不安になる必要はないと思います。

ヨーロッパ

レーゲンスブルクという街
僕が住んでいたレーゲンスブルクは、都会でも田舎でもな
い、中規模のドイツの地方都市であり、治安も良く、個人的に
は非常に居心地のよい町でした。世界遺産に登録されている旧
市街は、中世さながらのかわいらしいたたずまいを見せ、週末
には多くの人で賑わう一方、旧市街を外れると、どこかのどか
で穏やかな気持ちになれる、そんな二面性を楽しめる素敵な街
でした。旧市街には、お洒落なカフェやレストランが建ち並び、
日の光が射すぽかぽかした日には、思い思いの飲み物を手にす
る人達でテラス席が一杯になります。その光景は僕がイメージ
していたヨーロッパの優雅な休日にぴったりで、その日本とは
違った優雅な雰囲気の中で、最高の午後を過ごしました。旧市
街の横にはドナウ川が流れ、その沿道を散歩するのは非常に気
持ち良かったです。夏になると皆ドナウ川沿いに腰をかけ、友
人とおしゃべりしている風景が広がり、中には川に飛び込む人
まで出てくるらしいですが、そんな夏の時期を過ごすことなく
帰国となってしまいました。今度留学する人はぜひ、ドナウ川
のほとりで素敵な時間を過ごす初夏を味わってほしいです。12
月になると旧市街でクリスマスマーケットが開かれ、夜の街は
煌々とイルミネーションで照らされ、一層賑わいを見せます。
寒空の下で手足を震わしながら飲む「Glühwein」や「Punsch」
は身も心も温めてくれました。ご存じの方も多いと思います
が、街や都市によってカップの形や模様が異なります。多くの
種類のカップをコレクションするためにもさまざまな町のクリ
スマスマーケットを訪ねてみると楽しいと思います。また、ド
イツはサッカーも有名です。サッカーが好きな人はぜひバイエ
ルンミュンヘンのホームスタジアム「アリアンツ・アレーナ」
で
観戦してみてください。最大 7 万人を収容出来るほどの大きな
スタジアムで、これが満席になったときの大迫力には圧倒され
ます。得点後に実況の人とのコール＆レスポンスがあります
が、それを現地のサッカーファンと一緒に大声で叫ぶととても
気持ちが良いです。スタジアムに行く前にぜひ予習をしていっ
てください。よりサッカー観戦を楽しめると思います。
大学内での生活
レーゲンスブルク大学ではドイツ語と英語の授業両方を受講
することが出来ます。どちらも向上させたいと思う人には適し
ていると思います。僕の場合はまずはドイツ語を上達させ余裕
ができたら英語もという思いがあったので、冬期セメスターは

法・ライティング・スピーキングの 3 つがあり、それに加えて

けが細かくされているので、自分のレベルに合った授業を受講
できます。基本的には一番初めに受ける学力テストの結果でレ
ベルが振り分けられます。先生も優しく教えてくれますし、ク
ラスメートの留学生も助けてくれるので、非常に勉強しやすい
環境だったと思います。大学には食堂があり、日替わりでドイ
ツらしい料理を楽しめます。カフェやレストランも併設されて
いるので、授業や勉強の合間に気分転換に訪れると、さまざま
な学生が思い思いにリラックスする姿が見られます。天気の良
い日に青々しい芝生の上で昼寝するのも気持ち良いです。

留学を終えて
僕はILCという留学生向けの準備コースを開始 1 週間でリタ
イアしました。授業内で留学生同士がドイツ語や英語を使って
コミュニケーション取る一方で、僕は相手の言っている事が理
解できない、自分の思っている事を伝えられないことに自信を
なくし、萎縮し、他国の留学生と関わることが嫌になり出席す
ることをやめてしまいました。準備不足も悔やまれましたが、
そういった困難から逃げ出してしまう自分の精神の弱さに落ち
込みました。冬期セメスターではレベルを下げましたが、やは
り日本人以外と交流することは大きなプレッシャーになり、積
極的に交流することは出来ませんでした。しかし、同時期に
レーゲンスブルク大学に留学していた日本人学生の人柄や優し
さに助けられ、支えられ、少しずつですが積極的に交流出来る
ようになりました。彼らに感謝すると同時に、もし思い悩む人
がいれば、彼らが僕にそうしてくれたように、僕も手を差し伸
べられる人になりたいと強く思うようになりました。一方で、
自分自身で何か打開策を打ち、状況を変えようとする意志が
もっと必要だったとも思います。目標を達成できなかった、積
極的にチャレンジできなかった、そういった悔しさも忘れずに
この留学の経験を人生の糧にしていきたいと思います。
後輩へのメッセージ
もし留学するかどうか迷っているならば、ぜひ行ってほしい
です。大学生の時に限らず行こうと思えばいつでも留学できる
時代である一方で、やはり大学生の時にしか体験できないこと
や感じられない価値観があり、また、自分を見つめる期間にも
なります。そこで得た知見や経験、考えたことはきっとかけが
えのない財産になります。ぜひチャレンジしてみてください。
最後に、 4 年生の後期から留学することを許しサポートして
くれた親をはじめ、僕の留学に関わってくれた全ての人に感謝
したいと思います。ありがとうございました。

アイルランド

ダブリンシティ大学
人間社会学域国際学類

西田

美織

私は2019年 9 月〜 3 月末までアイルランドのダブリンシティ
大学
（以下DCU）
に派遣留学をしていました。私自身、留学先を
決める際に先輩が書いてくださったこの冊子を大いに参考にし
ました。留学を考えている皆さんのお力になれると幸いです。
なぜアイルランド？
留学先を伝えると、大抵の人からこのように質問をされま
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す。日本人にあまり馴染みのない国だからこそ国名を聞いて

教育、英語の授業、広告、グローバル文化など本当に色んなジャ

あえず寒そうだね！」と言われることも多々ありますが、これ

規生と一緒に受ける授業もあり、正直なところ、ついていくの

も具体的なイメージが浮かびにくいのかもしれません。
「とり

はアイスランドと混同した結果と残念ながら推測されます。私

アイルランドでの生活
寮生活は 5 人で一つのフラットを使います。キッチンとリ
ビングが共同で、それとは別に一人一部屋用意してもらえま
す。なかなか立派ですし何か寮で問題が起きた時には受付カウ
ンターでの対応が手厚かったので安心して生活できました。し
かし、寮費がかなり高かったです。ダブリンは土地代がかなり
高いらしく、一番安い寮でも 1 ヶ月 8 〜 9 万円ほどすると思い
ます。キャンパス内に位置しており、コンビニや薬局もすべて
キャンパスの中にあるので生活はしやすいですが、寮費には気
をつけてください。
言語は英語で、もう一つの公用語にゲール語がありますが、
ダブリンではほとんどの人が英語を話します。街中やスーパー
の品物の表記は必ず英語があるので、その点でも暮らしやす
かったです。交通手段は基本的にバスを使い中心街へ行きま
す。大学と街の中心地の距離がちょうど金沢大学から片町や駅
前に行くくらいの距離感なので、近すぎず遠すぎずちょうどい
い距離でした。物価は物にもよりますが、日本と同じくらいか
少し高いくらいかなと思います。学食を含めて外での食事を続
けていると食費がかなりかさんでしまうので、基本的には寮で
自炊をしていました。
大学生活
DCUを選んだ理由の一つは基本的にどんな授業でも取れる
ということです。学びたい分野が特に定まっていなかった私に
とってはありがたかったです。ジェンダー、ヨーロッパの歴史、

で必死でした。わからないことばかりで途方に暮れていました

がフレンドリーな先生方と留学生仲間で助け合ってなんとか乗
り越えました。色んな授業を取ったおかげで、日本に帰ってき
てから人と話すときの自分の引き出しが圧倒的に増えたと感じ
ます。
DCUは比較的新しい大学なので、校舎も綺麗ですし学生が
主体的に大学を盛り上げている雰囲気が私は好きでした。性的
問題について考えようという期間には大学中に下着がたくさん
吊り下げられていて最初はびっくりしました。枠にとらわれな
いユニークな方法で学生コミュニティを盛り上げていたのが印
象的です。
ソサイエティ（サークルや部活のようなもの）はダンスと
ジャパニーズに所属していました。アイルランド人との交流の
場面は、留学生同士の関わりに比べて実際のところ少なかった
ですが、ソサイエティに入ることで現地の学生との交流ができ
ました。徐々に友達も増えて勉強とのバランスもとりつつ最後
は自分なりに楽しめたと思うので良かったです。
楽しかったこと・辛かったこと
新型コロナウイルス感染症の影響により志半ばで帰国するこ
とになり、悲しい思いもしました。しかし、今振り返ると楽し
かったことばかり思い浮かびます。特にヨーロッパ10カ国を
巡ることができたのはアイルランド留学ならではかと思いま
す。DCUには前期と後期それぞれにReading Weekというも
のがあり 1 週間の中休みがあります。その時期は丸ごと一人で
東欧旅へと出かけ、思い切り羽根を伸ばすことができました。
アイルランドは島国なので内陸ヨーロッパよりも国同士の行き
来が困難なぶん、空の交通機関が発達しています。アイルラン
ドの航空会社ライアンエアーを使うとイギリスまでの片道料金
が500円だったときもありました。日本に比べると破格の安さ
だったので、気軽に週末旅行に行くことができました。
辛かったことを考えてみましたが、私はとても楽観的な性格
なので辛いことも当時はそれほど辛いと思っていませんでし
た。強いて挙げるならやはり体調を崩したときは精神的な負担
が大きかったです。それでもホームシックにならなかったのは
周りの日本人の友達の支えがあったからです。環境や土地が変
わり、体もその変化についていけず、ときには体調を崩すとき
もあります。そういうときは強がらずに人に頼ることの大切さ
を感じました。
最後に
全体を振り返ると、留学に行くまでの 1 年が私は辛かったで
す。英語力もなかなか上がらず、提出物もたくさんあり、奨学金
の問題もある、さらに面接の結果発表までずっと緊張状態が続
いたりと、今考えるとその時期が精神的なプレッシャーが最も
強かったと思います。本気で留学を諦めようと考えたこともあ
りましたが、両親や今まで一緒に頑張ってきた友達、そして留
学推進係の方にもサポートしていただきなんとか留学すること
ができました。留学中は毎日知らないことばかりでついて行く
のに必死でした。留学を終えてこのように振り返ってみると、
激動のように過ぎていった日々を過ごした自分を誇りに思いま
す。確実に自分はレベルアップしたと胸を張って言えます。留
学までの 1 年の準備期間を含め、この派遣留学にたくさんのこ
とを教えてもらいました。色んなものに触れる中で自分を見つ
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自身、アイルランドに特別な思い入れや理由があった訳ではな
く、これからの人生で行きそうにない国で面白い経験をしたい
と思ったのでアイルランドを選びました。最初はそのような
ざっくりとした理由でアイルランドに興味を持ちましたが、ア
イルランドの文化・言語・国民性・歴史を調べていくうちに心
惹かれ、この国に決めました。留学する国を決める際に
「この
分野が学びたい」と明確に決められていることに越したことは
ないですが、そうではない人も多いと思います。私もその一人
で、留学には幼い頃から行きたいと思っていましたが、いろん
な分野に興味があったので学習面から大学や国を絞っていくこ
とは困難でした。音楽・ダンス・パブなどが有名なアイルラン
ドですが、私はその全てが大好きだったので、この国の文化や
歴史、そしてヨーロッパのことを学ぼうとアイルランドに決め
ました。

ンルを履修しました。留学生ばかりの授業もありましたが、正

め直し、孤独の時間を楽しむことができました。これから留学

DCUでの授業

思いきり楽しんできてください。

き、全単位のうち20％までは他の学部から取ることもできま

を希望している皆さんはぜひ留学への切符を手にいれて留学を

人間社会学域国際学類

基本的にはHMSAXという学部の科目を選択することがで

す。前期は語学系やヨーロッパの歴史、マーケティングの基礎

本山

敦也

ヨーロッパ

2019年 9 月から翌年 5 月までダブリンシティ大学（DCU）に
留学しました。大半の日本人にとってそこまで馴染みのある国
ではないし、それはアイルランド人にとっての日本も同じで
す。決して華やかな場所ではないけれど、そこに住んだ人はア
イルランドの自然やカルチャー、人々の静かな魅力を体感でき
ると思います。留学後にはきっと、そこに住んでいたことを誇
れるようになると信じています。
語学ではない、二つの準備
英語が公用語である留学先を探すときに自分の中で一番イ
メージがわきにくく、かつ、ヨーロッパ旅行をしたいという軽
い気持ちから留学先としてアイルランドに興味を持ちました。
最終的には広告学やソーシャルマーケティングを学べることが
DCUを留学先に選んだ決め手でした。アメリカやイギリスな
どと比較するとまだまだですが、留学目的でのアイルランドへ
の渡航者は増えていて、手続きなどの最低限必要な情報はイン
ターネットで簡単に得ることができます。また、語学の勉強が
必要であることは他の派遣留学報告書を読んでも明らかなこと
ですし、皆さん重々理解していると思います。
ここでは、僕が思うそのほかに必要な準備を二つ挙げます。
一つ目は、自分のストレス解消法を理解しておくことです。留
学中、日本にいる時よりも大きなストレスを抱えることとなる
人が多いのではないかと思います。解消法は人それぞれで、同
じ留学中という境遇にいる友達と話すことや、好きなバンドの
ライブやネットフリックスを見ることかもしれませんが、何か
リラックスできる手段を持っておいて欲しいです。二つ目は日
本を好きでいることです。アイルランドに住む人々はイギリス
からの独立の歴史を持っているからか、当然のように自国のこ
とを愛して誇りに思っています。今ではアイルランド語を話す
人はほとんどいませんが、彼らは独自の言語や文化を今も守っ
ていることがいかに尊いことなのかを知っています。アイルラ
ンドを愛するだけでなく、私たちの国のことも尊重して興味を
持ってくれます。そんな時に日本を好きで、日本のことを生き
生きと説明できれば素敵だなと思います。語学に興味のある学
生が交流できるLCSという場が大学内にあり、僕はそこでレク
チャーを何度か行い、日本文化を伝えました。皆さんもぜひ企
画してみてほしいです。

を学ぶ授業を中心に、後期は広告やソーシャルマーケティング
などの専門科目を取っていました。留学生向けの語学の科目と
専門科目とでは、やはり難易度や課題の量には大きな差があり
ました。また、グループで一つのレポートを作り上げる課題が
多かったです。専門科目では、グループのメンバーには申し訳
なさを感じつつもわからない部分は丁寧に説明してもらった
り、自分なりに図書館やネットで調べたりしてついていきまし
た。新型コロナウイルス感染症での途中帰国後は全て個人課題
になって、金沢大学の授業も重なり、モチベーションの維持が
難しく課題を最後までやり遂げることができませんでした。自
分の中ではそれが大きな後悔として残ってしまいました。た
だ、留学先で興味を持った分野の勉強は現在の研究にも継続し
て生かせているので、留学先での勉強はそこで終わるわけでは
なく、そこからいくらでも広げることができるなと思います。
キャンパス内に住んでみて
大学から提示され選択できる、いくつかある寮の中で僕は
Hampsteadに住んでいました。 5 人のフラットでベッド、トイ
レ、シャワーは 1 人部屋にあります。学部の 2 年生が多く住む寮
で、夜遅くまでのパーティや初めてのシェアに悩むことが何度
かあり、共有スペースの使い方や生活リズムの違いに大変だと
思うことも多かったです。寮生活の中では、不満に思ったことは
必ず伝えることやフラットメイトのことを積極的に知ろうとす
ることが大切だと何度も思いました。そんな中でも、新型コロ
ナウイルス感染症の影響でスーパーがしばらく閉店するとなっ
た時に、フラットメイトが車で大量に食料品を買い込んできて
くれた時には近くに友達がいることにとても感謝しました。
基本的な生活は、コンビニや薬局、バー、美容室などが整う
キャンパス内で完結できました。また、毎週月曜日に大学から
近くの大型ショッピングモールまでの無料シャトルバスが運行
されていたので、その時に 1 週間分の食料品をまとめ買いして
いました。また、キャンパス内でも街でも基本的に支払いはクレ
ジットカードで行っていました。タッチ決済機能のついたカー
ドを利用している人がほとんどで、今は持っていない人も事前
に日本で作っておくと支払いがスムーズなのでお勧めです。
DCUにはクラブやサークルがたくさんあります。学期の初
めに全ての団体が集まって、活動紹介やメンバー登録を行うイ
ベントがありました。基本的に初級者から上級者まで受け入れ
ていて、メンバー登録しても活動への参加が強制されることは
ないです。僕はテニスクラブに所属していて週 2 回活動があり
ましたが、初級・中級・上級で活動日が分けられていたため自
分にあったレベルで練習ができました。また、ジムが寮に隣接
しており、半年 3 万円ほどで利用できるので運動したい人には
こちらもお勧めです。
アイルランドの天気と文化
天候は 1 日のうちに四季があるとまで言われる、変化しやす
いものです。朝は小雨で昼には綺麗に晴れ渡り、夜には暴風雨
なんてこともありました。大学があるのは雨の多い街ダブリ
ン。僕にはそんなダブリンの街は合いました。似たような雨の
街である金沢に慣れていれば適応は早いかもしれません。ちな
みにアイルランドでは傘をさす人はほとんどいないので防水の
雨具は必須です。
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また、アイルランドに興味のある人なら知っているかもしれ

にDELEB1に合格することができず、最初の 4 か月はアルカラ

を語る上でパブ文化は欠かせません。ギネスビールや各地方の

た。この語学学校の授業料は自分で払わなければいけないので

ませんが、アイルランド人は本当にお酒が好きで、彼らのこと
クラフトビールは非常に誇りに思われています。パブではス

ポーツ
（ラグビーやゲーリックフットボール）をテレビで見た
り、生演奏のアイリッシュ音楽を聴いたりしています。スポー
ツに対しても熱狂的で 8 万人収容の競技場を有しています。そ
こで生で観戦するスポーツも圧巻なので是非体感してほしいで
す。

スペイン

アルカラ大学
人間社会学域国際学類

山崎

珠代

HOLA！私は2019年 9 月から2020年 3 月までスペインのア
ルカラ大学に留学していました。最初の 4 か月はアルカラ大学
付属の語学学校「アルカリングア」というところでスペイン語を
勉強し、 1 月からはアルカラ大学の観光学部で授業を履修して
いました。
初習言語でスペイン語を選択してからだんだんとスペイン語
やスペインの文化の魅力に惹かれ、スペインに留学したいと思
うようになり留学を決めました。
アルカラ大学があるアルカラ・デ・エナレスは世界で初めて
の学園都市であり、中世の建物や街並みが残っていて歴史地区
として世界遺産にも登録されています。
留学前
アルカラ大学は2019年に協定校になったため、アルカラ大
学について詳し
く聞くことがで
きる先輩はいな
かったのです
が、先生やスペ
インの他大学に
留学していた先
輩、アルカラに
1 か月ほど語学
研修に行ってい
た先輩にお話を
聞いて、情報収
集をしました。
アルカラ大学
の授業を履修す
るにはDELEB1
の取得が必要で
す。私は留学前

注意してください。

また、スペインはビザの取得に時間がかかります。渡航前の

2 、 3 か月前からビザ申請ができるのですが、申請から早くて
も 1 か月かかります。8 月出発の場合、5 月には書類を集め 6 月
には申請できるようにしておいたほうがいいと思います。そし
てスペイン入国後、 1 か月以内に警察署に行き長期滞在ビザを
申請する必要があります。この手続きも申請から取得まで 2 、
3 か月かかります。ビザの手続きなど不安なことがあるかと思
いますが、大学や語学学校の先生がサポートしてくれるので安
心してください。
語学学校アルカリングア
アルカリングアには、日本、中国、韓国、ベトナム、アメリ
カ、オーストラリア、ヨーロッパ圏など様々なところから学生
が集まっていました。私は私以外中国人というクラスに配属さ
れ、最初はなぜ？と疑問に思いましたが、中国人同士でいると
中国語を話してしまうので、積極的に私と会話をしてくれた
り、授業で日本について話すことが多く発言が多くなったりと
語学面でよいことが多かったです。また、中国の文化について
も聞く機会が多く、スペインで日中関係についても考えるいい
機会になりました。
恥ずかしながら、スペインに行く前はスペイン語での会話は
全くできない状態でしたが、だんだんと先生の言うことが理解
できるようになり、友達とも普通に会話できるようになってい
きました。
アルカラ大学
1 月から観光学部に入り大学の授業を履修しました。大学の
授業はやはり語学学校とはレベルが違いました。観光学部には
留学生がほとんどおらず、スペインの学生向けに行われている
授業なので、先生の話すスピードも速く内容も専門的で最初は
理解できませんでした。しかし、予習して授業に臨むと、先生
の話すことが聞き取れ理解できるようになってきて授業が楽し
くなりました。
大学で出会った友達はとても親切で、わからないことがある
とすぐに教えてくれたり遊びに誘ってくれたりしました。しか
し、ここで最大の難関がありました。スペイン人どうしの会話
が理解できない。話し言葉かつ話すスピードが速いので会話に
ついていけず、悔しい思いをしました。なんとか会話に入りた
いと思い、できるだけスペイン人と一緒に過ごす時間を取りま
した。大学で一緒にご飯を食べたり一緒に帰ったりする中でス
ピードと話し言葉に慣れていきました。
普段の生活、休日の過ごし方
アルカラ大学周辺には寮がいくつかありますが、私はピソ
（マ
ンションの一部屋を数名でシェアする）
にスペイン人、フランス
人、中国人、私の 4 人で住んでいました。ピソはとてもきれい
で、ルームメイトもオーナーもとても親切で住むところには恵ま
れました。一緒にご飯を食べながら互いの国のことを話したり、
各国の料理を作って友達を呼んでクリスマスパーティーをした
りなどとても充実した日々を過ごしました。また、休日にはルー
ムメイトと他の街に遊びに行ったり買い物に行ったりしました。
時間があるときはよくマドリードに行っていました。Tarjeta de
Transporteというマドリード州のバス、電車、地下鉄が乗り放題
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最後に
新型コロナウイルス感染症の影響で途中帰国することになっ
たこともあり、僕は後悔している事がいくつか残りました。留
学の目的や現地での過ごし方は人それぞれで、全て自分で自由
に決める権利があると思います。ただ、何をしたくて留学する
のかを明確にして、今回の派遣留学生たちのように急に 1 週間
後に帰国するとなったとしても後悔が少なくなるような毎日を
過ごして欲しいと思います。皆さんがそれぞれの素敵な留学生
活を送れることを願っています！

大学ではなく、附属の語学学校アルカリングアに通っていまし

のカードがあり、学生は1か月20€ほどでマドリード内やマドリー

ドーアルカラ間を移動できるのでとても便利です。マドリードには

え、ELPという授業を履修しました。この授業では主にIELTS対
策ができるのですが、そこで学ぶライティングのコツや添削指

あれば無料で入れるので休日はぷらっと美術館に行っていました。

を中心に少人数でディスカッションをする授業スタイルは留学

様々なお店があるのはもちろん、美術館がたくさんあり、学生証が

ヨーロッパ

アルカラ大学があるアルカラ・デ・エナレスは世界で初めて
の学園都市であり、中世の建物や街並みが残っていて歴史地区
として世界遺産にも登録されています。アルカラ・デ・エナレ
スも中心部にはバルが多く昼間も夜も大勢の人で賑わっていま
した。マドリードの観光地で食事するよりも、地元の人に教え
てもらったレストラン・バルの方が安くておいしいです。アル
カラにはそのような穴場スポットがあるので開拓してみてくだ
さい！また、ハロウィン、クリスマス、アルカラ祭りで広場や
大通りにたくさんの店が並び、日本では感じられないアルカラ
ならではの雰囲気を味わえます。とても楽しいのでぜひ行って
みるといいと思います。

最後に
留学は、留学先の国のことを知ったり言語を上達させたりす
るだけでなく、日本について見つめ直す機会にもなります。い
ろんな背景をもった人たちと出会いその文化圏について知る
と、日本では当たり前だと思っていたことが当たり前ではな
かったことに気づかされます。新たな世界を知る、今までの世
界を違った角度から見る、という意味で視野がだいぶ広くなっ
たと思います。留学に不安を抱いている人もいるかもしれませ
んが、行ってしまったらなんとかなるし、なにかと楽しいです。
ぜひ挑戦してみてください。

イギリス

シェフィールド大学
人間社会学域国際学類

赤尾侑里子

私は2019年の 9 月から2020年の 6 月までイギリスのシェ
フィールド大学に留学をしておりました。 3 月からの 3 ヶ月間
は日本からリモートで授業に参加していました。世界的な新型
コロナウイルス感染症拡大を受け、イレギュラーなことも多々
ありましたが、それらも踏まえてこの報告書を通して留学を考
えているみなさんの少しでもお役に立てればと願っています。
留学前の準備
もともと私は英語圏の大学に留学をしたいと考えていたた
め、とにかくまずは自分の英語力をあげることが必要だと考

導は留学先の授業で課されるエッセイに、そして外国人の教師
先での授業そのものと似ている部分が多々あり、とても良い練
習場になっていたと感じています。シェフィールド大学の授業
は、エッセイが最終課題として出されることも多いため、アカ
デミックな文章とはどのようなものなのか、実際にどのように
書けば良いのかを事前に知っているとより効率よく向こうでの
授業に取り組めると思います。
勉強面以外では、ビザの取得やシェフィールド大学への申請
手続き、住まい決めなどがあります。この中でも特にビザにつ
いては必要書類等がなかなかややこしいため、友達や先輩方
と相談をしながら進めることをお勧めします。寮については、
大きくCityとEndcliffという 2 つの地域に分けられたそれぞれ
のエリア内にあるいくつかの建物から選ぶことができます。
Endcliffは学校の主な施設から徒歩25分ほどにあり、坂道も険
しく夜になると道中も暗いため、個人的にはCityにある寮をお
勧めします。ちなみに私が住んでいたBroad Lane Courtとい
うCityにある寮は、少し古い建物なのですが、Diamondという
24時間空いている図書館から徒歩 3 分ほどにありとても便利
でした。
留学先での生活
シェフィールドは街中に大学の施設が点在しており、学園都
市のような場所です。そのため、住んでいる人も学生が多くと
ても住みやすい場所だと感じました。中でも、街全体で多文化
が共生している環境にはとても魅力を感じました。シェフィー
ルド大学は学生の 6 割がイギリス人ではないと言われており、
クラスや図書館を見渡しても本当に様々な国の方がいました。
私が住んでいたフラットは 5 人でキッチンやシャワーを共有す
るスタイルだったのですが、住んでいたのはイラン人、中国人、
インド人とまさに多様な人々が集まった空間であり、毎日夕方
になるとそれぞれが各々の国の料理を作るキッチンはなんとも
不思議でワクワクする場所でした。
様々な国から学生が集まる街であるため、トルコ料理やイン
ド料理などレストランも世界各国のものがありますが、外食は
やはり少し値が張るため、基本的には自炊をし、外食は週に一
度ほど現地で仲良くなった友人と楽しんでいました。
新型コロナウイルス感染症が拡大し始め、マスクをする人や
アジア人が差別を受けるなどのニュースが耳に入ってくる中で
も、シェフィールド大学は施設内の壁に
「私たちは差別をしな
い」と皆で寄せ書きをする様子などが見受けられ、そういった
面でも多民族、多文化を尊重する環境がシェフィールドにはあ
ると感じました。
授業について
私が履修していた授業形態は、主に大きめの教室で講義を受
けるものと、講義と少人数でのディスカッションがセットに
なったものの 2 種類がありました。どちらにおいても講義前に
読んでおくよう指定された論文があり、毎日それらの読解と授
業の復習に追われていました。
私は社会学部に所属していたのですが、基本的にはいろい
ろな学部の授業を自由に履修することができたので、日本研究
コースが開講しているJapanese Popular Cultureという授業
を履修し、外国からみた日本文化の分析を学んだりもしました。
社会学部の授業で特に印象深かったものは多文化主義につい
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ての授業です。まさにブレグジットが話題となっていた中で、そ

もそもイギリス人とは何をもって定義されるのか、イギリスと

いう国の中では多文化故にどのような問題が起きているのかな

どを見ていく授業内容であり、いろいろな国から来た学生それ
ぞれの意見を交えて議論がなされとても興味深いものでした。

人間社会学域国際学類

前北

栞里

はじめに
私はジェンダー学、フェミニズムを勉強するためにシェ
フィールド大学に 7 か月間留学していました。ここでは留学準
備から留学を振り返った現在感じることまでをお伝えします。
留学準備
留学準備として、英語力向上、留学先選びの 2 点からお話し
ます。
〈英語力向上〉
求められているスコアをとるために 1 年生の春休みから渡
航直前の 3 年生の 8 月までIELTSを受験しました。思ったよう
にスコアが伸びず苦しい思いをしましたが、その中でも効果
があったと感じる勉強法を一つ紹介します。PodcastでBBC
ニュースを聴くことです。私はイギリスに留学を決めたのにも
かかわらずイギリス英語が苦手だったため、とにかく耳を慣ら
そうと思い、毎朝バスの中で好きな音楽を聴く代わりにBBCを
聴きました。IELTSのリスニングと比べるとスピードが速いた
め、リスニングテストがゆっくり聴こえるようになりました。
ついでに英語で時事ネタにも触れられるので一石二鳥です。
（ちなみに当時は内容の 3 割ぐらいしか理解できていませんで
したが、最近聴いたら 7 割ぐらいは理解できるようになってい
ました。嬉しい！）
〈留学先選び〉
国にこだわりがない限り、たくさんの先輩にお話を聴くこと
をお勧めします。私は先輩から先輩へとつないでもらう中で、
ジェンダー学をシェフィールド大学で学んでいる先輩に出会っ
たことで留学先を決めました。どの先輩も快く相談に乗ってく
ださってありがたかったです。

シェフィールドの良いところを 2 点紹介します。一つ目はと

ても綺麗な図書館が24時間空いていることです。しかも私の

寮から徒歩 5 分だったため、ほぼ毎日通っていました。勉強ス
ペースをいつでも確保できるのはありがたかったですが、いつ
でも図書館に行けることですぐに昼夜逆転してしまうので、注
意が必要です。二つ目はカフェがたくさんあることです。図書
館に飽きてしまってもWi-Fiがあるカフェが街のいたるところ
にあるので気分転換になりますし、友達とちょっとおしゃべり
するのにも最適でした。学生街なので学生が行きたいと思うよ
うな施設はそろっています。
〈刺激的な団体活動〉
一番刺激的だった経験は、Feminist Societyでの活動でし
た。Societyというのは、日本で言うサークルや学生団体のよ
うなもので、私はフェミニズムに関して勉強したりイベントを
したりするsocietyに入っていました。週一回決められたテー
マについてディスカッションをしていたのですが、授業では学
べない学生の意見を聴くことができたことや、何よりこうした
社会問題について話せる友達ができたことが財産でした。デモ
のようなイベントに参加したことも日本ではできない経験だっ

たと感じます。シェフィールド大学にはsocietyが本当にたく
さんあり、societyの合同説明会のようなものも学期の初めに
開催されるので、シェフィールド大学に留学する際には、何か
に所属することをお勧めします！
〈誘われたら断らない〉
留学中を通して私が意識していたことは
「誘われたら断らな
い」ことです。留学中に何を優先するかは人によって様々です
が、私はとにかくたくさんの人に出会うことを大切にしていま
した。何年もここに住むのなら 1 人と深い関係を築くのも良い
ですが、たった一年未満の期間だったので、たとえその人と会
うのが一回きりになってしまってもいいという気持ちでいろい
ろな人に会っていました。今の時代、そこで連絡先を交換して
しまえばいつでも繋がれます！これができたのは、「友達の友
達は友達」という文化のおかげだと思います。お互いが友達を
連れ合ってくる初対面の人だらけのパーティーもたくさんあり
ました。私の場合、友達に誘われて行ったパーティーで、興味
のある分野の博士課程の方と偶然出会い、すごく貴重なお話を
聴くことができた、といった経験もありました。専門的に学び
たい分野が定まっている人は、それについて英語である程度話
せるようにしておくと、こうした偶然の素敵な出会いが起こり
やすくなるかもしれません。
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最後に
私にとって留学をすることは中学生の時からの夢でした。外
国という地で今まで出会ったことのない人々、景色、文化に囲
まれ、好きなことを学ぶという時間に正直夢と希望しか抱いて
いませんでした。しかし実際はなかなか上手くいかないことも
多く、周りと比べて自分の不甲斐なさに辛くなることもありま
した。そんな時に大事だったのはほんの少しの勇気でした。辛
い時間も楽しい時間も経験できた今だからこそ私は何事におい
てもほんの少しの勇気がとても大事なのだとわかりました。こ
れから留学という大きな一歩を踏み出そうとしている方、そし
て留学をしようか迷っている方も、ぜひほんの少しの勇気を振
り絞って挑んでみて欲しいと思います。不安かもしれませんが
きっとそのあとには素敵な体験が待っています。みなさんが自
分にとって意味のあると思える決断、時間を過ごすことができ
るよう応援しています。最後に、私の留学経験を支えてくれた
みなさんにこの場をお借りして心から感謝申し上げます。

留学中

〈快適な学習環境〉

留学を終えて

思っていました。しかし、一年のおわり頃、第二外国語を教えて

〈殻を早めに破る〉

振り返ってみて、留学中に辛かったと感じることのほとんど

は、自分が殻を破れなかったことが原因でした。見た目や話す

ヨーロッパ

言語が異なる人々に囲まれて萎縮してしまい、自分って情けな
いなと感じたことがどの留学経験者にも一度はあるかと思いま
す。また、何度もそのような場面に出くわすとどんどん殻を破
るハードルが高くなってしまいます。振り返ってみると、勇
気を出して行動すれば、それが否定された経験は一度もなく、
「勇気を出してよかった」と思えたことばかりでした。帰国が早
まってなおさら時間は有限だと身をもって実感したため、留学
を終えてから以前に増して勇気を出してチャレンジするという
ことを心がけています。
〈学生団体やってます〉
留学中にFeminist Societyに所属して、多くの学生がフェ
ミニズムを自分ごとと捉えていることに驚きました。金沢
大学でもフェミニズムをもっと身近に感じてほしいと思い、
WannaBeMEという学生団体を始めました。フェミニズムに
関しての発信をTwitter、Instagram、noteで行ったり、オン
ラインイベントを実施したりしています。興味のある方は調べ
てみてください！留学に行く前は学生団体を設立したいという
気持ちなど持っていませんでしたが、自分が経験したことをこ
のように還元できる場を作れて幸せだなと感じます。
最後に
ここまで読んでくださった方にこんなことを言うのもどう
かと思いますが、私が最後に一番伝えたいのは、「アドバイス
は鵜呑みにするな」ということです。皆さんが派遣留学やシェ
フィールド大学に興味を持ってくれたら、この文章の役目はそ
こでおしまいです。留学に行くにしても行かないにしても、こ
こに書いてあることはすべて忘れて自分が良いと思う選択をし
てください。応援しています。

イギリス

セントラル・ランカシャー大学
人間社会学域法学類

田坂

真夕

きっかけ
法学類の学生は、あまり留学などに行っている人がいないイ
メージありませんか？私も大学に入ったばかりのころは、「法
学類に入ったから、あまり留学とかとは縁がないのかな…」と

いただいていた先生に
「法と英語が関係ないなんてとんでもな
い。例えば海外の企業と売買契約を交わすだけでも、法律の知
識と英語が同時に必要になる。
」
と教えていただきました。今思

えば、この言葉が転機となり、それまでは漠然とした憧れだっ
た留学を真剣に考え始めました。
留学先にセントラル・ランカシャー大学を選んだのは、幼い
ころにイギリスの児童文学をよく読んでいて国自体に憧れが
あったこと、そして、ビジネスコースと英語コースとがあり、
どちらになっても自分の学びたいことが学べると思ったからで
す。ビジネスコースはIELTSがOverall 6 . 0 必要でしたが、そ
の点数に足りなかったため、最終的に英語コースの方に行くこ
とになりました。IELTSのスコアがもっと高ければ、選択肢も
増えたため、試験勉強を頑張っておけばよかった、というのは
後悔の一つです。特にスピーキングは、今まで練習してきたこ
とがなくかなり苦戦したため、留学を決意する前からでも英語
を話す時間を作った方が良かったな、と思います。
そ し て、 私 は12月 く ら い ま で 見 落 と し て い た の で す が、
JASSOの奨学金を受けるためのGPAの算出方法は金沢大学の
ものと違います。私の今までの成績だと、 2 年後期はほぼA以
上を取らなければならなく、焦って今まで以上にテスト勉強を
頑張った思い出があります。他学類からでも、同じ時期に派遣
留学をする仲間を見つけて積極的に情報共有や確認しておくこ
とをおすすめします。
授業
授業は、平均して一日に 2 コマほどでした。イギリスの文化
について学んだり、英語論文の書き方を学んだりしました。授
業の大半をディスカッションが占めたので、スピーキングが苦
手だった私にはとてもいい訓練になりました。また、宗教の授
業では実際に教会に行って牧師さんの授業を聞くなど、体験型
の学習が多く取り入れられていたことが印象的でした。
英語の授業以外にも、セントラル・ランカシャー大学側の取
り計らいにより、私の金沢大学での専攻である法律の授業にも
いくつか聴講生として参加させてもらいました。大陸系の系譜
をひく日本法と、英米法系のイギリス法との違いをリアルに体
感できて面白い体験になりました。
生活
住まいは大学の寮で、私を含め 4 人のフラットでした。はじ
めはフラットメイトとの会話もままならなくて、共有のキッチ
ンに行くのが怖いときもありました。しかし、時が経つにつれ
少しずつ話せるようになり、自分の成長を実感しました。
授業以外の時間は、地域のアマチュアオーケストラに参加し
たり、日本語を勉強している現地の学生とお茶したり、英語の
先生を目指している人の宿題を手伝ったり、などして過ごして
いました。
留学のおわり
「日本今コロナっていう病気で大変らしいよ－」
と言っている
うちにイギリスの方が大変なことになってしまい、急遽帰国を
早める次第となりました。旅行に英語の勉強にと、やり残した
ことだらけの留学となってはしまいましたが、将来やりたいこ
とが増えた、とプラス思考で考えていきたいと思います。
もともとは2022年度卒で考えていましたが、金沢大学の始
業に間に合う形で帰ってきたため2021年度に卒業できるぞ、
ということになってしまいました。いわゆるステイホーム期間
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にオンライン面接を繰り返し、なんとか 7 月頃、ある企業から

ず、この学部に所属することを選択しました。この学部は、留

将来に突き進んでいますが、留学でやり残したことは実現させ

けることになりました。そのおかげで、英語や授業形式などに

内定をいただきました。ほんの 1 年前には考えてもいなかった
ていけたら、と思っています。

この文章を書いている今現在は、なかなか世界的パンデミッ
クの収束は見えない状況です。できるだけ早い将来に、後輩の
みなさんが留学含め自分のやりたいことを存分にできる世の中
になるよう、心から祈っています。

人間社会学域人文学類

真部

大輔

留学前
留学前の諸手続きには、時間と労力を大いに消費しました。
特に、visaの取得には、最も手を焼きました。先輩など、すで
に経験されている方に尋ねるとよいと思います。
留学前の準備として、留学先で必要となる言語の学習は必要
です。日常会話レベルの語学力に加えて、留学先で専攻する分
野の専門用語などをあらかじめ学習しておくと、授業内や課題
で役立つと思います。また、語学学習のみでなく、専門分野の
学習に取り組んでおくことも、英語での授業の理解度を上げる
ために有効だと思います。
語学学習以外では、個人的に、コンタクトレス決済が可能な
クレジットカードを用意しておけばよかったと感じました。イ
ギリスでは、カード払いが主流です。スムーズに支払ができる
ので、非常に便利だと思います。また、ロンドンのバスでは、
コンタクトレス以外のカードは使用することができませんでし
た。コンタクトレス決済が可能なカードを所持しておくことを
お勧めします。
留学中
金沢大学からUCLanへの留学では、International Business
Communication（IBC）と英語コースの二つの留学生専用の
コースがあります。IBCでは、一年間の留学で学位を取得するこ
とがで き ま す。
私 は、IBCに 所
属する予定でし
たが、現地に行
く と、School
of Humanities
and Social
Sciencesに 配
属されていま
し た。School
of Humanities
and Social

Sciencesは、自
分の専攻してい
る英語学を十
分に学べる環
境だっ た の で、
IBCには変更せ

関して、よりオーセンティックな経験をすることができたと思

います。初めは、連絡もなくコースが変更されていたため、少
し戸惑いましたが、結果的に、自分の履修したい科目を受講で
きたうえに、良い経験ができたのでよかったです。
授業は、自分が専攻している英語学の授業を受講しました。
具体的には、Sociolinguistics（社会言語学）
やSemantics and
Pragmatics（意味論・語用論）などです。専門的な英語学の授
業に加えて、スペイン語の授業も受講しました。金沢大学で初
習言語科目として履修したスペイン語をもう一度学べるよい機
会だと思い履修しました。UCLanには、その他多くの言語を学
ぶことができるプログラムが用意されています。外国語に興味
がある方にはお勧めです。
留学中は、大学の学生寮に滞在していました。キッチンを 6
人で共有しました。部屋には、バスルーム
（シャワー、トイレ、
洗面台）が備え付けられていたため、プライベートを確保でき
ました。しかし、共有スペースで夜な夜な騒ぐ学生やキッチン
を全く掃除しない学生が多く、ストレスを感じることが多かっ
たです。あまりの騒音のため眠れない日も幾度かありました。
友人からも、寮でのトラブルについて耳にすることが多かった
です。このようなトラブルも起こり得るということを、あらか
じめ想定しておくことも大切だと思います。
大学には、societyという、日本でいうサークルのようなも
のがあります。私は、Japanese Societyに数回参加しました。
日本語を勉強している学生、日本に興味がある学生が集まって
いるので、友達を作りやすいと思います。
また、Globeという国際交流グループに参加していました。
週に一度集まり、様々なイベント
（ゲームや料理など）が行われ
ました。多国籍のグループであり、参加者との交流を通して、
様々な文化を学ぶことができました。このグループで出会った
数人とはかなり親しくなることができました。交流の機会を増
やしたいなら、このようなグループに参加することをお勧めし
ます。
帰国後
帰国後は、オンラインで授業を受講しました。自分が履修し
ていた授業は、オンラインでのライブ授業はありませんでした
が、毎週、ウェブ上に資料や動画があげられました。それらを
用いて学習を継続しました。期末試験と期末課題
（レポート）の
提出もオンラインで行いました。
さいごに
新型コロナウイルス感染症の影響により、特殊な形で留学を
終えました。しかし、イギリスに滞在していた期間には、多く
のことを学び、経験することができました。新型コロナウイル
ス感染症拡大に伴ったロックダウンもその一つです。それらす
べてが貴重な経験だったと思っています。このような機会を得
られたこと、サポートしてくださった方々には、心から感謝し
ています。
留学を考えている方・悩んでいる方には、可能であれば、是
非チャレンジしていただきたいと思っています。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。
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私は、2019年 9 月から2020年 3 月末まで、 6 か月間、イギ
リスのセントラル・ランカシャー大学（University of Central
Lancashire : UCLan）に留学していました。本来は、2020年
6 月頃まで滞在予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影
響で、早めの帰国となりました。

学生専用のコースではないため、現地の学生とともに授業を受

ノルウェー

は静かになることが私にとっては悲しいことに衝撃的でした。

ノルウェー科学技術大学
人間社会学域国際学類

伏谷亮太朗

ヨーロッパ

はじめに
Hei! 私はノルウェー科学技術大学（通称NTNU）に約 8 ヶ月
間留学し、子どもとLGBTQの権利について学びました。NTNU
への留学を決めた理由は 2 つあります。まず、私が大学で学ん
でいるLGBTQの権利に関して、ノルウェーはヨーロッパの中
でも特に先進国であることに魅力を感じ、実際に現地で生活
をする中で日本との違いを肌で感じたいと思ったからです。 2
つ目は、ノルウェーが私にとってあまりに謎すぎる国だったか
らです。正直、留学のことを考え始めるまでノルウェーがどこ
にあってどんな言語を話しているのかということさえも知りま
せんでした。なんだか自然が豊かでサーモンが有名だ、という
レベルのノルウェーについての前知識しか持っていませんでし
た。国についての情報が絶対的に不足していたものの、あるい
は不足していたからこそなのか、 2 次募集ギリギリまで悩んで
行くことを決めたノルウェーですが、約 8 ヶ月生活してみて思
うことは「まだまだ不思議で魅力を秘めた国」です。
大学について
ノルウェー科学技術大学は大きく分けて 3 つの街にキャンパ
スがありノルウェー国内最大規模の大学です。私が使っていた
キャンパスはノルウェー第 3 の街「トロンヘイム」に位置してい
ます。ノルウェーの人口自体が東京都の半分以下で、その中で
もトロンヘイムは第 3 の街なので街自体はとても静かで平和で
す。一方で街の人口の 6 割は学生で、学生のみで運営している
クラブや学生主体のイベントも沢山開催されていて、「学生が
主人公の街」ということを強く感じました。ちなみにNTNUの
学生数は約 4 万人以上で留学生も多いです。金沢大学の学生が
約9000人なので、その 4 倍以上の学生数と考えると規模の大
きさがイメージしやすいと思います。
生活について
ノルウェー人はとにかく運動と冷凍ピザが大好きです。週末
には大体ハイキングかスキーをして電気も水道もない山小屋で
泊まるか、友達を呼んでみんなで集まってピザを食べては盛り
上がり深夜になっても終わることなく盛り上がる、という 2 パ
ターンのどちらかでした。また帰宅ラッシュが16時くらいで16
時以降は急にレストラン街は賑わい、キャンパスやオフィス街
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また、夏はずっと明るく、冬はずっと暗い中での生活になる

ノルウェーだからこそ、皆それぞれジムに行ったりクラブに
行ったり、ハイキングをしたりして自分にあった健康的なライ

フスタイルを維持している印象を受けました。
ちなみに春学期から、私は大学のクィディッチ部（ハリー
ポッターで登場するスポーツ）に所属して、多くのノルウェー
人学生と凍え死にそうなくらい寒い冬の夜に毎週 3 回外で練
習をしていました。部活動の種類が豊富で活発であることも
NTNUの魅力の 1 つです。
勉強について
授業のスタイルは先生によってバラバラであり、講義スタイ
ルのものもあれば、話し合いを中心に進める授業もありまし
た。事前に読む教科書の量は多かったですが、ノルウェーの第
1 言語が英語ではないということもあってか、授業のレベル自
体はそこまで難しいとは感じませんでした。先生と学生の距離
も近く、とても発言しやすい雰囲気でした。
しかし、期末テストは地獄でした。とにかく長い。私がとっ
た授業の期末テストは全て各テスト 3 〜 4 時間に及ぶもので、
多くの授業が 1 つの問いに対して長文で論述するというもので
した。また、ほとんどのテストがパソコンを使って行われるた
め、ある程度のタイピング力が求められます。NTNUへの留学
を考えている英語力に加えてタイピング力、忍耐力をつけてお
くことをオススメします！
授業数に関して、規模が大きい大学であるので授業の種類
もとても豊富です。私が特に気に入った授業は
「Gender and
「Children Rights」の 2 つで、前者は
Norwegian Culture」と
ノルウェーがジェンダー平等、LGBTQの権利が進んだ社会に
至るまでの歴史と現在抱える課題について学べる内容で、後者
は子どもの定義を考えるところから始まり、国連が定める子ど
もの権利条約に焦点を当てて様々なトピックについて考えるこ
とのできる内容であり、どちらも
「人権」
に焦点を当てた授業で
す。人権意識の高い北欧ならではの考え方や社会の取り組みに
ついて、ディスカッションを通して学ぶことができる授業であ
り私の将来のキャリアに大きく影響した授業でした。
最後に
冒頭にも述べたように 8 ヶ月住んでもノルウェーの謎は深ま
る一方でした。ステレオタイプにはなりますが、日本人と似て
いる点もあれば全く違う部分もあります。例えば、ノルウェー
人は基本無表情ですが、山でハイキングやスキー中に会うと
とっても素敵な笑顔で元気に挨拶してくれます。最初は冷たく
感じる時もありますが、 1 度仲良くなればすごく親切に話しか
けてくれます。人との距離のつめかたが、日本人と似ている部
分があると思います。言語に関して、ノルウェー語では語尾を
あげて発音することが多く、よく
「歌っているように聞こえる
言語」
と言われます。聞いていて楽しいです。
また、氷山に登ったり、カヤックをしたり、オーロラをみた
りと自然に関しては、世界トップレベルで満喫できる素敵な国
です。
そんな大自然も不思議な部分も含めてノルウェーの魅力だと
思います。人生の中でなかなかノルウェーに住む、また長期滞
在する機会はないと思うのでぜひ皆さんの肌で感じてみてはい
かがでしょうか？
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ポーランド

ワルシャワ大学
人間社会学域国際学類

野嵜

天菜

留学前の準備について
まず、IELTSやTOEFLなど英語試験の勉強に早めに取りかか
ることをお勧めします。私の場合、IELTSを 3 回ほど受験しま
したが、試験費用や実施回数が少ないことを考えると、早いう
ちから勉強を始めるのがよいと思います。ビザの取得は、東京
にあるポーランド大使館で行いました。申請には予約がいるた
め、早めに日程を確認し予約しておいてください。また、留学先
についての情報収集は、その大学に留学経験のある先輩からお
話を聞くことが一番よい方法です。ネットや本だけでは、ポー
ランドについて多くの情報を得ることが難しいと思います。実
際に留学した先輩から現地のお話を聞くことにより、自分が知
りたい情報を直接聞くことができるので、留学における不安の
解消や、留学先への理解も深まると思います。
授業について
私は自分が所属する学部の授業の他に、他学部やポーラン
ド語の授業、体育なども履修していました。ワルシャワ大学は
留学生の数が多く、英語開講されている授業が沢山あるため、
ポーランド語だから取りたい授業が取れないということは、私
の場合ありませんでした。また、履修する授業を決める際にシ
ラバスで情報が不十分な場合は、教授に直接メールをして授業
内容や難易度などを尋ねていました。教授は親切な方が多いの
で、わからないことはためらわず質問するのがよいと思います。
私が履修していた授業は、講義形式のものからグループワー
クやプレゼンテーションなど、積極的に発言することが求めら
れる授業もありました。留学前に先輩から聞いたアドバイスに
したがって、授業はあまり取り過ぎず、予習・復習をきちんとで
きるように意識して取っていました。最初は聞き取りやパワー
ポイントのスピードについていけないことや、当てられた時に
上手く発言ができないことで、授業に行くことが怖くなるよう
な時もありました。それでも、同じ学部に通っているルームメイ

トと授業の復習を一緒に行ったり、毎回授業が終わった後教授
にわからなかった箇所を聞きに行ったりしていると、後半では
最初と比べると確実に授業についていけるようになりました。
また英語力の向上につながったとの実感もあり、この習慣はよ
かったと思っています。留学先での学習は、とにかくわからな
いことはきちんと自分から聞くことが大切だと思います。
現地での生活について
ポーランドでは若い世代の人や大学内は基本的に英語が通じ
るのですが、スーパーなど日常生活においてはポーランド語し
か通じないことがよくありました。言葉が通じず理不尽な対応
をされることもありましたが、めげずにコミュニケーションを
取ろうとすることで、相手が理解を示してくれたり、周りの人
が声をかけてくれたりなど、人の優しさを感じる機会もたくさ
んありました。また、チューターが現地の生活で必要なことを
教えてくれたので、非常に助けられました。私は一人部屋で、
キッチン・バス・トイレをルームメイトと共有する大学生寮に
住んでいました。ポーランドでは、外食の値段は日本と同じく
らいですが、スーパーの食品は安いので基本的に自炊をして過
ごしていました。寮では、ルームメイトと互いの国の料理を作
り合ったり、同じ寮内で交流会を開いたりと楽しい時間を過ご
せました。大学ではESNという団体が留学生のためにイベント
を沢山開いてくれます。最初の頃は、友達作りのためにも毎週
参加していました。また、その後も月 1 回以上は参加していた
と思います。みんなで遊んだりしゃべったりするだけでなく、
文化体験や国内旅行などポーランドについて理解を深めるイベ
ントもあり、学部を越えた様々な国の学生と交流できる機会
だったので、非常に参加してよかったと思っています。私は日
本語教育に関心があり、私のチューターが日本語学科に所属し
ていたことから、日本語学科のイベントや交流会にも参加して
いました。そこでできた友達に日本語を教える代わりに、英語
のスピーキングの練習を手伝ってもらうなどしていました。
留学を終えて
留学中は、今まで自分と関わりがなかった多様な価値観の人
たちと一緒に過ごすことで、先入観にとらわれないことや個性
を大切にするということの重要性を改めて実感しました。ま
た、慣れない土地や文化の中で生活するのは大変なこともあり
ましたが、その大変さに圧倒されることなく解決しようとする
ことで、自分で考える力や忍耐力が確実に向上したと感じてい
ます。留学前は自分に対して自信があまり持てずにいました
が、現地での
「できた、やりきった」
という達成感の積み重ねが
自信へと繋がり、帰国後は自己肯定感がかなり上がりました。
私のこの留学においての一番の成果は、
「ためらわずにまず挑
戦してみる」という行動力が身についたことだと思います。こ
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ヨーロッパ

私は2019年10月から2020年 3 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。本来は 6 月末まで現地で学ぶ
予定だったのですが、新型コロナウイルス感染症の影響により
早期帰国となったため、帰国後はオンラインで大学の授業を受
講していました。私は高校生の頃から漠然と留学してみたいと
思っていました。最初は英語圏を考えていましたが、どうせ行
くのなら自分があまり知らない国、日本人が少ない所で自分
を試してみたいという想いから、東欧諸国に興味を持ちまし
た。ワルシャワ大学を選んだ理由は主に二つあります。一つは
元々農業や食に対して関心があり、それに合うコースがあった
ことです。もう一つは、副専攻として学んでいる日本語教育へ
の理解をより深められると考えたからです。ポーランドはヨー
ロッパの中でも日本語学習者が多く、ワルシャワ大学にある日
本語学科のレベルは非常に高いということから、現地の学生と
の交流を通して、自分自身の日本語教育における考えを広げた
いと考えていました。留学先の大学ではマネジメント学部に所
属し、主にフードビジネスにおけるマーケティングやサプライ
チェーンについて学んでいました。また、ビジネスという視点
だけでなく、持続可能な食糧供給など環境や社会という視点か
らの食に関する問題についても学んでいました。

の行動力を生かして、就職活動や残りの大学生活を自分が納得
できるようなものにしたいと思っています。

聞きなじみのない留学先だと思うので、言語と物価について

少し触れたいと思います。

後輩へのメッセージ

ヨーロッパ

留学先では、楽しいことばかりでなく、つらいことや苦しい
ことも沢山あると思います。けれども、そのような経験こそ自
分自身を成長させてくれる財産になると思います。留学に行く
こと自体が目的になってはいけませんが、異国の地で生活し学
ぶことは、非常に刺激的で今までにない経験や発見をすること
ができると思います。また、新たな環境に挑戦しそこで頑張っ
たという経験は、必ず自分の自信になります。挑戦してみて無
駄になることは一つもありません！！留学に興味はあるけど迷っ
ているという人は、ぜひこの機会に挑戦してみてください。み
なさんが、大学生活において新たな一歩を踏み出し、そこで素
敵な出会いや経験をされることを応援しています。

人間社会学域人文学類

ポーランドでの留学について

森

麗

はじめに
私 は2019年10月 か ら2020年 3 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。新型コロナウイルス感染症の
影響で当初の予定よりも短い期間での滞在となりましたが、留
学に挑戦することができてよかったと思っています。私の体験
が少しでも留学を考えている方の参考になれば幸いです。
非英語圏での留学について
私の留学の目的の一つは英語力を上げることでした。なぜわ
ざわざ非英語圏を選択したかというと、非英語圏ならではのメ
リットがあると考えたからです。私の場合は留学先を決める段
階に、教授から「英語を話せて当たり前のネイティブではなく、
第 2 言語の英語を流暢に使う学生や現地の人と話すと英語学習
のモチベーションが上がるよ」という話を伺ったことがきっか
けでした。
実際に留学してみて、第 2 言語の英語だけでなく第 3 第 4 言
語も勉強している人の多さに驚き、語学習得の大きなモチベー
ションになりました。お互い完ぺきではないので比較的リラッ
クスして話せるのも英語圏でないことの利点です。また、ポー
ランド人のポーランド語なまりの英語やほかの留学生たちの
様々なアクセントに慣れたので、より色々な国籍の人と抵抗な
く話せるようになりました。

まず言語についてですが、私の場合は前述のとおり、英語力
の向上を目的としていたので、ポーランド語が全く分からない
状態で行き、基本的に英語での生活でした。留学生の大半がそ
うだったと思います。大学の授業も留学生向けの授業や英語開
講の授業がたくさんあるので、ポーランド語ができなくても問
題ありません。ただ、若い人は基本的に英語を話せますが、中
年くらいの方からは英語を話せない人もたくさんいるので簡単
な挨拶の表現は覚えた方がいいと思います。
また、ポーランドは物価が低く、ヨーロッパでの留学にして
はかなり費用を抑えることができます。欧米留学は高くて頻繁
に外食できないという声をよく耳にしますが、あまり気にする
ことなく友達とランチしたりカフェに行ったりできます。旅行
が好きな人は生活費を抑えてヨーロッパを回れるのでおすすめ
です。
大学生活について
私は応用言語学部に所属していましたが、どの学部に所属し
てもどの学部のどんな授業も自由に取ることができます。私は
専門分野の授業の他に、留学生向けの授業
（国際関係系）、現地
学生向けの英語の授業、ポーランド語の初心者向けの授業など
8 コマ程度履修していました。ポーランド語は取っていない留
学生もいましたが、週に 2 回のコースのため留学生同士で仲良
くなりやすく、取ってよかったと思います。
また、課外活動として日本学科の学生と交流したり日本文化
イベントのボランティアをしていました。遠く離れたポーラン
ドでも日本に興味を持って関わっている人がたくさんいること
を知るとともに、もっとポーランドやほかの国についても知り
たいと感じるようになりました。ほかには、英語力を伸ばした
かったのでFacebookでlanguage exchangeのイベントを探
して積極的に参加しました。しかし、毎回はじめましての状態
からの会話では深く話すことはできないと感じ、日本語を話そ
う！という会で出会ったポーランド人との言語交換を通じて英
語を勉強していました。この日本語学習者の集まりも時々開催
されているので顔を出してみるといいかもしれません。
暮らしについて
大学から指定された学生寮は 2 人部屋で、私は中国人のルー
ムメイトと一緒に住んでいました。一緒にイベントや美術館に
行くなど、とても仲良くなれていい経験だったと思います。寮
は大学からバスで30～40分程度かかりますが、街の中心を経
由すること、バスの定期がかなり広い範囲をカバーしているこ
との 2 点から特に不便には感じませんでした。メインキャンパ
スの建物自体が有名ですし、近くに世界遺産に登録されている
観光地もあるので、大学周辺の飲食店や施設が栄えている点も
ワルシャワ大学の魅力の一つだと思います。
最後に
国際学類以外の人にとって留学のハードルは少し高いと思い
ます。周りに留学経験者も少なく、情報の入手も難しいです。私
も初めは学内選考の段階でIELTSのスコアが必要なことを全く
知らず、 2 年生の春に慌てて受験しに行ったりしていました。
それでも金沢大学はしっかり制度が整っているので、きちんと
必要な書類やスコアを確認して準備さえできればどの学部の人
も挑戦できると思います。留学は大変なことも多いですが、そ
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の分得られるものも大きいので、気になっている人は早めに留

思う存分英語を喋るぞ！と気合いを入れて留学生活を送ること

スウェーデン

て、キャンパスの隣には
「イノベーションパーク」と呼ばれる、
スタートアップ企業が集合したイノベーション大国スウェーデ

学推進係や学部の先生などを頼って挑戦してみてほしいです。

カールスタード大学
人間社会学域経済学類

嵐柴

綾

留学準備
私が派遣留学を意識し始めたのは 2 年生になってからでし
た。私の周りには派遣留学を考えている友人がとても多く、彼
女たちは 1 年生の頃からIELTSを受験するなどとても早いうち
から留学準備を始めていました。そんな周りの準備の早さに影
響されて私も留学準備を進めていきましたが、私のように 2 年
生になってからぼんやりと「留学行きたいな」と考える方も多い
と思います。そんな方はまず自分なりの留学準備スケジュール
を決めて、それにしたがって準備していくことをお勧めしま
す。金沢大学での学生生活を送りながら留学準備を進めること
になるので、どうしても留学準備が後回しになってしまうこと
も多いからです。ひとつひとつの手続きにデッドラインを決め
て、早めに行動して行くといいと思います。
留学前に身につけておいたほうがいいスキルとして、私は
「ライティング力」と「スピーキング力」を挙げたいと思います。
金沢大学は「アカデミックライティング」という授業を開講して
いますが、留学を考えている方はこの授業を履修するのをお勧
めします。なぜかというと、どの大学に留学しても課題として
エッセイを課せられることがとても多いからです。カールス
タード大学では留学生に向けてエッセイの書き方を丁寧に教え
てくれますが、事前に書き慣れている学生は効率よく課題をこ
なして代わりに別のことに時間を取ることができます。IELTS
のライティング対策にもなりますし、エッセイの書き方を学ん
でおけば帰国してから書くであろう卒論などにも必ず活かせる
と思います。また、私はスピーキング対策として、大谷マー
シャ先生が行っているFUNGLISHに週に何回か訪れて英会話
の練習をしていました。その名前の通り楽しく英会話ができる
ので、スピーキングに自信がない方も気軽にマーシャ先生とお
しゃべりしに行く感覚で訪れてみてください。

ンならではの施設があります。留学生は最初のオリエンテー
ションで訪れることができますし、経済系の授業を取ればイノ
ベーションパーク内で授業を受けることもできます。シリコン
バレーがひとつの建物にぎゅっと凝縮したようなとても興味深
い施設なので、カールスタード大学に留学するひとつの大きな
魅力だと思います。
また、カールスタード大学は留学生への対応も手厚く、留学
生同士で故郷の料理を振る舞うインターナショナルディナー
や、クリスマスパーティー、フィーカ
（スウェーデン伝統のおや
つタイム）やシナモンロールデイなど、学内では日々たくさん
のイベントが開催されています。
学内のジムは 1 セメスター約3000円で通い放題で、ヨガやボ
クシング、バドミントンやフットサルなどの様々なクラスが開
講されているので、授業前や授業おわりに気軽に運動すること
ができます。
（私は早朝のヨガクラスがお気に入りでした）
寮はバスルームと小さな冷蔵庫が各部屋についている完全な
ひとり部屋で、キッチンだけフロアメイトと共有します。部屋
にはベッドと勉強机、椅子や本棚が備え付けです。私の部屋は
最初からWi-Fiルーターが置かれていてそのまま使用すること
ができましたが、部屋によってはついていないところもあるよ
うです。近くにイケアや大きなショッピングセンターがあるの
で、足りないものはそこで買い足すといいと思います。部屋の
形態は、ロフト付きの部屋や少し広めの部屋など 3 種類ありそ
れぞれ家賃が違いますが、ランダムで割り振られるため自分で
選ぶことはできません。
授業
私 は、 北 欧 諸 国 の 文 化 や 政 治 に つ い て 学 ぶ
「Nordic
studies」
、ジェンダーと健康について学ぶ
「Gender, health
、文化遺産や芸術について学ぶ
「Cultural
and technology」
heritage」の 3 つの授業を取っていました。週に 2 時間の授業
が 2 、 3 コマ程度とそこまで授業は忙しくなかったのですが毎
回予習復習と課題に追われていたので、朝早くから夜遅くまで
開いている大学の図書館をよく利用していました。どの授業も
10人程度の少人数クラスで教授と生徒同士の距離がとても近
く、自分の意見や周りの意見を傾聴する力を特に求められまし
た。金沢大学で受けていた講義とあまりにも違うため最初は慣
れませんでしたが、だんだんと自分の意見を言葉に出せるよう
になった時、超スピードで進んでいく議論についていけるよう

カールスタードでの生活
カールスタードは、スウェーデンの首都ストックホルムとノ
ルウェーの首都オスロを直線で結んだ時ちょうど真ん中に位置
する、豊かな自然に囲まれた人口 8 万人ほどの小さな田舎町で
す。カールスタード大学はスウェーデンの中でも比較的新しい
大学で、 1 セメスターに受け入れる留学数は約200名、ほとん
どの留学生はヨーロッパ出身です。私が留学したセメスターは
日本人が 4 人、韓国人が 5 人、中国人が 3 人とアジア出身の留学
生は圧倒的マイノリティでした。せっかく留学にきたのだから
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ヨーロッパ

私は2019年 8 月から2020年1月までの 5ヶ月間、スウェーデ
ンにあるカールスタード大学に派遣留学しました。私たちは金沢
大学からカールスタード大学に留学する第1号だったため、事前
情報や先輩からの助言はもちろん無く、留学推進係の皆さんに助
けていただきながら手探りで留学準備をしていた当時を今でも
鮮明に思い出します。それから留学中も留学を終えた今もありが
たいことに
「カールスタード大学に興味があります！」
と連絡を
くれる後輩が何人もいます。そんな志高いこれからの派遣留学生
の方々へ、少しでも多くの情報を記録していこうと思います。

ができたので、私にとってはとても心地よい環境でした。そし

になった時、それぞれで味わった嬉しさや感動は今でも忘れら

ロッパに住んでみたい、寒い寒い北欧で冬を越えることができ

り、月に何本もエッセイを書くことは決して容易ではありませ

デンを選びました。しかし、IELTSのスコアが足りなかったの

れません。それに加えて膨大な量のリーディングをこなした
んでしたが、スウェーデンに留学して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していました。

ヨーロッパ

気持ちの変化、帰国後の活動
留学前の私は、興味関心が様々な分野に分散している学生で
した。医療のことも引き続き学びたいし、経営のことも勉強
したい、得意の英語も極めたい。だから転学類という選択を
して、留学するという決断をしました。留学をする際に改め
て、自分はなんの分野に興味があるのか、留学で特に勉強した
いことは何かという、いわゆる「留学の軸」を決めることは何よ
り大切なことだとされています。私もそう思いますし、その軸
が特定の分野に決まったならそれはとても素晴らしいことだと
思います。しかし、私の場合は、どれだけ自分を分析しても特
定の〇〇学を勉強したい！というひとつの分野に絞ることがで
きず、最終的に留学の軸を「いま興味のあることを好きなだけ
勉強して、生涯学びたいことを見つけたい」と定めることにし
ました。そして、留学を終えたいま、その選択をして、留学先
としてスウェーデンを選んで本当に正しかったと実感していま
す。スウェーデンを含め北欧諸国はその高いSDGs達成度でも
わかるように、社会・経済・環境の分野においてとても秀でて
いるため、学生としてだけでなく日本人として学ぶべきことが
たくさんあり、それらが学べる素晴らしい教育制度や土壌も備
わっています。
私のように、留学前に自分が学びたい特定の分野が見つから
ないこと、だからこそ留学を通して自分の「好き」を磨きたい、
そんな選択もあります。どんな行動もみなさんの大切な意思だ
ということを忘れないでください。留学という選択を正解にす
るかしないか、留学生活をいかに充実させるかは自分次第で
す。みなさんの選択を応援しています。

人間社会学域人文学類

上野

愛里

スウェーデンという国・カールスタードという街
私はスウェーデンへの派遣留学の第 1 期生として、カールス
タード大学に 7 カ月間留学しました。IKEA、H&M、VOLVO
が生まれたスウェーデン、首都のストックホルムは世界 1 美し
いと言われる街で、『魔女の宅急便』のモデル地にもなっていま
す。カールスタードはそんなストックホルムからバスで 4 時間
ほどのところにあります。比較的小さい街だと感じましたが、
スウェーデンの中では 5 番目に大きい街らしいです。ちなみに
スウェーデンの公用語はスウェーデン語ですが、スウェーデン
人は
「母国語が英語ではない国で 1 番英語がうまい」と言われて
おり、みんな英語を話します。スウェーデン語を話せなくて
困ったことは 1 度もありませんでした。
ここでの経験、気づきを綴っていくので、今この冊子を手に
取っているあなたに何か届けば幸いです。
留学前
留学に行く理由は人それぞれだと思いますが、私はどうして
もこの国でこれがしたい！という明確なものがありませんでし
た。ただ、これまでの人生があまりに順調に進んでいたことに
危機感を抱き、人生最大の苦労をしようという漠然とした気
持ちから派遣留学に応募しました。そして、人生で 1 度はヨー
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れば、もうどこでも生きていけるだろうという考えでスウェー
で、同時にワーホリの準備も進めていました。結局スコアは足

りないままでしたがなんとか受け入れてもらえ、無事出発する
ことができました。出発は 8 月中旬だったのですが、直前まで
部活の遠征があり、その後金沢のアパートも引き払わなければ
ならなかったので、だいぶバタバタの出発になりました。出発
前は心の準備のためにも、余裕のあるスケジュールをお勧めし
ます。
大学と生活
大学は寮から徒歩10分ほどのところにあり、金沢大学のよう
に周りはあまり何もない、という印象でした。市街地までは大
学からバスで20分ほどかかりますが特段不便ではありません
でした。
授業は私の場合、週に 4 ～ 5 コマだけでした。授業数が少な
いからと言って楽なわけでは決してなく、私は最初の 2 カ月は
毎日半べそかきながら予習に追われていました。どこでもそう
でしょうが、教授によって授業の難易度は大きく変わるので、
やってみないと分かりません。
その 2 カ月は授業に加え、自分の語学力の低さにも落ち込
み、友達もなかなかできず、しんどい日々になってしまった
ので、その後は授業を減らして他のことに時間を当てました。
カールスタード大学では 1 つ 1 つの授業のボリュームが大きい
ので、 1 つの授業をやめるとかなりの時間が確保できることに
なります。あれもこれもやりたい気持ちはもちろんありました
が、全てを中途半端にするよりも絞った方がいいと思っての決
断でした。おかげでそれからは体力的にも精神的にも安定し、
積極的に人と会おうとする心の余裕も生まれ、他の大学の日本
語授業のお手伝いにも参加しました。その人脈から、遠くの小
さな街の日本映画祭の運営にも関わることもできました。
留学中に苦労したことは色々ありますが、対人関係が 1 番か
もしれません。私は街中で知り合った人に付きまとわれ、長い
期間怖い思いをすることになったので、NOと言える日本人に
なる勇気は大事だと痛感しました。トラブルになりそうだった
ら早めに相談係の人に連絡することが肝心です。
スウェーデン人
スウェーデン
人はヨーロッパ
の日本人と言わ
れることもあ
り、性格は似て
いるところが多
い よ う で し た。
仲良くなるまで
が長く表面的な
付き合いです
が、仲良くなっ
たらとてもお茶
面な一面を見
せ て く れ ま す。
Fika（ フ ィ ー
カ）というコー
ヒータイムを一
緒にするのが仲
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良くなる第一歩です。また、彼らは夏と冬で性格が変わるとも

イティング、ス

もあり少々うるさいくらいですが、長く暗い冬はみんな早々に

業 はIELTSの ス

言われており、日が長い夏は夜中までお祭り騒ぎしていること
家に帰ってぬくぬくします。また、冬は全身黒の服装になりま

す。誰がスウェーデン人で誰がそうでないのか一目瞭然です。
街の治安も良く、夜 1 人で歩いても心配ありませんでした（で
きるだけ避けるべきだとは思いますが）。新型コロナウイルス
感染症がカールスタードで流行り出したときも、心無い言葉を
かけられることは一切なく、民度が高いと思いました。

イリノイカレッジ
人間社会学域国際学域

桑原

里歩

私は、アメリカ合衆国のイリノイカレッジに約半年間留学し
ていました。イリノイカレッジはイリノイ州の大都市・シカゴ
から車で 4 時間ほどのところにあります。緑が多く、落ち着い
た雰囲気のキャンパス内には野生のウサギやリスが住んでい
て、比較的金沢大学に似た環境だったように感じます。一方で
学生数は1000人程というように、規模は金沢大学に比べると
非常に小さく、教授と現地の学生・留学生がかなり親しくなれ
るアットホームな場所でした。
留学前準備について
留学前の準備で最も大変だったのは、IELTSによる語学スコ
アの取得です。私は試験を受けても思うようにスコアが上がら
ず、何度も受験したため、費用がかなりかさみました…。目標
スコアを取得するためにかかるスピードは人それぞれだとは思
いますが、 1 回受けるのに 2 万 5 千円ほどかかるため、時間を
かけてしっかり勉強してから受験することをお勧めします。ま
た、渡航前にイリノイカレッジに提出する健康診断表の準備も
必要でした。血液検査やワクチン接種に加え、診断書に医師か
らのサインも必要だったので、書類が届き次第、準備に取り掛
かるとよいと思います。その他には、ビザ取得で大使館に行く
必要がありました。いずれの準備も早くから取り組んでおくに
越したことはありません！
授業について
留学生向けのアメリカ文化についての授業、アメリカ史の授
業、ライティング、スピーキングのクラスを履修しました。ラ

かった学生は必
修でした。スコ
アが足りれば自
分の関心のある
授業を取ること
が 出 来 た た め、
やはり渡航前の
スコア取得はし
ておくべきで
す。日本の大学
と違って、同じ
科目が週に 2 ～
4 回あります。その分課題の締め切りもすぐ来るので、授業以
外の時間は教科書を読んだりレポートを書いたりする時間も多
かったです。最初は教科書を読み進めるのにかなり時間がかか
りましたが、慣れたら徐々に理解するスピードが上がり、自分
の成長を感じました。
生活について
イリノイカレッジの学生は、ほぼ全員寮に住んでいます。 2
人 1 部屋で、私はアメリカ人の新入生とルームメイトになりま
した。生活リズムは異なりましたが、私の場合は特に大きな衝
突なく過ごせました。今日何があった？どんな日だった？など
と会話する中で、スラングの意味を知ったり、現地の学生の言
葉選びの感覚を体感したりすることが出来たため、くだけた日
常会話を学ぶには非常にいい環境でした。シャワーやトイレが
階に 1 か所だったため、不便な部分もありましたが、慣れれば
特に問題なく生活できました。
食事は学内の食堂を主に使っていました。私は 1 週間に19回
食事をとれるミールプランに加入し、日々の食事で困ることは
全くなかったです。自分の好きなものを食べたいときは、近く
のスーパーで食材を買い、寮内のキッチンで調理することもで
きます。また、ちょうど私の留学中に学内にスターバックスが
出来ました！ミールプランをスタバに使うことも出来たので、
授業終わりにスタバを飲みながら他の学生たちと課題を進める
のが日課になっていました！
私は、Japanese Clubのイベントに参加し、現地の日本に関
心がある学生と交流しました。イベント以外でも、お互いに分
からないことを質問しあったり課題を手伝い合ったりして新し
い関係を築くことが出来たため、迷っている人はぜひ何かしら
のコミュニティに属してみることをお勧めします！一緒に映画
をみたり日本食を食べたりする中で、現地の学生と仲良くなれ
ただけでなく、日本という国について客観的に見つめなおすこ
とが出来ました。私たちが疑問に思ったことがない当たり前の
ことでも、アメリカの学生から見るとすごく不思議に感じるこ
とも多くあるようで、そんな外からの視点に自分をさらすこと
がとても面白く感じられました。また、Japanese Clubで出
会った現地の学生の 1 人がサンクスギビングに家に招いてくれ
たり、クリスマスパーティーに参加させてくれたりして、現地
のありのままの生活や大切な行事について経験ことが出来まし
た。Japanese Club以外にも、様々な団体がイベントを開催し
ています。いろいろ参加してみると友達も増えたり新たな発見
があったりして楽しいかもしれません。
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北アメリカ

アメリカ

コアが足りな

ヨーロッパ

最後に
カールスタード大学には留学開始時点では日本人が 4 人留学
していましたが、後期には私 1 人になってしまいました。前期
にできた友達も後期には帰ってしまう人が多く、異国の地で
安心して相談できる人が近くにいないことがとても心細く感
じましたが、いざ 1 人になると思いのほか度胸がついているも
ので、周りに最大限頼りながら楽しく生活することができまし
た。最後は新型コロナウイルス感染症のため緊急帰国という形
になり、本来の留学が終わるころに感じたであろう達成感を感
じられなかったのは非常に残念ではありますが、やりたいこと
は
「いつか」ではなく「今すぐ」やる、ということは私の人生の教
訓になり、強烈に意識するものとなりました。
留学は必ずその人の世界を広げ、人生を豊かにしてくれま
す。苦しいことも多いですが、行った人にしか見えない世界が
あります。みなさんの留学を応援しています。

ピーキングの授

イリノイカレッジでの生活を通して

授業と勉強について

みると半年間のイリノイカレッジ生活は本当に一瞬のようでし

すが、 1 つの授業が週に何回もあるので科目数が多くなること

ど、困難に打ちのめされることももちろんありましたが、その
分楽しいことも新たな経験も出来ました。留学中はどんなこと
でも
「せっかくだしやってみるか」の精神で挑戦してみることを
お勧めします。私は、部屋でスマホをいじるだけ、などの日本
でも出来ることをする時間を減らし、 1 人でも多くの現地の友
達を作ったりイベントに参加したりするなど、現地でしか出来
ないことをするように意識していました！やってみたら案外新
しい出会いや発見があると思います。

が出され、小テストも多く、毎日授業が終わったら夜遅くまで
取りかかっていました。イリノイカレッジは生徒数が1000人
ほどの小さな大学だったので一つの授業に対する生徒数も少な
く、教授と生徒の距離が近かったです。教授が週に 2 、 3 回ほ
どオフィスアワーを設けてくれ、研究室へ自由に質問を聞きに
行けました。わからないところがあったらすぐに質問できたの
で有効的でした。教授の方も喜んで質問に答えてくれ、理解で
きるまで見てもらえました。そのおかげで試験でもいい点数を
とることができました。他にもライティングセンターというレ
ポートを添削してもらえるところがあり、レポートをほとんど
の授業で提出しなければならなかったのですが、文法ミスから
レポートの書き方まで見ていただけました。チューター制度が
多く取り入れられていて、学問に対して手厚かったです。アメ
リカの授業はどの授業もディスカッションや発表があり、現地
の学生の中に入るのに苦労しましたが、少しずつ慣れて発言で
きるようになりました。

最初はどうなるか不安な部分も多くありましたが、終わって

た。大量のリーディングや思うように話せないもどかしさな

人間社会学域国際学類

谷内沙弥香

北アメリカ

私はイリノイ州に位置するジャクソンビルという小さな街の
イリノイカレッジに2019年 8 月から2020年 3 月まで約 7 か
月間留学していました。大学自体も小規模で自然にあふれ、落
ち着いた雰囲気の大学でした。いろんな国からの留学生が多く
て、多人種が集まっていました。
留学前の準備
私が長期留学をしたいと思ったきっかけは 2 つありました。
1 つ目は自分の英語力が落ちて、伸びていないことを痛感した
ことです。昔アメリカに住んでいた経験があり、その影響で幼
少期の頃から英語を身近に感じることが多く、日常生活の中で
英語を使うことが当たり前になっていました。身についた英語
力を保つために日本に帰ってきてから英会話教室に通っていま
したが、徐々に自分の英語力が落ちていることに気づき、昔の
自分の方が英語力があったことを悔しく感じました。 2 つ目は
自分が経験したアメリカでの生活とニュースで見るアメリカの
現状が大きく違っていたことです。私が子供の頃に過ごしたア
メリカでは生活に困ることもなく、差別を受けることもなく楽
しい日々を送ることができていました。けれども、人種差別を
受けている人の報道が多くみられ、それを疑問に感じ、現地を
訪れて解明したくなりました。
留学前の準備で最も大変だったことは基準のスコアを取得す
ることでした。勉強を始めるのが遅く、またスコアも簡単には
上がらず、取得
するのがギリギ
リになってし
まったので早め
に準備すること
をお勧めしま
す。他にも申請
書の提出やビザ
の取得にも遠く
まで行かなけれ
ばならないこと
もあるので余裕
をもって準備に
取り組んでほし
いです。
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私は前期に 4 つ後期に 4 つ授業を受けました。授業によりま

に関しては困ることはなかったですが、毎回どの授業でも課題

生活について
留学中は寮生活で 1 人のルームメイトがいました。トイレと
シャワーはシェアしなければならなくて、生活に慣れるのに時
間かかりました。キャンパスの敷地内に寮も食堂も教室もすべ
てあったのでどこへ行くにも移動時間は短かったです。食事は
ほとんど食堂で済ませていましたが、毎週日曜日にスーパー行
き、 2 週間に 1 回モール行きの無料シャトルバスが出ていてた
まにお買い物に行きました。学校が始まる 1 週間前に留学生だ
け先にオリエンテーションがあり、いくつか行事をあったこと
で他の留学生と仲良くなることができました。学校のイベント
もたまに開催されてほとんど参加しました。ルームメイトと仲
良くなり、サンクスギビングブレイクの時には実家に連れてっ
てもらい、日本では経験できない本場のサンクスギビングを経
験することができました。大学の立地がそれほどよくなかった
ので週末に出かけることはできませんでしたが、友達と映画を
見たり、寮のロビーでゲームをしたりしていました。長期休み
のときはトロントとニューヨークに行き、留学中にできた友達
と旅行に行けたので貴重な体験ができました。
最後に
1 年間という留学生活は長いようにみえて一瞬で過ぎていき
ます。毎日毎日大切にしながら生活してほしいです。もちろん
留学中苦労したことはたくさんありましたが、後悔は全くない
ですし、良かったなと思えることだらけです。今まで出会った
ことのない人と仲良くなったり、考え方の違いに気づかされた
り、当たり前が通用しなかったりと驚かされることは多々あり
ましたが、すべて含めて良い勉強になり、成長したと実感しま
す。異文化な環境であったからこそ刺激をたくさんもらえまし
た。少し悔しかったのが新型コロナウイルス感染症の影響で 1
か月だけ早めに帰国することになったことですが、海外での対
面授業とオンライン授業の両方受けることができたのでめった
にできない経験になったのではないかと感じました。もし留学
を悩んでいるのであれば恐れずに挑戦してみてほしいです。

KANAZAWA UNIVERSITY

人間社会学域地域創造学類

宮崎

桃子

私は2019年 8 月から12月までイリノイカレッジへの派遣留

学に参加しました。半年きりの留学生活ですが、その分「密」
な
経験を得ることができました。留学先における私の実体験を時
系列でご紹介したいと思います。皆様の留学準備の一助になれ
ば幸いです。

渡航準備
ここが一番大変ですが、留学推進係の職員さんが順序立てて
教えてくださるので焦る必要はないと思います。ビザ準備、ワ
クチン接種、相手校に提出する健康診断書などなどあります
が、相手校から提示された語学試験の点数を取るのが最も大切
でかつ忘れがちです。提出期限ぎりぎりで私もクリアしたの
で、こうならないように前もって試験を受けてください。イン
ターネットにもビザの取り方など先人が残してくれた情報がた
くさんあるので参考にされるといいと思います。
渡航先について
イリノイ州はアメリカの真ん中に位置する州です。五大湖の
一つであるミシガン湖に面しており、ダルビッシュ有投手が所
属するシカゴ・カーブスの本拠地シカゴがあります。しかし、
私のいたジャクソンビル（Jacksonville）は、シカゴから車で 4

んなに綺麗な星空がみられるなんてと笑っちゃうくらい田舎で
す。治安も良く、人もいいので、派遣留学先にはぴったりだと
思います。

授業
出発前に提出した希望書に書いた授業を取ることになりま
す。イリノイカレッジの職員さんが、授業が被らないようにあ
らかじめ組んでくれているので、いつものように授業登録をす
る必要はないです。授業は 4 つ取りました。留学生用のアメリ
カ文化を学ぶクラス、農学のクラス、国際学のクラス、ライティ
ングのクラスでした。教授がとても優しくて、なかなか発言が
できない私に必ず話を振ってくれました。またオフィスアワー
があるのですが、私にとっては命綱でした。毎日誰かにアポを
取って教授の研究室に行っていました。現地の学生と同じレベ
ルの授業を受けるのはとても大変だし、課題をこなすのはもっ
と大変なので、分からないことがあればすぐに教授のところに
走っていくのをお勧めします。図書館が 7 :00~23:30まで毎日
開いているので入り浸っていました。司書さんも資料検索の方
法などを教えてくれるので、とても頼りになります。
その他課外活動
私は特に所属したクラブはありませんでした。毎週のように
友達と教室で映画を見たり、サッカーをしたりして遊んでいま
した。遊びに出かけるような場所もないので、基本は大学の敷
地内で遊んでいました。また日本
（語）
クラブ
（Japanese club）
があるので、そこの学生さんたちともよく遊びました。日本文
化に興味があり、日本人との交流を楽しんでくれる人たちなの
で、こちらが拙い英語で話しても根気よく聞いてくれるし、間
違えても笑わずに訂正してくれます。実はこれはとっても難し
いことなので、自分の英語を笑わずに聞いてくれる人は大切に
してください！サンクスギビングにはルームメイトの家に一緒
に帰り、ご家族の方々にもたくさん可愛がっていただきまし
た。全学生1000人ちょっとの小さな大学なので、何かクラブ
に入っても必ず顔見知りがいます。思い切って飛び込んでみて
ください。
最後に
イリノイカレッジはとっても小さな大学ですが、だからこそ
教授との距離が近く、助けてほしいときにすぐに手を伸ばして
くれる環境が整っています。留学生同士の絆がとても深くな
り、勉強以外でも困ったときには必ず助けてもらえます。また
大学のあるジャクソンビルは人種差別が激しいミッドウェスト
に位置しているため、差別を受けることもあると思います。決
して楽しいことばかりではないですが、嫌なこと楽しいことど
ちらも日本では絶対に出来ない体験なので、ぜひ堂々と留学生
活を謳歌してほしいです。

アメリカ

ワグナーカレッジ
人間社会学域国際学類

廣江

琉花

アメリカ、ニューヨークのWagner Collegeに2019年 8 月
から約 8 ヶ月間通っていました。新型コロナウイルス感染症の
関係で留学を途中で中断し、 3 月に帰国しました。トビタテ！
留学JAPANプログラム多様性人材コース10期生でもありまし
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留学を考える～留学先決定
「留学ってちょっと面白そうだな」
「興味あるかも」程度できっ
かけは十分です。ステップを踏んでいくうちに、はっきりとビ
ジョンが見えてくると思います。まずは留学先の大学選びをし
ました。私はすぐ現地の学生と同じ授業を受けたいと思ったの
で、英語圏の大学を選びました。初習言語の語学力を磨きたい、
その国での生活を体験してみたいなど、人によって優先事項は
様々なので、自分のやりたいことができる場所を選ぶといいと
思います。大学のHPを見たり、先輩に聞いたりして情報を集
めていきました。派遣留学計画書には留学先で取りたい授業名
とその内容、何故その授業を受けたいかということまで書くの
で、ここでひるまず根気よく頑張ってください。提出後は全員
に対して面接がありました。私のときは、何故行きたいのか、
本学の派遣留学生があなたでなければならない理由はなにか、
などと聞かれました。どんな面接官が相手でも、自分の意見を
しっかり伝える練習をしておくといいと思います。面接が終わ
ると約 1 か月で派遣留学先大学決定の通知が来ます。ここから
怒涛の手続きラッシュが襲ってくるので先手必勝でやっつけて
いきます！

時間離れたトウモロコシ畑に囲まれた町でした。アメリカでこ

た。
「演劇を通してジェンダー課題を解決する」というテーマで

地域への留学でも絶対に得られるものはあるはずですので、お

した社会課題を演劇などのエンターテインメントを通して日本

良いと思います。

留学していました。私はジェンダー学に興味があり、更にそう
社会ひいては世界に周知し教育につなげたいと考えていたの

で、留学先ではジェンダー学を専攻しながら演劇のクラスも受
けていました。私が通っていたWagner Collegeはとにかく私
に合っていて、とても過ごしやすかったです。
Wagner Collegeの長所
・ジェンダー系の授業が充実していた。

例えばGender and Visual Arts, Marriage and Family, Feminist

Film, Sex, Power and Identity in Europeなどがありました。

北アメリカ

・演劇が盛んなカレッジとしてニューヨークでも有名。
大学専用の立派な劇場があり、シアター専攻の学生による大
規模なミュージカルが頻繁に上演されます。
・小規模大学（学生数約2000人）である。
授業が少人数制で（平均15人程度）、教授にアクセスしやす
く、クラス内ですぐ友達ができます。小さなキャンパスの中に
寮があり、授業をする校舎まで歩いて 5 分ほどです。
・日本人学生は自分 1 人。
幸いにも日本語を話すという機会がほぼありません。これは
英語の上達につながりました。
・ニューヨークにある。
ニューヨークという人と文化と情熱が集う都市に暮らすこと
は非常に刺激的でした。街で会った人と意気投合してイベント
開催といったことも身近に起こった出来事でした。景色も素晴
らしく、思い出に残る場所やお店がたくさんあります。
もちろん良いことばかりではなく、辛いこともたくさん経験
しました。主観的なものではありますが、以下に列挙します。
Wagner Collegeの短所
・物価がとても高い。
ニューヨークは非常に物価が高いです。寮費だけで10ヶ月で
200万円以上かかります。その他、交通費や交際費、教材費、生
活品代などで余分に50万円は見てください。私はトビタテ！留
学JAPANプログラムの奨学金をもらっていましたが、お金の
ことで何度も悩みました。お金に余裕があるときは心にも余裕
があっていろいろなことにチャレンジしたくなりますが、お金
に不安がある間は心が縮こまってしまい思い切って行動できま
せん。切り詰めた生活をすれば良い、と考える方もいらっしゃ
るかもしれないですが、そのような思いをしてまでニューヨー
クに留学することが必ずしも良いとは私は思いません。どこの

金をかけたいところにしっかりかけられる生活ができる留学が
・寮が 2 人部屋。

かなり狭い部屋に 2 人で住み、仕切りなどもありません。文

化の違いもあり、夜中に音楽をかける人がいたりと、慣れてい
ない人には大変かもしれません。余分にお金を払ったら 1 人で
住むこともできるそうです。
・日本人は自分 1 人。
これは先程長所としても挙げましたが、アメリカの人は国籍
が違う人と暮らすことに慣れているので、留学生だからと言っ
て過剰にかまったりしません
（見た目や英語力だけで
「アメリカ
に慣れてない」と判断したり、個人の能力を尊重しないことは
失礼にあたると考えられています）
。そのせいで、最初の方は右
も左もわからず、誰かに悩みを相談する英語力もなかったので
苦しい時間を過ごしました。
留学には覚悟が必要です。目的意識がなしでは、楽しく無理
なく暮らして、留学したことに満足して帰ってきてしまうかも
しれません。金銭的に決して恵まれた状況にはない留学生活を
送りながら、私は精神的な逃げ場所も見つけられない状態にあ
りましたが、ニューヨークに住む人々の際限ない情熱に触れ、
自分の存在価値を何度も問い直し、帰国後もまた、ゆっくりで
あるとはいえ、新たな目標に向かって進むことができています。
渡米前の英語力は褒められるようなものではありませんでし
たし、奨学金獲得のための日本語の提出書類でさえも拙く、い
ろいろな人にバックアップをしていただいたからこそ、日本を
出発することができました。周囲の助けによって留学すること
ができたのです。渡米した後も、さまざまな人たちから救いの
手が差し伸べられました。苦境のなかで差し伸べられた手のあ
たたかさを理解しているからこそ、今度は私も誰かに手を差し
伸べたいと思っています。留学計画のブラッシュアップ、自己
分析、英会話など何でもご相談ください。悩み相談はもちろん
のこと、想いや夢は、自分の言葉にして伝えることで具体的に
なり、自分自身で夢を実現するための地図もだんだんと見えて
くると思います。そういった意味でも周りの人に語ってほしい
と思います。困難な時代とはいえ、それにうまく対応し、心を整
えるのもこれからの国際人の在り方なのではないでしょうか。

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

佐藤

実穂

留学前の準備として、何をすべきか
（すべきだったか）
実際に渡航するまでルームメイトがどこの人かもわからな
い、どの寮に入るのかもわからないという不確定の状態でし
た。渡航前に先輩に聞けるだけのことを聞いて、現地情報を集
めておいたほうが安心だと思います。その際の注意点ですが、
住む場所の環境や食事情は派遣先の大学によって大きく異なる
ということもあり、同じ大学に行っていた先輩にたくさん話を
聞いておくのがおすすめです。
留学先について知っておくとよいと思われる情報
New Paltzの寮はキャンパス内にあり、食事もミールプラン
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に加入することキャンパス内で済みます。したがって基本的に

れるという面もあります。逆に言えば留学生だからといって優

外は小さな街なので、飲食店や遊ぶ場所が選択に困るほどたく

要だと思います。

はずっとキャンパスの中にいることになります。キャンパスの
さんある、という感じではありません。その代わりに、 1 時間

半でマンハッタンまで行けるので、週末に日帰りで遊びに行っ
たりすることは可能であり、またそのようにする人も多くい
ます。寮費と食費がかなり高いのですが、クオリティがそれに
見合ったものであるかどうかはそれぞれの判断によるでしょう
か。寮は基本的に 2 人部屋なので、完全なプライベート空間で
はありません。
また、日本人留学生とのネットワークも現地生活するなかで
重要となってきます。食べ物も個人的には日本食が恋しくなる
こともありました。New Paltzに正規で入学している日本人も
数人いますし、同じタイミングで日本の他の大学から交換留学
で行く日本人も結構います。全部で20人ほどいたと思います。
派遣留学先の中でも比較的日本人が多い方だと思うので、定期
的に情報交換をしたりすると安心だと思います。

留学中に行うとよいと思われる活動（コミュニティへの参加や、
イベントの企画など）
クラブ
（日本でいうサークル）に所属するといいと思います。
金沢大学にあるサークルに加えて、もっと小規模のものもた
くさんあるというイメージです。留学生はISU（International
Student Union）に入っている人が多いです。各国についてプ
レゼンしたり、国の食べ物を作ってみたり、年に1,2回ISUの大
きなイベントがあります。
留学中の苦労と、それをどのように乗り越えたか
今思えば当たり前ですが、待っていても友達はできず、苦戦
しました。アメリカ・ニューヨークは特にかと思いますが、見
た目からしてアメリカ人ではない人は数えきれない程います
し、そもそもアメリカ国籍であっても、それぞれみんながさま
ざまな背景を持っています。アジア系も多くいます。金沢大学
で留学生に特別な視線が送られるのとは異なって、留学生だか
らとフィルターをかけれることもなく、誰でも平等に接してく

そして、やはり留学にトラブルはつきものなので、存分に周

りの人を頼ったらいいと思います。例えば寮生活でわからない
ことがあれば、どの寮にもRA（Resident Adviser）
という学生
スタッフがいてエントランスに常駐しているので、何でも教え
てくれます。鍵
（Student ID）
を部屋に置いたまま部屋を出て締
め出されたり、洗濯機が壊れたり、郵便物が届かなかったりな
どいろいろ起こるので、自分で解決しようとせずに周りを頼る
のがおすすめです。交換留学生なので尚更、みんな何でも助け
てくれます。
派遣留学を志す後輩へのメッセージ
（自分の体験を踏まえて）
今の金沢大学での生活からアルバイトがなくなったとすると
かなり時間ができると思いますが、留学先ではそんな感じで
す。授業は全て英語でついていくのも必死なので現地学生より
は少なめにとる人が多いです。アルバイトに割く時間もないの
で、自動的に授業以外は全て自分でマネジメントする時間とい
うことになります。自分の時間がかなりあるので、その時間で
授業の課題を進めるか、クラブに参加するか、部屋にいるかな
ど、自分次第で留学生活はかなり変わると思います。

人間社会学域国際学類

彦阪

葵

アメリカへの憧れと心理学への好奇心
私は幼い頃から漠然と海外で生活してみたいと憧れを抱いて
いて、大学在学中に留学したいという理由から派遣留学制度や
奨学金制度が充実している金沢大学に入学しました。数ある協
定校の中から、英語圏でなおかつ憧れの強かったアメリカ東海
岸にある大学であること、関心のあった心理学の授業が充実し
ていることからニューポルツを選びました。
選考を受けるために、 1 年生の春休みからIELTSを受け始め
て準備を進めました。計 7 回も受験しましたが、基準値にあ
と一歩及ばなかったので秋学期はESLを受けることになりまし
た。留学を終えた者のアドバイスとしては、スピーキング練習
の機会を得るのは難しい人は、リスニングを先に磨くのが良い
のではないかと思います。コミュニケーションをするにはまず
相手の話を聞き取って理解する必要があり、リスニングなら一
人でも勉強できるからです。
また、研究が最も進んでいるアメリカの心理学、特にメンタ
ルヘルスの勉強をしたかったので、副専攻修了も視野に入れて
心理学の授業を積極的に履修しました。
大学について
ニューヨーク州立大学ニューポルツ校はNYCから 1 時間半
ほど離れた田舎町にある総合大学です。豊かな自然に囲まれて
リスやウサギがキャンパスを走り回っています。アートや演
劇、ブロードウェイを鑑賞する授業もあり、意欲盛んな現地
生、世界中から集まった留学生と共に幅広いカリキュラムから
学びを深められます。大学内の施設もかなり充実しています。
図書館は深夜まで開いていて、周りの学生に刺激され集中して
勉学に励むことができます。無料開放しているジムはトレーニ
ングマシンやプールだけでなく、ヨガやズンバのクラスもあり
ます。私も春学期はほぼ毎日ヨガのクラスに参加して 1 日の疲
れをリセットさせていました。食事に関しては、寮生必須加入
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授業について
New Paltzでは交換留学生は学部を問わずどの授業もとるこ
とができるので、選択肢が膨大です。前期（Fall semester）の
履修登録の希望は渡航前に提出するので、考えるのに時間がか
かると思います。先輩に話を聞いたり、授業の番号（100番台は
基礎、300-400番台は上級生向け）を参考にして考えるといい
と思います。

遇されることもないので、きちんと自己主張していくことが必

のミールプランがあり、ビュッフェスタイルの食堂やキャンパ

た。 し か し、

た。そのため自炊する必要はありません。

出会った友人た

スに点在するカフェテリアで好きなものを選んで食べていまし

寮生活
East West Language Learning Communityという東アジ
ア地域に興味関心のある現地生・留学生からなるスイートで生
活しました。各学期一回ずつ東アジアの文化を紹介するフェス
ティバルを主催します。私のルームメイトも日本のアニメや
ゲームが大好きで日本語の勉強を始めた一年生でした。慣れな
い環境でしたが、スイートメイト達がわからないことを親身に
教えてくれたり、遊びに誘ってくれたり、一緒に映画を観たり
したので寮が心休まる場所になりました。サンクスギビングの
連休にはルームメイトのお家に招待してもらいキャンパスでは
味わえないアメリカの文化を体験しました。
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クラブ活動とアクティビティについて
ほとんどの留学生がInternational Student Unionに参加
していて、毎週二回集まって各国の文化交換をしました。そ
れに加えて私はスイートメイトに誘われて学内オーケスト
ラに入りました。音楽専攻の学生や地域の人々からなる楽
団でレベルが高くとても刺激になりました。顧問の先生に
カーネギーホールに連れて行ってもらい一流の演奏を楽しん
だこともニューヨークならではの経験でした。また、ESLの
Community Ambassador Program を利用して、ある家族
をマッチングしてもらい近くの州立公園をハイキングしたり、
Communication Partnerと毎週おしゃべりしたりしました。
他にも留学先でできた友達とNYCをはじめとする近郊都市
へ旅行し、学校のアクティビティに参加してカヤックやスノー
チュービングをしました。留学生向けのボストンやNYCへの
格安旅行のプランがあるのでぜひ利用してほしいです。予習復
習に追われて忙しくなりますが、こういったものに参加すると
日々の疲れからリフレッシュできますし、教室では学べない発
見や出会いがあるので積極的な参加をお勧めします。
授業
秋学期のESLではメールの書き方をはじめとしたアカデミッ
ク英語の基礎を叩き込まれました。何枚もエッセーを書いては
直してもらったのでとても力が付きました。ESLに加えて社会
学の授業もとりました。10分間のプレゼン課題があり、人前
での発表が苦手な私にとってはかなりチャレンジングだったの
で、二ヶ月前から普段の授業の勉強の合間を縫って準備を進め
ました。ESLの先生に紹介してもらったチューターに進捗を確
認してもらったり、プレゼンのチップを教わったりしました。
本番はハプニングがあったものの準備してきた成果を発揮する
ことができ、最高評価をもらいました。
春学期は秋学期の授業で社会学の面白さに目覚めたため
Social Inequality US、以前から関心のあった心理学、アート

セラピー、プログラミングの授業を履修しました。アートセラ
ピーは、出来栄えを気にせずに、自由に殴り書きしたりダンス
をしたりすることで心を開放するというものです。アメリカで
はセラピーやヨガ、瞑想などを日常に取り入れて心と体の健康
に気をつかっている人が多い印象を受けました。ESLで学んだ
アカデミックライティングスキルを発揮できた春学期でした。

終わりに
留学前の私は英語にも自分自身にも自信がありませんでし
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ニューポルツで
ちに
「あ な た に

出会えてよかっ
た」
「十分英語上
手だよ」と言っ
てもらい、私の
物事に対する姿
勢や頑張ってき
たことに判を押
してもらった気
がしました。留
学をして全くの
別人になったわ
けではありませ
んが、この経験
が私の確かな自
信となり、これ
からの将来もっともっと頑張っていこうと思える原動力になっ
たことは間違いありません。
外から日本を見ることができたのも有意義な経験でした。留
学前は漠然とアメリカへ憧れを持っていて、大げさに言えば同
時に故郷のことを見下していました。しかし、全く別の 2 人の
アメリカ人の友人に
「あなたは文化を持ってる。それってすご
くいいよね。
」
と言われたことで、遠く離れた地から故郷のこと
を考えるようになりました。その結果、
「世界はそれぞれの人の
それぞれの地元の集合体であって、それぞれが地元を盛り上げ
ることでよりよい世界を作ることができる」という考え方もあ
るのではないか、それなら私は私の地元から世界へ社会貢献で
きるような仕事をしたいと思うようになりました。
最後に、多くの方々に手を差し伸べて頂いたおかげで無事に
留学を終えることができました。本当にありがとうございまし
た。新型コロナウイルス感染症で留学を取り巻く環境は厳しい
ですが、皆さんが安心して安全に留学できる日々がやってくる
ことを切に願っています。

アメリカ

タフツ大学
人間社会学域国際学類

猶原

花紀

はじめに
私はアメリカの北東マサチューセッツ州にあるタフツ大学に
行ってきました。2019年 8 月から2020年 3 月頃まで、予定よ
り短い約 7 ヶ月の留学期間でした。私のこの報告書が、留学に
興味がある方、行こうか迷っている方、あるいはこれから行く
方にとって、少しでもワクワクできるきっかけになればと思い
ます。
留学のきっかけと準備について
私が派遣留学を目指し始めたのは高校 3 年生の頃でした。
「大学で絶対に留学に行く」
と決意して受験をしたため、大学生
活での最大の目標でした。入学して間もなく、希望の留学先大
学を記入することがあり、その時に初めて各大学に留学するた
めには成績や語学力などの必要レベルが存在すると知りまし
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た。その中でもタフツ大学は本当にハードルが高く、当時はこ

ボストン在住を思いっきり楽しむ

圏への留学を目指していた私にとって、ボストンという街の魅

らず聞いたことのある地名なのではないかと思います。ニュー

に相談を重ねていくうちに、だんだんと自信をつけることがで
き、必要なスコアの取得も志しました。結果として、留学がス
タートする半年前に、必要な語学レベルのIELTS7. 0 を取得す
ることに成功しました。また、実際の留学準備に関して特に力
になってくれたのが、タフツから帰国したばかりの 2 つ上の先
輩です。毎日のように研究室に先輩に会いに行っては、いろい
ろなお話を聞きました。ビザの取得や予防接種、留学先との連
絡の仕方、履修登録、寮についてなど細かく教えて下さったお
かげで、スムーズに手続きをすることができました。留学を目
指している人は、先輩を見つけて、ぜひともたくさん甘えると
よいかと思います。

す。”ニューイングランドの首都”と言われるように周辺地域の
中核となる都市として、政治・文化・経済の重要な役割を担
い、アメリカ開拓当初からの歴史を持ち、レンガ造りの建物が
海を背景にして立ち並ぶ、綺麗な街並みが特徴です。学生の街
とも言われていて、有名なハーバード大学やMITまで電車 1 本
で行くことができます。街を歩くだけでも観光客の気分になり
ます。私も意識的にオフの時間を作っては、気分転換に頻繁に
地下鉄に乗ってボストン散歩をしました。留学中はどうしても
勉強に対しての不安と孤独に頭が行ってしまいがちですが、そ
こで他のことでどう楽しみを作るかは自分次第です。定期的に
自分にご褒美をあげながら、自分に適したボストンでのライフ
スタイルを探してみてください。

んなところに行けるわけないと思っていました。一方で、英語
力的に惹きつけられていました。アドバイス教員の方や先輩方

ヨークから北へバスで 3 時間、アメリカの北東に位置しま

これからの進路
この留学を通して何よりの収穫は、
「自分を見つめ直す時間」
です。特に今年度タフツに留学したのが私ひとりだけだったの
で、誰一人知り合いがいない環境に飛び込むことが、自分を見
つめ直す大きなきっかけとなりました。帰国後には就職活動も
控えていたので、帰ったらどこのインターンに行こうか、何を
しようかと考えていることも実際にはありました。それでも、
アメリカにいたことによって、日本の価値観から離れ、自由に
自分のやりたいことを探すことができました。さらには、新型
コロナウイルス感染症の影響で緊急帰国となり、本当に大きな
悲しみと悔しさを味わいました。でもこの悔しさをバネに、帰
国してからはやりたかったこと、やってみたいことを見つけ、
充実した時間を過ごすことができました。これは自分だけでな
く、同じく緊急帰国した他の金沢大学派遣留学生とお互い励ま
し合ったおかげだと思っています。私は今、留学を含めこれま
で勉強してきたことと全く離れた分野での就職を目指していま
す。だからと言って、これまでやってきたことが無駄だとは全
く思わず、これまでがあってこそ、今の夢に出会えたと思って
います。私にとって留学は人生のちょっとした分岐点となりま
した。それに気づくのは留学中かもしれないし、帰ってきてし
ばらくしてかもしれないし、全く違う形となってかもしれませ
んが、人生の選択肢において何かしらの力になるはずです。こ
の貴重な体験をぜひ逃さないでください。

アメリカ

ネヴァダ大学リノ校
人間社会学域国際学類

粟津

歩実

留学を決めたきっかけ
私が海外に興味を持ったのは高校生の時です。英語に力を入
れている学校に通っていたのですが、授業以外で英語を使う機
会がありませんでした。そこで実際にネイティブと現地で会話
してみたいと思い、オーストラリア海外研修に参加したのが初
めての渡航となりました。その海外研修を通して、異文化圏の
人々と交流する楽しさを知り、大学では長期の留学をしようと
決めました。
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授業について
尋常ではないリーディングの量について先輩から脅され続け
ていたため、ある程度覚悟して授業に挑みました。心の準備を
していたとはいえ、それは決して楽ではありませんでした。日
本の大学とアメリカの大学は大きく違って、授業よりも予習
がメインとなります。毎日100ページ以上は読むことになるの
で、その時間をしっかり取れるように授業を組んで、履修登録
をするのをお勧めします。金沢大学よりも履修訂正期間が長い
ので、なるべくたくさんの授業に一度出てみて、シラバスを
しっかり読んで、場合によっては自分が留学生であることを教
授に相談したりしてもいいかもしれません。授業の内容ももち
ろんですが、ディスカッションベースの授業なのか、講義ベー
スなのか、プレゼンテーションがあるか無いかなど、自分に
合った授業を取るといいと思います。私はテスト形式の授業が
苦手だったので、しっかり時間をとって自分の考えをまとめら
れるレポート形式の授業をメインに取っていました。1,2年生
用の50人以上の授業や、10人ほどの専門の授業を、社会学を主
に幅広く取りました。息抜きのために日本映画の授業やファッ
ションの授業を取ったりもしました。タフツ大学の交換留学生
は20人ほどで、もちろん留学生専用の授業もありません。その
ため幅広くどの授業も受けられますが、扱いが正規生と全く変
わりません。これを良しとするかは人それぞれですが、それな
りの覚悟を持つ必要があります。それだからこそ、授業をやり
遂げた後の達成感は本当に最高です。諦めず、人に頼って、自
分のペースで頑張ってください。

「ボストン」
と言えば、皆さん何を思い浮かべますか？少なか

留学の準備

UNRの留学生に向けた支援制度

ら情報収集をしました。教授の部屋で相談させて頂いたり、米

き、履修についてアドバイスがもらえます。実際に学校に着く

選びから勉強のこと、留学の目的まで色々と親切に教えてくだ
さりました。そして、学内の国際交流イベントに積極的に参加
するようにしました。留学生との交流は留学へのモチベーショ
ンを高めてくれ、また派遣留学の協定校の学生と友達になる機
会を与えてくれました。私は外国語検定試験のための勉強時間
が中々確保できず苦労したので、早めに勉強を始めてできる限
り高いスコアを獲得しておくことをオススメします。GPAは意
外と見落とされがちですが、協定校によっては一定以上の値が
必要になるのでどの授業も手を抜かずに頑張ってください。

や不安点を質問することができました。留学生センターは留学
生がアメリカ文化を体験できるように、毎月様々なイベントを
開催してくれます。イベントには基本的に無料で参加すること
ができ、他の留学生と交流する機会にもなります。さらに、学
内には数学とライティングについていつでも相談できる場所が
あり、レポートの書き方がよく分からない場合には専門の職員
が教えてくれました。

私は入学後、まずは学類の教授や留学に行く予定の先輩方か

英コースの研究室を訪れて先輩とお話したりしました。協定校
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リノに到着
まずは日本から東海岸の空港へ飛び、そこから西海岸へとさ
らに移動してようやくリノに到着しました。飛行機の窓から見
えたのは、ひたすら続く砂漠…！リノが砂漠地帯だということ
は知っていましたが、場所を間違えたかと思いました。目を刺
すような日差しに、湿度は一桁の世界。そこには北陸とは正反
対の気候がありました。シェアハウスに到着し、ハウスメイトで
ある 6 人の男の子と 1 人の女の子に出会いました。初めての土
地で初対面の人達との生活が始まることにわくわくしました。
UNRでの生活
UNR（University of Nevada Reno）に着いて驚いたのはと
ても広くて綺麗だったことです。そこには大学のホームページ
の写真で見たとおりの光景が広がっていました。映画に出てく
るような 5 階建ての図書館に最新機器のそろったジム、スター
バックスなどのカフェと購買がある学生会館、コンサートホー
ルに広い芝生、さらにはプラネタリウムや映画館までありまし
た。教授は皆親切で優しく、アメリカンジョークを交えながら
授業をしていました。教授が話している途中でも積極的に手
を上げて発言する学生が多く、ただ教授の話を聞くというよ
り、クラス全員で授業をつくっているような感じでした。課題
の量は膨大で、図書館で最初の課題に向き合った時は涙が出た
のを覚えています。しかし、一生懸命予習することで授業の内
容が理解できたり、教授の質問に答えられたりするととても嬉
しかったです。図書館にはいつも沢山の人がいて、熱心に勉強
する学生からは
刺激を受けまし
た。授業は21時
までのものもあ
り、図書館で勉
強していると帰
りも遅くなりま
したが、大学か
ら家までの送迎
車があり、いつ
でもアプリで利
用できるので安
心でした。
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まず、留学が決まると学生一人一人にアドバイス教員が付

と、留学生センターがあり、いつでも学校生活に関する疑問点

休日や長期休暇の過ごし方
休日は食料品や日用品の買い出し、友達とご飯や映画に行っ
たりしていました。買い出しは大型スーパーで 1 ～ 2 週間分の
食料をまとめ買いするのですが、日本では見られないような食
材があり面白かったです。学食は高いので基本的に自炊してい
ましたが、炊飯器も安く手に入るのでいつでも米を食べること
ができました。大学から徒歩15分ほどのところにはダウンタウ
ンがあり、カジノやバーの他に映画館やカフェもありました。
毎週日曜日の夜には各国の留学生と交流できるパーティーがあ
り、沢山友達を作ることができました。連休を利用して同じく
西側にあるヨセミテやサンフランシスコに旅行に行きました。
また、冬の長期休暇の時にはニューヨークやロサンゼルスにも
出かけました。
留学を終えて
私が帰国したのは、予定より 2 ヶ月ほど早い 3 月の終わりで
した。12月末頃に新型コロナウイルス感染症拡大により中国
に留学していた友人が帰国し、そのころはまだほとんど他人事
だったのですが、その後徐々にアメリカにも影響が出始め、日
用品の不足や差別を目の当たりにすることになりました。 3 月
になり、どこにも行けない状況になった頃、日本との国境が閉
まるという噂が流れ、日本人留学生同士で相談しつつ帰国を決
めました。英語にも授業にも慣れ、友達と行きたい所ややりた
い事がまだ沢山あった状況で帰国するのは本当に残念でした
が、なんとか帰国できたことにはほっとしました。後悔してい
ることはあまりありませんが、まだ時間があるからと先延ばし
にしていた事をすぐにしておけば良かったと思います。留学中
は、思い立ったらすぐにすること、迷ったらすることを徹底し
ておくと後悔のない経験ができると思います。
留学しようか悩んでいる人へ
私が留学する目的や理由を考えたり決めたりしたのは 2 年生
の夏頃からだったと思います。秋には派遣留学候補者選抜のた
めの面接がありましたが、直前まで悩んでいました。“留学”と
いうと大きな目標や将来設計が必要な気がする人も多いのでは
ないでしょうか。実際に留学に行かれた先輩や留学が決まった
友達は何を学ぶのか、それをどう生かすのかということをすら
すらと話します。しかし、私は初めから明確な目標を持ってい
る必要はないと思います。まずは、留学に行きたい！という気
持ちがあれば十分です。様々な協定校や国について調べている
うちに、学びたいことややってみたいことは自然と見つかるは
ずです。それでも見つからない場合は、先輩や教授に相談して
みましょう！

KANAZAWA UNIVERSITY
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石田晴太郎

私はアメリカ合衆国にあるネヴァダ大学リノ校（以下UNR）

に留学していました。ネヴァダ州といえばカジノで有名なラス

ベガスを思い浮かべるかもしれません。しかし、リノは豪華で
煌びやかなラスベガスとは違い、砂漠と大自然に囲まれた落ち
着いた雰囲気の街です（一応、カジノはあります）。毎日カラッ
とした晴天が続くので、とても気落ちが良かったです。雨は両
手で数える程しか降りませんでした。（カラッとした天候、か
つ、周りが砂漠に囲まれているため、乾燥がすごいです。私は初
めて、踵のひび割れや、鼻をかんで、鼻血を出すといった経験
をしました。乾燥肌の人は本当に気をつけてください！）
また、
ラスベガス、ロサンゼルス、サンフランシスコといった 3 種類
の大都市にアクセスしやすいのも魅力の 1 つだと思います。

UNRでは正規学生の後に留学生の履修登録が始まります。そ

のため、人気授業の多くが定員を満たしていることがありま
す。私は履修登録が始まった時には、取りたい授業のほとんど

を取ることができませんでした。しかし、絶対に諦めてはいけ
ません。私はそこから、留学生の履修登録の始まりが遅いこと、
交換留学のため一年しか滞在できないことを理由に、メールや
直接教授のもとを訪れ、交渉しました。すると、ほとんどの授
業では教授が特別に許可を出してくれて、履修できました。皆
さんも、取りたい授業が取れない時は諦めずに行動してみてく
ださい。
交 流 を 広 げ る た め に、 私 は
「International Club」と い う
様 々 な 国 の 学 生 が 集 ま っ て パ ー テ ィ ー を 開 く サ ー ク ル と、
「Conversation Partner」という大学の制度を利用していまし
た。特に、会話に自信がない人には
「Conversation Partner」
がお勧めで、これは現地の学生と交流したい留学生と、その留
学生の国の言語や文化に興味を持っている大学内の人（学生以
外もありえます）
を 1 対 1 で繋げてくれる制度です。はじめはこ
の制度を利用し、とにかく 1 対 1 で遊び、次第に英語での会話
に慣れていきました。現地の美味しいレストランやゲームセン
ターに連れていってもらいながら、1 対 1 でじっくり会話でき、
より仲良くなれるので本当にお勧めです。
食事に関しては、私はほぼ自炊していました。大学にはフー
ドコートがあるのですが、少しばかり高いため、昼食も一旦家
に帰り、自炊していました。気をつけなければいけないのは、
歩いて40分〜 1 時間かかる場所にしかスーパーがありません。
そこで、私は
「Instacart」という買い物代行サービスを利用し
ていました。これを利用すれば、リノにある大型スーパー内の
欲しい商品をオンラインで注文するだけで、配達員が代わりに
購入し、家まで届けてくれます。99$で 1 年間使い放題なので、
節約のために自炊をしたい人はお勧めです。
（アメリカはお肉、
野菜、果物が本当に安いので、自炊はお勧めです。Instacartを
利用し、コストコからお肉を一度に大量に注文し、毎日ステー
キを食べていましたが、あまりお金はかかりませんでした。）
最後に
私はこの留学を通して、より自分の中の好奇心を育むことが
できたと感じています。様々なことに興味を持てるようにな
り、以前よりも勉強することが好きになりました。アメリカの
大学の学生は本当に真剣に勉強していて、知識が豊富で、面白
い人ばかりです。彼らとの会話を通して、多くの刺激を受け、
自分ももっと勉強したい、もっと知識を増やしたいと自然と思
うようになりました。（今では毎日読書をしており、趣味で教
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留学前の準備について
主に気をつけるべきことは 3 つあります。
1 つ目は、住居についてです。寮、アパート、シェアハウス
といった選択肢がありますが、どれも早めに契約をしないと、
人気の物件は埋まってしまい、住居を探すことが大変になりま
す。また、日本からメールでやり取りを行うため、時差の関係
上、どうしても時間がかかります。できれば、留学の許可が出
て、すぐに探し始めるのをお勧めします。
約 1 年間も滞在するので、自分が何を重要視したいか本当に
考えて住居を選択すると良いと思います。私はどうしてもプラ
イベートをしっかり確保したかったので、UNRが紹介してくれ
たスタジオアパートメント（キッチンだけ共用で、個人利用で
きる部屋、風呂、トイレがある形式）で契約しました。費用も寮
やシェアハウスとそこまで変わらないのでお勧めです。とにか
く人と関わりたい人は寮やシェアハウスになると思いますが、
中でもインターナショナルハウスの評判が良かったです。イン
ターナショナルハウスは、アメリカらしい大きな一軒家を留学
生のみでシェアする形態で、家によっては一人一人に個室もあ
るようでした。留学生同士であることもあり、メンバーの仲が
良く、一緒にご飯を作ったり、パーティーをしたりと楽しそう
でした。また、毎日登山をしている金沢大学生にとっては、住
居の立地も非常に重要だと思います。皆さんも一度は大学のす
ぐ近くに住むことを夢見たのではないでしょうか。毎日図書館
にこもって勉強したい人などは、通学のしやすさがそのまま勉
強の意欲に直結すると思うので、近くに住むことを強くお勧め
します。私自身は大学から徒歩 1 分のアパートだったので、通
学のしやすさに感動しました。
2 つ目は、授業の履修です。基本的には 9 月ごろから始まり
ます。しかし、一部の授業に関しては、秋学期が始まる前、 7
月頃から事前に履修申請をしなければ取れない授業もありまし
た。そのため、アメリカへ渡航する前から、シラバスをしっか
り読み、取りたい授業をあらかじめ決め、履修時期を確認して
おくと良いと思います。
3 つ目は、皆さん言っていることですが、とにかく英語力を
上げておくことに越したことはないです。UNRでは留学生は全
員、外部試験のスコアに関わらず、UNRで英語力テストを受け
ます。その時のスコアに応じて、ESLの授業を取らなければいけ
ません。四技能それぞれについて合否判定がされ、最も悪かっ
た場合、ESLを 4 つも取らなければいけません。TOEFLやIELTS
の指定スコアを取得できたからといって、安心せず、ESLを取
らなくてもいいような英語力をつけられるようにぜひ、英語学
習を続けてください。

留学中について

科書まで読むようになってしまいました。留学前の私には考え

は正規授業を受

も経験しました。そこから、今後も英語学習を続け、就職して

講義のレベルは
6 段階あり、事

られません。）また、留学中は言語の問題から悔しい思いも何度
お金を貯め、再び留学してリベンジしたいという、次の新しい
目標も持つことができました。楽しいことも辛いことも両方経
験しましたが、そのどちらもが今までとこれからの人生の在り
方を見直す良いきっかけになりました。海外との交わりが少な
い日本人にとって、留学が人生に与える効果は大きいと思いま
す。そして、この経験を就職する前に得られたことを本当に感
謝しています。悩んでいる人には、学生という今の時期が最も
留学しやすいということを考え、是非挑戦して欲しいです。

けました。集中

留学前
留学前にしておくべき準備として、様々なものがあります。
まず事務的な準備としては、派遣先の大学に入学を申請する必
要があります。次に、カナダそしてケベック州に入るためのビ
ザをそれぞれ申請する必要があり、ビザは 2 種類要ります。申
請においては、必要な書類を集めるのに時間がかかったり、向
こう側のミスで書類に間違いがあったりすることもあるので、
派遣先の大学からの受け入れ許可が下り次第、早めに取り掛か
ることをお勧めします。私の場合、全てが完了するのが渡航前
ギリギリになりそうだったため、間に合うか間に合わないかド
キドキした記憶があります。ビザ申請後には、指紋登録をする
ために、東京か大阪にあるカナダビザ申請センターへ行く必要
があります。さらに、現地の学生寮に入居希望であれば、入居申
請をする必要があります。私が申請した年は学生寮が大変人気
だったため、最初は満室で入居を断られました。しかし、空き
部屋が出た場合、申請した順に入居案内のメールが届くので、
こちらも大学の受け入れ許可が下り次第早めに申請しておきま

前に受けたプレ
スメントテスト
の結果によって
クラス分けが行
われます。集中
講義では、フラ
ンス語の 4 技能
（読 む・ 書 く・
聞 く・ 話 す）を
とにかく短期間
で徹底的に鍛え
上げます。課題
も毎日出され、決して楽ではないのですが、与えられたものを
真面目にこなし、しっかりと自分のものにすれば、冬学期に受
ける正規授業で活かすことができるのではないかと思います。
私も実際、集中講義で勉強した作文の書き方が冬学期でレポー
トを書く際に大いに役立って、集中講義を受けて良かったと実
感しました。
冬学期の正規授業は、私の場合、カナダの歴史・グローバル
化の歴史・カナダにおける女性の歴史・イタリア語の授業の 4
つを受けました。正規授業というだけあって、集中講義を受け
ていた時より不安や緊張感があった分、毎回メモをたくさん
取って必死に食らいついていきました。日本語や英語ですら書
いたことのない長さのレポートの執筆で辛い思いもしました
が、それがあったからこそフランス語力を伸ばすことができま
したし、先生に褒められてクラスの中でもトップの評価がもら
えた時はとても嬉しく、大きな達成感を感じました。
私が受けた授業の中で最も印象深かったのは、カナダの歴史
の授業です。カナダという国が現在なぜ多民族国家であるのか、
公用語がなぜ二つあるのか、カナダのお札にはなぜイギリスの
エリザベス女王が載っているのか、といったような、留学前の

留学中
〈生活〉
モントリオールは、都会過ぎず田舎過ぎずとても過ごしやす
い街だと思いました。地下鉄やバスで簡単に移動できるような
コンパクトな街でありながらも、非常に国際色豊かでまさに
「多文化共生」を、身をもって感じることができる素敵な場所で
す。多様な国の料理店や多宗教の人を目にしたり、フランス語
または英語以外の言語も耳にすることができたりします。
また、冬の体感温度－30℃という極寒の寒さは、日本ではな
かなか経験できないであろうと思いました。凍った湖の上での
スケート体験や、アイスホッケーの大規模な試合観戦も、どれ
も貴重な思い出になりました。それに加え、留学中にサマータ
イムの切り替えを二度経験し、自然のリズムに合わせて自分の
生活リズムを変えるという貴重な体験もしました。
〈授業〉
秋学期（ 9 月～12月）は語学の集中講義、冬学期（ 1 月～ 4 月）

最後に
コロナ禍により 2 月下旬から対面授業が開講されなくなり、
予定より 2 ヶ月ほど早く帰国することとなりましたが、帰国し
てからもオンライン授業やウェブテストを受け、無事に最後ま

カナダ

モントリオール大学
人間社会学域国際学類

勝田ケリー

北アメリカ

しょう。その他の準備としては、ケベックのフランス語に慣れ
ておくことが良いと思います。YouTubeなどで検索すれば簡
単に聞くことができるので、現地に行ってからのギャップと負
担を減らすためにも、大学で習うスタンダードなフランス語と
の違いなどを知っておくことが良いと思います。
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私では絶対に答えられなかったような質問への答えがわかるよ
うになりましたし、留学してからも、カナダに対する理解や愛
情がより一層深まるきっかけとなった授業だと思っています。
〈休日〉
休日は、同じクラスの中で仲良くなった移民の友達とパー
ティーを開いたり、日本人コミュニティで知り合った他大学
の友達と日本料理を作ったりして、楽しく過ごしていました。
様々な国の文化に触れることに加え、世界中の仲間と交流した
り意見を交換し合ったりすることで違いを認め合い、そのうえ
で繋がり、仲間の輪を広げるということを実感できました。
また、私は美術や芸術の分野にも興味があったので、モント
リオールの美術館や博物館に積極的に足を運びましたが、そこ
でも様々な国の芸術家の作品に触れ、今まで知らなかった感性
や気づかなかったものの見方を知ることができました。
他にも、長期休みを利用して、カナダの首都オタワやニュー
ヨークにも旅行で行きました。モントリオールとはまた違った
景色が見ることができ、とても良い体験になりました。

KANAZAWA UNIVERSITY

でやり遂げることができました。金沢大学の授業との両立や時

の州に留学するよりも少し複雑な点があります。それは、カナ

て、最後までやり抜く粘り強さを確実に手に入れることができ

られます。この 2 つが揃ってないと、ケベックで留学ができな
いので注意が必要です。

差など、辛いことがたくさんありましたが、この経験を踏まえ
ました。この粘り強さを武器に、これからの大学生活や就職活
動に私らしく自信をもって取り組みたいです。

派遣留学を志す後輩へのメッセージ
現在、コロナ禍で先行きが見えない状況ではありますが、も
し留学のチャンスがあって行こうか迷っているのであれば、勇
気を出して是非行ってほしいです。また、最近、バーチャル留
学の案内のメールも良く目にしますが、そのような形で多様な
価値観に触れてみるのもアリだと思います。今厳しい状況に置
かれているのは皆同じなので、その中でもできることを精一杯
やった者勝ちです。ピンチをチャンスに変えるつもりで、是非
とも自分の興味・関心のあることに挑戦してみてください！
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加藤

泰輝

留学前の準備
留学を行う上で重要な点はいくつかありますが、主に学習面
とビザ申請の 2 点が主に重要だと考えます。語学に関しては、
留学までの限られた時間で語学力の向上は難しいですが、でき
るかぎり勉強をすることをお勧めします。その理由としては、
現地大学の正規授業を履修するためには、最低でもCEFR B2の
レベルが求められます。仏検に換算した場合、準 1 級に対応し
ます。この基準をクリアしていない場合、留学生や移民向けの
語学授業を履修し、B2レベルの語学の授業が終わって初めて正
規授業が受けられるためです。
学習面に関しては、私の場合は仏検の勉強やフランス語の
ニュースなどを観るなどして、フランス語に慣れることに徹し
ました。文法や読解だけでなく、会話や聴解などもしっかりと
勉強することをお勧めします。また、モントリオールのフラン
ス語はケベコワという方言であり、発音にかなりの癖がありま
す。Youtubeなどを観るなどしてある程度慣れておくと安心だ
と思います。
ビザの申請に関してですが、ケベック州に留学する際は、他

知っておいた方がいい情報
モントリオールでは公共交通機関が充実しており、バスは24
時間運行しており、地下鉄も早い時では 3 分間隔ほどでやって
きます。しかし、地下鉄は頻繁に遅延、運休などがあるので注
意が必要です。気温に関してですが、冬は非常に寒く、-20度
に達したこともありました。日本から防寒着を持っていくのも
いいと思いますが、現地で買うことをお勧めします。現地の気
候に適して販売されているため、日本のものより寒さに耐えら
れる設計になっているはずです。
言語交換会に関しては、現地大学の日本語学習者が、日仏英
言語交換会を毎週水曜日19〜21時に開催します。同じく現地
の日本人青年会という団体も、毎週木曜19~21時に交換会を
開催しています。交換会に参加し、仏英の語学能力を向上させ、
交友関係を広めることをお勧めします。
留学中の苦労
フランス語の語学学校での授業は、1 クラス20人ほどで、学
生のほとんどが、ヨーロッパや南米からの30代以上の移民の
方でした。同じレベルの授業を履修しているはずなのですが、
彼らの語学力や授業中に発言する積極性に圧倒されました。彼
らはカナダに移住し、職を得るためにフランス語を学んでいま
す。派遣留学という限られた期間でフランス語を勉強するため
に来た自分との熱量の差を実感し、授業へ参加するモチベー
ションは低くなるばかりでした。これを解決するために、語学
力を伸ばすだけでなく、クラスメイトと休み時間に会話をする
など、クラスに打ち解けるための努力をしました。これにより、
日本という国に興味を持ってくれ、休日には遊びに行くような
仲になりました。自分の殻に籠っていては何も変わりません。
最初は大変かもしれませんが勇気を出して一歩を踏み出してく
ださい。
留学経験とこれから
語学力の更なる向上が目標です。可能であれば、社会人に
なってからも仕事で使う機会があれば幸いです。金沢大学の日
本人学生が、モントリオール大学に留学をする際のサポートを
全面的に行い、不安なく留学に送り出せるようにしたいです。
終わりに
この報告書を作成中に留学のことを思い返しましたが、あっ
という間だったなと感じます。留学中さまざまな出来事や大変
だったことが全部合わさって、自分を成長させてくれました。
機会があればもう一度モントリオールへ留学か観光で行けたら
良いなと思います。
留学に行きたいと考えている学生さんは迷わず行くことをお
勧めします。語学力や現地文化などの心配事は、行ってしまえ
ばなんとかなります。とりあえず行動を起こして後からどうす
るかは考えれば大丈夫です。他大学からの留学生や現地の人々
など、留学でしか会えないような仲間がいます。
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カナダのモントリオール大学に2019年 9 月から2020年 4
月までの 7 ヶ月間留学を行いました。ケベック州はフランス語
と英語が共存する社会の中に、様々な国からやってきた移民が
共生しており、国際色豊かな場所です。ウィンタースポーツが
盛んで、フィギュアスケートやアイスホッケーの試合が頻繁に
行われています。

ダの学生ビザと、ケベック州の学生ビザ
（CAQ）の取得が求め

人間社会学域国際学類

山口

優芽

はじめに

私は2019年 8 月末から2020年 3 月までカナダ・ケベック
州モントリオール大学に留学していました。本来なら 5 月上旬
まで滞在予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響に
よって留学を中断し、帰国する選択をしました。
高校生の頃から海外の文化に興味があり、日本を飛び出して
様々な国を見てみたいと留学に興味を持ち始めました。また、
大学も留学がしやすい環境という理由から金沢大学を選びまし
た。大学に入学して、カナダの自然が体感したいという漠然と
した思いから、カナダへの留学を考えるようになりました。そ
して、唯一金沢大学の協定校であったモントリオール大学への
留学を目標に、初習言語はフランス語を選択しました。

北アメリカ

留学の準備
カナダの中でもケベック州に留学する場合は国のビザと州の
ビザ
（CAQ）が必要です。州のビザは郵送での申請がある上に、
州のビザを取らないと国のビザを取ることができないので、想
像以上に時間がかかります。ビザ申請では指紋認証（バイオメ
トリクス）が必要なのですが、日本では東京と大阪でしか実施
されていません。必ず本人が行かなくてはならないのでビザの
申請はかなり労力がかかります。時間には余裕をもって、ビザ
を申請して下さい。
冬季はとても寒いです。日本製の防寒下着は性能が良く、日
本国内で買った方が安価なので持参することをお勧めします。
また、日本で使っているコートやブーツでモントリオールの冬
を乗り切ることは困難です。秋用にコートを持参し、冬の防寒
具は現地で準備することをお勧めします。
モントリオールの街について
カナダが多文化主義を謳っているだけあって、様々な人々が
共存しています。自分が外国人、留学生ということは一目では
わかりません。様々な人が暮らしているため、町に並ぶお店も
多国籍です。留学中は異国の料理を堪能しました。北米に位置
し、アメリカの文化が流入したり、歴史的背景から欧米の文化
が残っていたりと、多文化の混在した街並みや文化であり、人
と話したり散歩するだけで面白い発見がたくさんありました。
個人的な感想ですが、優しい人が多く、困ったときは助けてく
れます。新型コロナウイルス感染症の流行時は少し困りました
が、アジア人差別もさほどではありませんでした。
冬は寒さが厳しいですが、室内はとても暖かいです。地下鉄
やバスが発達していて冬でも手軽に移動することができます。
留学中
〈学習面〉
大学内の語学学校に通っていました。生徒は留学生のみなら
ず、移民の方も多いので、出身も年齢もバラバラであるからこ
そ、様々な文化に触れることができます。留学前に、オンライ
ンでプレイスメントテストをしてクラスが決まりました。私
は、平日毎日開講されるフランス語の総合的な語学学習クラス
を受講していました。その他にも、週に数回単位で開講されて
いる
「ケベックの文化」などを題材とした語学クラスもありまし
た。前期は語学の学習をして、後期は専門科目を履修する予定
でしたが、語学能力が足りず受講できませんでした。留学生向
けの授業なら受講することができましたが、種類が少なく学習
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内容の選択範囲は狭いです。正規生が受講するクラスを受講で
きる語学力に達していれば、かなり広い範囲から授業を選択で
きたと思います。その点は、留学前の語学学習にもっと力を入
れておくべきだったと後悔しました。

授業以外でも語学力を向上させたいと思い、大学の言語パー

トナー制度を利用して日本語を学びたい正規生と、お互いの言
語や文化を教えあっていました。堅苦しい感じではなく、宿題
を手伝ってもらったり、一緒に食事をしたりしました。留学開
始時は語学学校で正規生との接点があまりなかったので、友達
ができるきっかけとして利用してみるといいと思います。相手
が日本語を学びたい学生なので仲良くなりやすいです。また、
日本語を教えることで日本語の難しさ、外国から見た日本を知
ることができるので、母国日本を再発見する良い機会になりま
した。
〈生活面〉
大学の寮で暮らしていました。住居の選択肢の中で、大学の
寮は比較的安価です。部屋は完全に独立した 1 人部屋で、トイ
レとシャワーは各階で共通でした。キッチンは各棟で共有のた
め混み合うので、部屋で調理器具を使って料理する人も少なく
ないです。ランドリーも各棟共有で、カードにチャージしたお
金で支払いを行って使います。寮は正規生も利用していて規模
がとても大きいです。他大学で多い何人部屋ではなく、ビジネ
スホテルのイメージが一番近いです。普通に生活しているだけ
だと寮生同士の交流はあまりないです。wi-fiが共有スペース以
外に完備されておらず、購入して自室に設置しなければならな
いこと以外は、家賃相応の暮らしができて満足していました。
休日はバスや地下鉄を利用して、モントリオール市内を散策
しました。カフェや雑貨屋、古着屋などおしゃれな店がたくさ
んあって飽きが来なかったです。カナダの中でも大きめの都市
であることもあり、毎週どこかでイベントが開催されていまし
た。Facebookなどで気になるイベントをチェックしておくこ
とをお勧めします。
〈その他〉
毎週モントリオール大学内の言語交流会と、モントリオール
日本人青年会（以下JSAM）が開催している日本語交流会に参加
していました。言語学習とともに毎回30人ほどが参加するの
で友達ができました。また、縁があって私はJSAMの一員とし
て活動していま
し た。JSAMは
派遣留学生や
正規日本人学
生、カナダ人学
生が所属してい
て、日本文化を
伝えることを趣
旨としてイベン
トの企画運営な
どの活動してい
る団体です。具
体 的 に、 私 は
Instagramの運
営と体育祭イベ
ントの運営を行
いました。
JSAMの 下 部
組織であるモン
トリオール日本
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人学生会にも所属し、日本領事公邸で日本人学生向けにレセプ
ションパーティーを企画しました。新しい組織の立ち上げに携
われたことは貴重な経験となりました。

留学中大変だったこと
私は、留学を通して、長年慣れ親しんできたものとは異なる
環境に身を置くことで、自分の弱さに直面しました。何事にも
あまり積極的でない性格が浮き彫りになり、消極的な自分と周
りを比べて、自分が嫌になることがありました。しかし、
「せっ
かくだから」という心意気で、勇気を持って一歩踏み出しアク
ションすることができました。すると、今まで恐れていたこと
が思ったよりも恐くなかったり、思ったより楽しかったりと見
える景色が変わりました。なんとなく留学に行ったからって何
も変わらないという人もいますが、私の場合、留学という特別
な環境が、積極的になるきっかけとなって作用してくれまし
た。些細なことかもしれませんが、留学を通して、前より積極
的な自分になれた気がします。
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おわりに
留学の動機が曖昧だ、少し興味があるだけだと思ってる人
も、大学生の今留学することをもう少しだけ考えてみてほしい
です。人生のうちで、学生時代が一番簡単に留学できると思い
ます。金沢大学のサポートで、経済的に大きな負担もなく留学
することができたし、時間に余裕がある学生時代だからこそ長
期留学もしやすかったです。また、金沢大学から留学する人は
少なくないと思うので、他の国に頑張ってる仲間がいると思え
ることも心強かったです。ぜひ、絶好の機会は今だと考えて留
学を検討してみてください。加えて、留学経験をしていろいろ
とモノの見方や考え方が自分の中で変化したので、その視点を
今後に活かしていけると思うと、留学経験が若ければ若いほど
よかったなと振り返って思います。
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派遣留学のヒント&ツール

●英語力強化を目指す！ ELP 「English Language Programs」

語学教育のエキスパートのネイティブ講師による留学を目指す学生向けの少人数英語科目です。派遣留学時に

英語力の証明となるIELTS/TOEFL のスコアアップ対策ができます！

●留学生と一緒に学ぶ
「ジョイントクラス」

日本人学生と外国人留学生が一緒に受けることができる授業です。各学類等で開講されています！
英語で開講されている GS 科目や専門科目も増えているので、ぜひ積極的に履修してみましょう！

● English Hour!

附属図書館にて外国人留学生と英会話を楽しむイベントです。気軽な国際交流や日常会話力の向上におすす

め！

●英語学習アドバイザー

学生の皆さんが効率的かつ効果的に英語学習ができるように個々のニーズに対応したカウンセリングや学習指

導を行うため「英語学習アドバイザー」制度を設けています。学類生でも大学院生でも留学生でもどなたでも相談
できます
（もちろん無料）
。ぜひご活用ください！

●留学生に対して、勉学・生活・対人関係などのサポート！「チューター制度」

チューターとは、外国人留学生一人ひとりの留学生活全般にわたる支援を行う日本人学生です。チューターは

外国人留学生の学習、研究をはじめ、公共の手続きや対人関係のアドバイス、サポートなどを担います。この活
動を通じて、チューターと外国人留学生それぞれの背景にある文化に対する理解が深まるとともに、自分たちが
育ってきた文化について振り返るチャンスと異文化との共生を考える出発点になることでしょう。
→申込先：国際部留学企画課留学支援係
（本部棟 3 階）

●外国人留学生と一緒に生活する
「レジデントアドバイザー（RA）
」

学生留学生宿舎に居住する外国人留学生が快適に安心して日常生活が過ごせるよう、一緒に住み、生活上の指

導・助言を行います。外国人留学生にとって、身近で心強いアドバイザーであり、日本人 RA にとっては、異文
化理解の貴重な体験となることでしょう。
学生留学生宿舎は、
「先魁」
と
「北溟」
と
「国際交流会館」
があります。
RA になるには選考があります。詳細はアカンサス・ポータルもしくは各担当窓口で確認してください。
「先魁」
・
「北溟」
→申込先： 学務部学生支援課学生相談係
（本部棟 2 階）
「国際交流会館」
→申込先：国際部留学企画課留学支援係
（本部棟 3 階）

派遣留学先候補校一覧はこちら
https://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/
international/studyabroad/8271/
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先輩からの派遣留学レポート & 報告書はこちら
https://www2.adm.kanazawa-u.ac.jp/
ryukou/hakenryugaku/index.html
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