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長期留学報告書 

～視野を広げて～ 

 

グラント・マキーワン大学 17F0018 伊藤 友里亜 

 

 私はカナダのアルバータ州、エドモントンに約 8カ月間滞在しました。留学へ行くこと

は中学生の頃からの一番大きな目標で、英語力の向上はもちろん自分自身の人間性向上も

含め、留学に対して日々憧れを抱いていました。海外での滞在経験が全くなかったため、

長期留学の前に短期留学プログラムに参加しましたが、まだまだ海外での生活が不安だっ

たため、治安の良いと言われるカナダを選びました。 

滞在したエドモントンという街は予想していたよりもずっと田舎で、のどかな街でした。

ダウンタウンと呼ばれる都市部も名古屋ほど人が集中しておらず、多くの人々が日々をマ

イペースに過ごしているように思えました。そしてエドモントンは比較的治安が良いこと

に加え、移民でも仕事を得やすいことから世界中から多くの人々が移住し生活をしている、

かなりマルチカルチャーな環境です。幸運にも日本人が少ない街だったので、英語を学ぶ

環境には最適だったと思います。また、エドモントン自体に有名な観光名所が多くあるわ

けではありませんが、車で数時間行った所にカナディアン・ロッキーがあり、その周辺に

は、カナダ屈指の見どころとしてとても有名な国立公園や州立公園がありました。 

私は自分の派遣が決まるまでエドモントンについて何も知らなかったのですが、街につ

いて調べていくうちに冬がとても寒いということを知りました。エドモントンは例年マイ

ナス 30度やそれ以上になることもある、恐ろしく寒い場所で、出発前の衣服類の準備はと

ても悩み、ほとんど手探り状態で防寒具を揃えました。しかし、寒さを想像できない上に

持参できる防寒具も限りがあったので、寒さが厳しくなる前に現地で超厚手のコートやブ

ーツを購入し冬の間重宝しました。私の滞在中は、例年のエドモントンでは考えられない

ほどの暖冬であったと言われていましたが、それでも連日マイナス 20度以上の日が続いて

いました。あまりの寒さに、初めわくわくしていた雪にもだんだんうんざりし、今となっ

ては良い思い出ですが、まだ暗い朝の登校時間に毎日震えながらバスを待っていたことは

今でも忘れられません。 

留学中は総勢 800 人以上の生徒が暮らすマキーワン大学の寮で生活をしていました。ほ

とんどの生徒は 2人部屋に住んでいたのですが私は 4人部屋を選び、ナイジェリア出身の

ルームメイトと親しくなりました。お互いシャイな一面はあったものの、分からない事や

ハプニングが発生した時にいつも助けてくれる頼りになる存在でした。寮での生活自体は

とても快適なもので、4人でルームシェアと言ってもそれぞれに個室が割り当てられていた

ため、自由に独立した生活を送ることが出来ました。 

生活に慣れるまでは分からないことが多く、しばらくは本当に苦労の連続でした。そし

て一番苦労したことは、何か問題にぶつかった際にすべて自分の力で解決しなければなら
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なかったことです。自宅だったら家族や兄弟にすぐに相談することが出来、助けてもらえ

ます。ところが海外で知り合いも少なく、言葉にも苦労するという状況では、自分で何と

かしなければならないことが日常茶飯事で発生し、自分から行動を起こすことが必要とな

ります。「自分で解決する」ということは、「自分自身の力で解決する」ということと少し

異なります。自分 1人の力で解決するのでなく、自分から周囲に相談し、他人の手助けを

得ながら解決することも「自分で解決する」という事だと思います。私は何かと失敗が多

かったように思いますが、何かある度に誰かに相談し、多くの方から協力を得ることがで

きました。助けてくれる人たちがいつも周りにいたことが問題を上手く解決できた要因だ

ったと思っています。自分の中にしまいこんで一人で悩むことだけは厳禁です。慣れない

土地で不安な心を少しでも軽くするためには、たとえ日本の家族であっても誰かに自分が

困っていることを知っておいてもらう事が大事だと思います。 

そんないろいろあった日々の生活で一番大変だったことは食料品の買い出しでした。私

は学食のシステムがなかったことと健康的な食生活を送る、少しでも料理の腕を磨くとい

う自分自身の目標から自炊生活を続けました。そのため週に一度、一週間分の食料を近く

のスーパーへ買い出しに行ったのですが、これがとても辛いものでした。特に寒い雪の日

は最悪で、そんな時によく、両親がいかに苦労して私を養ってきてくれたのかということ

を身に染みて感じました。 

自炊生活を続け、日を追うごとに無意識に日本食が恋しくなりました。必要な日本製の

生活物資も出てきたので、家族から 2か月に 1度くらいの頻度で食料品や生活用品を送っ

てもらいました。日本食や日本製の生活用品はエドモントンでも扱っている店がいくつも

あり、大抵はそこで賄うことができたのですが、種類に限りがあったり、扱っていないも

のもありました。家族から定期的に物資を送ってもらえたおかげで食べ物や生活用品に不

自由を感じることは特にありませんでした。 

学校生活は大変収穫の多かったと思います。私は ESLの授業を秋・冬で 3つずつ取り、

ハードで苦労の多かった科目もありましたが何とか全てこなしました。平日昼までのスケ

ジュールは、朝 6時に起床し 7時 20分頃までのバスに乗り学校へ行き、8時から昼の 12時

半ごろまでに 3つの授業を受けるというもので、この生活を留学の間ずっと続けました。

本来だったら寮の真横のメインキャンパスで早朝に起きる必要もなく授業を受けられたか

もしれなかったのですが、ESL の授業は少し離れた校舎で行われていたため、授業開始時刻

とバスでの移動時間の関係で私の日常生活は必然的に早朝型へ変わっていきました。 

授業は Reading & Writing、Listening & Speaking、そしてオプションで秋にボキャブラ

リー、冬に文法のクラスを取りました。R&Wではエッセイの書き方を主に学んだのですが、

この授業が特に大変でした。その一番の理由は、英語で自ら文を組み立てることに加え、

日本語の直訳にならないようフレーズや単語を正しく使わなければならなかったことです。

まだまだ十分ではありませんでしたが、話すことに苦手意識を持っていた私にとって、ラ

イティングがある程度できることは自分の意思を相手に正確に伝える手段として重要なも
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のでした。そのため、ライティングはある意味一番の伸びたスキルかもしれません。 

L＆Sではプレゼンだらけで苦労をしました。元から人前で話すことが得意ではなかった

私だったのですが、何としてもクラスをパスしたい、少しでもプレゼンが上手くなりたい

という思いから、失敗を恐れず毎回全力で臨みました。異国民同士で集まったクラスだか

らこそクラスメイトの発表から何かと刺激を受けることも多く、クラスメイトの発表を見

て学んだことも結構ありました。プレゼンに苦労した一方で一番気楽に楽しく受けられた

授業でもあり、クラスみんなが打ち解けた雰囲気がとても良かったです。 

それぞれ出身国の違う、母語も文化も年齢も違うクラスメイトに囲まれた授業は、お互

いに意志の疎通を図ることの大変さを改めて実感させられた場でもありました。母語の違

いからお互いがお互いの訛った英語を理解できないということがしょっちゅうあり、頑張

って理解しよう、自分の意志を伝えようと会話の調子を合わせても、打ち解けるまでに不

安も苦労も多かったです。英語を話すことになれていない上に、利点であると思った日本

人がほとんどいない環境が裏目に出て日本人の知り合いもほとんどなく、勉強面以外に友

人関係で悩みを持ったこともありました。 

そんな時に、私は一人の中国人の女の子と親友になりました。彼女は私と同じくマキー

ワンの寮に住んでいて、年が近かったことや共通の話題があったことからすぐに打ち解け

られ、お互いに手料理を作りあって食べたり、パソコンで一緒に映画鑑賞をしたり以後多

くの時間行動を共にしました。エドモントンは日本人があまりいない一方で中国人の移民

や留学生が多く、私も多くの中国人の友達ができました。正直中国人の人に対する接し方

には初め少し不安がありました。日本と特に関わりのある国であるからこそ国同士の間に

デリケートな問題をいくつも抱えていたり、それゆえに中国人は日本人に対してあまり好

意を抱いていないというようなことをよく耳にしたり、本当のところ日本人のことをどう

思っているのだろうという思いはずっとありました。しかし実際は自分の心配は無用なも

のでした。出会った中国人全員が私にとても友好的に接してくれ、漢字でコミュニケーシ

ョンをとれることもあり盛り上がれる話題も多く、非常に親しくなることができたのです。

相手がどんな国の出身であろうと人同士の間に気まずいものは何も無いのだと知り、心を

開いて接すれば誰とでも仲良くなることができるのだということをしみじみ実感しました。 

そんな親友と私が日課のように毎週通っていた場所があります。それは地元の教会です。

寮からバスで 10 分ほど行った丘の上にある教会で、そこの地下にあるホールで毎週土曜の

朝から誰でも無料参加できる英会話クラブが開かれていました。留学生活の始まった当初

から授業外で英会話を練習できる場が欲しいと思っていたため、クラスメイトの一人がそ

の教会の会話クラブを紹介してくれたのをきっかけに、以来ほぼ毎週通っていました。 

留学中一番悩んだことは、やはり自分の英会話力でした。カナダでの留学を通して正直

現実に打ちのめされてしまった感はありました。元から英会話に自信があったわけではあ

りませんでしたが、留学へ行くまでは自分の英会話力がどこまで通用するのかという具体

的なものが全く想像できていなかったのだと思います。当然ですが、知識があっても実際
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に使う練習をしなければ外国語は身に付きません。私はまさにその問題に、おそらく初め

てしっかり向き合いました。そして向き合って一番自信をなくしたのが発音でした。発音

の良し悪しでいかに相手に理解してもらえないかということを嫌というほど思い知り、

時々英語で会話をすることにすごく抵抗を感じるようになってしまったこともありました。

理解してもらえないかもしれない、けれど話さなければ伝わらないし上手くもならない、

といつも自分の中で葛藤をしていました。発音やイントネーションというものが意識して

すぐ上達できるものでないだけに、それらに自信を持てなくても辛抱強く相手に伝えよう

という姿勢を貫き通し続けなければならないことは、自分自身を打たれ強くしてくれたと

同時に時々とてもツラいものでした。 

そんな自分の英会話力を少しでも向上させようとその教会へ通い続けたのもひとつの理

由です。しかしクラブの雰囲気自体はとても穏やかなもので、みんなで楽しく会話をする

ことを一番の目標としていました。会話は毎週決められたトピックについてグループで話

し合う形式で、口コミで集まった移民や留学生が数人ずつのグループに分かれ、そこへそ

れぞれ一人ずつ教会のボランティアをサポート役で振り分けた形で行っていました。集ま

った人達は英語の学習者ながらそれぞれ会話のレベルは高く、私にとってお題に対するふ

さわしい自分の意見を瞬時に考え英語で発言するという作業はなかなかハードなものでし

た。しかしとりあえず何か話すことが大事であると思い、言葉の間違いは気にせず会話の

流れを意識して話すことを心がけました。そして周りの人の話し方を見て、どうしたら趣

旨の通った意見を分かりやすく瞬時に発言できるのだろうと、いつも考えていました。話

し方も大事ですが、それより私は英語に関係なくあらゆる話題に対してちゃんと意見を述

べられるようにするためには、時事や雑学など様々な知識に興味を持って少しでも知って

おくと有利であると感じました。英語が上手く話せなくても話の内容次第で会話が弾んだ

ことが何度かあったからです。 

壁に当たることは何度もありましたが、自分と異なる物の見方や新しい単語やフレーズ

を学べたり、学校の授業で学んだ単語を会話に活かすことが出来たり、親しく話せる知り

合いが新たにできたり、仲良くなった教会の方に何度もホームパーティーに招いてもらっ

たり、教会の会話クラブへ積極的に通い続けたおかげでたくさんの事を得られ本当に良か

ったと思います。 

また、日本語を教える機会も得ることが出来ました。大学のイベントに参加した際に外

国語クラブというクラブから誘いを受け、活動内容に興味を持ったので冬学期の途中から

参加し始めました。そのクラブは参加者がお互いにお互いの母国語を教えあって知識や交

流を深めるということを目的としていて、メンバーは中国人、フィリピン人、私を含めた

女の子 5，6人という、私の想像していたよりかはかなりの少人数だったのですが、日本語

を学んでいる、日本語に興味があるというメンバー達だったのでとてもやりがいがありま

した。少人数であったこともありクラブの雰囲気はとてもラフで活動しやすく、私たちは

主に単語を中心に英語で説明を入れつつ意味や発音を指導し合いました。私はクラブで日
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本語を教えながら、教えることの難しさを改めて知りました。日本語のネイティブであり

ながら、いざ教えようとなった時に一瞬言葉が思いつかなかったり、言葉についての説明

が十分に出来なかったり、教えるという作業がただその知識を知っているというだけでは

務まらないものなのだ、とよく実感しました。しかしクラブが非常に気軽なものでメンバ

ー達もとても温厚だったので、指導方法はそれほど大きな問題ではありませんでした。そ

してもう一つ、教えることに対して難しさを感じた理由は、日本語自体にあると思いまし

た。それは、ひらがな・カタカナ・漢字に加え日本語には物の名前でもいくつか違う呼び

方が存在することがあるからです。外国人の学習者にはフォーマルな形で単語も文も教え

るのが一般的ですが、時にそれは我々ネイティブには少々違和感のあるように聞こえるこ

とがあり、実際は形の少し変わったカジュアルな言い方の方が一般的であったりすること

があります。そのさじ加減を気にしつつ、フォーマルな言い方とカジュアルな言い方両方

とも理解してもらえるよう教えることがとても大変でした。 

何はともあれこのクラブで日本語の指導をしたことでクラブを通して仲良くなった新し

い友達と楽しく日本語の良さや難しさを共有することができ、また自分が英語より複雑な

言語形式のネイティブであることに得と誇りを感じることもできました。今後もしまた日

本語を指導する機会に出会ったら、その時は今回の経験を活かしてさらに上手く教えられ

たらと思います。 

カナダで時間を過ごしていくうちに日本を客観的に見る時間が増え、日本の良さやカナ

ダとの違いをいくつか気づくことができました。私がカナダで出会った人は皆日本や日本

人に対して好印象を抱いていました。日本の製品が信頼できて優秀であることや日本食が

健康的で美味しいこと、日本のアニメやゲーム、漫画に夢中であることや日本人は真面目

であるなど日本を賞賛する言葉をたくさんかけてくれました。自分が留学以前に思ってい

た以上に国外の多くの人が日本は良い国であると認識していたことを知り、自分が世界に

誇れる国の一国民であることを改めて気づくことができました。 

日々の生活から日本の良さをしみじみ実感したこともありました。海外ではよくあるこ

とだと言われますが、例えば通学の際到着時間がいつもアバウトなバスを利用する度に、

日本だったらほとんどの場合時刻表通りに到着するのにといつも思っていました。時間に

支配され過ぎないエドモントンでの生活が自由で心地よかったのは事実ですが、生活の

節々で正確な時間にバスの来る便利な日本の生活を思い出し、恋しくなることがありまし

た。 

そして私が感じたカナダと日本との一番の違いは「人々」でした。留学中の唯一の心残

りで現地のネイティブの学生と十分なコミュニケーションをとれなかったことがあります。

自分の英語力に自信がなく声をかけづらかったことや ESLを取っていてそもそも会う機会

が少なかったということもありますが、私は向こうの学生は留学生に対して少々ドライな

イメージがあると感じたことがありました。それはわざとという訳ではなく、おそらく彼

らが異国民や移民のいる環境に慣れているためです。常日頃から様々な人々と関わりがあ
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るため、学生だけでなく多くの人々が外国人に対して接し方が慣れているように思えまし

た。ですからもし日本人的な応対を期待していると、少し寂しい気持ちになるかもしれま

せん。けれど逆に言えば、国外の人間ではなく自分たちと同じであると捉えている、つま

り差別のない対応をしてくれている結果であると私は思うので、気を落とす必要はないと

思います。日本人とカナダ人の考え方や振舞い方の違いに戸惑い上手くコミュニケーショ

ンをとれないこともよくありましたが、そうやって自分の国と根本から考え方が違うのだ

と気づいたら、何だかカナダ流の解釈の仕方も気楽で良さそうだと思えるようになりまし

た。今思えば日本的な堅苦しさが無いからこそおおらかでさばさばした人が多かったよう

にも思います。今回国民性の違いは学べたので、今度は物怖じせず話せるくらいに英語力

をつけてコミュニケーションをとれるようにしたいと思います。 

エドモントンで過ごした時間は私にとって多くのことを考えさせてくれた時間でした。

異国の地で生活することの大変さ、相手を理解し意志の疎通を図ることの難しさ、自分の

意思を示すことの大切さ、英語を勉強し続けることの意味と価値、日本にいてはきっと知

り得なかったものばかりでした。正直に言うと、留学を通して今の自分の力量を改めて知

ったことで先が少し見えなくなってしまったというのも本音です。自分の本当にやりたい

ことは何なのか、何が自分にできるのか、もう一度よく考え直す機会を与えられたのだと

前向きに捉え、諦めずに英語の学習を続けながら、たとえ遠回りになってしまってもこれ

から見つけていきたいと思います。現地で多くの人と繋がりを持てたからこそ、たくさん

の様々な体験できたのだと思います。留学へ行くという目標を達成できて本当に良かった

です。学んだこと、築いた人との繋がりをこれからも大切にし活かせるよう、自分自身を

信じて先の人生をよりよくしていきたいと思います。そして、私の留学に全面協力をして

くれた家族とお世話になったすべての人に心から感謝をしたいと思います。本当にありが

とうございました。 
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長期留学報告書 

～カナダ・スーセントマリーでの１０か月～ 

 

アルゴマ大学 17F0173 水谷 蓮穂 

≪出発＆到着後≫ 

2015年の 8月 23 日にセントレア空港からカナダ、スーセントマリー空港に向けて出発し

ました。アルゴマ大学に名古屋学院大学から派遣されるのは私一人だけだったため、何事

もすべて自分一人で行わなければなりませんでした。当日、セントレア空港上空に雷雲が

発生し、飛行機の離陸が１時間遅れました。その分、羽田とトロントでの乗り換え時間が

本来の２時間から１時間以内と短くなってしまいました。トロントの乗り換え手続きは、

税関でビザ申請、預けた荷物を受け取り再度預けるという流れで、時間との戦いでした。

税関の人はとても不愛想で、不安でいっぱいになりました。 

ビザ取得後、国内線に乗り換え、トロントからアルゴマ大学のある、スーセントマリー

空港に向かいました。国内線でしかも便数が少ない路線だったので、飛行機は小型飛行機

で今にも壊れてしまいそうなぐらいボロボロでした。離陸の際もガタガタ揺れ「大丈夫

か！？」と思うほどでした。スーセントマリー空港に到着後、無事についたことへの安心

感と、長時間のフライトで一気に睡魔と疲労感が襲ってきました。ホストファミリーとの

対面もすごい顔をしていたと思います。それから家まで車で行き、今まで見たことのない

ような、大自然を目の当たりにして、感動しました。どれだけ走っても木や緑しかなく、

やっと出てきた町並みは寂れていて、歩いている人も多くなく、これぞ田舎なのだと思っ

たのをよく覚えています。 

 

≪オリエンテーション≫ 

アルゴマ大学に入学後、１週間ほどオリエンテーションがあり、同期できた留学生と仲

を深めるイベントが多数ありました。その中で私はルームメイトであるフィンランド人の

子と新しく友達になったブラジル人の女の子と一緒に過ごしていました。オリエンテーシ

ョンは皆でスーセントマリーにある博物館や航空博物館を訪れたり、軍隊のようなキャン

プに出かけたり、食事に出かけたりと、催しが毎日ありました。その中でも印象的だった

のは、キャンプです。ただでさえ、スーセントマリーは田舎なのに、そこからもっと奥に

入った場所で３日間生活しました。起床時間は朝の８時、寝起きから腹筋、背筋、腕立て

を行い、朝礼に遅れた人はみんなの前で腕立て伏せを何十回も行い、遅刻理由を叫んだり

していました。運動嫌いな私からしてみれば、その３日間はとても辛かったです。２日目

の時に、ブラジル人の友達と一度部屋に戻り、ちょっと休憩しようとベッドに横たわった

ら知らぬ間に１時間半昼寝をしてしまい、先生に怒られたのはいい思い出です。キャンプ

内で行うイベントも体を使うものばかりで、宝探しでも山奥まで走ったり、ゴムを体に巻

き付け相手と引っ張り合って強さを競ったりと。ビリーズブートキャンプのようでした。 
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≪学校生活≫ 

私は 10ヶ月間 ESLに入っていたのでスケジュールは学部生に比べ、とてもきつかったと

思います。宿題に追われ、自分を削る毎日でした。最後の学期は毎日 8：30にスタートの

17：30 終わり。17：30に帰れる日は一度もなく、家に着くのは夜の 23時とかでした。家

に着いた後は、課題をこなし、次の日の授業のための予習復習。それから夕飯とお風呂に

入るというスケジュールだったので平均の睡眠時間は 2～3時間だったと思います。そして

なにより辛かったのは天候でした。スーセントマリーは冬場－３８まで下がる寒い地域だ

ったので、朝の 8時に家を出ても太陽が出てなくて、帰るころには太陽が沈んでいる。な

ので、太陽の光を浴びることがなく、自然と気持ちが落ち込むことがとても多くなりまし
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た。学校でもうつ病対策キットが配られることが多く、ホットココアや文房具、あと一番

驚いたのは割れ物などを保護するプチプチのシートがキットに入っていたことです。プチ

プチすることでストレスを軽減しようというのがカナダ流でした。今思い返してみると、

留学中にあれだけ勉強して自分を追い込むことができてとてもよかったなと思います。挫

折や焦りを経験したおかげで今、何を求められてもやってみよう。やります。という気持

ちが強くなったと思います。またとても打たれ強くなったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪まとめ≫ 

留学というのは私の人生の中でとても大きな経験になったと思います。留学に行きたい

と思うことは簡単ですが、それを実現させ、実際に留学生活を始め、自分のためになるよ

うな留学生活にすることはとても大変なことです。ただし、そこで過ごす日々は充実した

時間になると思います。私は１０ヶ月間の留学が楽しかった！とは言えません。辛いこと

も苦しいこともあり、楽しいだけではなかったと思います。ですが、この経験ができたこ

と、日本ではなく海外で勉強をし、そこで生活できたこと、国の違う友達と親交を深め、

色んな事を知れたことを嬉しく思うし、自分を褒めたいと思います。なので、これから留

学に行く人、また留学を目指している人は、留学に行く＆行きたいだけではなく、行くた

めになにをするべきか、行った後向こうでどのように生活し、どのような自分に帰国後な

っていたいかを想像して、頑張ってほしいと思います。１０ヶ月という短い時間でしたが、

カナダで過ごせてよかったと思います。 
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長期留学報告書 

〜工匠精神と開拓者精神〜 

 

アラスカ大学フェアバンクス校 17F0090 朱 星 

 

 日本への留学を決めた四年前、両親が上海の空港まで見送りに来てくれました。母が、

「日本留学を新たな挑戦として頑張ってね」という餞別の言葉を送ってくれました。それ

以降、母の言葉を胸に秘めた私は、日本での留学を振り返る中で、先進国である日本のい

いところをたくさん吸収することができたと思います。その中でも、私が一番感心させら

れたのが、日本人の工匠精神です。私は工匠精神とは、日々情熱を込めて仕事を楽しみな

がら、日々工夫をすることで精進する精神だと理解しております。日本での留学生活の中

で、幾度となくこの精神に励まされたと共に、名古屋学院大学の先生方のご指導のおかげ

で、私は公費留学生として選出され、アメリカ留学を果たすことができました。留学先は

アメリカ最北端の地アラスカでした。この約一年間のアラスカでの留学を振り返ると、私

は日本で学んだ工匠精神を銘記しながら、アラスカでの大学の授業やアラスカの社会、文

化を通して新たな精神を学んだことに気付きました。それは、アラスカの人々が持ってい

た開拓者精神でした。私は開拓者精神とは、自分がまだ見ぬ景色を目指し、新たな一歩を

踏み出すことで、今までの自分を超えるように努力する精神だと理解しております。この

二つの精神に出会うことができたおかげで、私はこれまでの経験を自分に還元し、有意義

な時間を過ごすために日々努力を積み重ねて行きたいと考えるようになりました。 

 アメリカで最初に工匠精神の大切さに気がついたのは去年の八月です。私は七名の学生

と共にアイオワのコー大学に研修に行きました。留学前まではアメリカの大学生は毎日パ

ーティーをしているイメージでした。しかし、現実はそうではありませんでした。コー大

学の授業では、宿題の量が多く、特に読書の量が多く課されました。そして、想像と現実

の違いに驚いていた私に追い打ちをかけるように大学の先生はレギュラークラスの読書の

量はもっと多いと言いました。これでは、毎日パーティーをするのは無理ではないかと思

い示されました。授業では、自分の英語能力の至らなさをとても感じました。出発前に自

信満々だった私は落ち込み、そのことに対して苛立ちを募らせていました。そして、英語

力向上に向けて日々努力しなければならないという決心をしました。 

 この決心を持った私は、八月も終わりにさしかかる頃、アラスカのフェアバンクス校に

着きました。私は三泊四日のバックパッキングに参加する中で、アラスカの雄大な自然に

魅了されたと共に、アラスカの開拓者精神を感じたのです。この三泊四日の旅では、初日

から最終日まで雨天が続いたということもあり、その中を歩き回るのがとても大変だった

というのが今でも一番印象に残っています。悪天候により、三日目には乾いている服が一

枚もなくなってしまいました。しかし、道中このような困難が多々待ちうけていたにもか

かわらず、自らの力で困難を克服し、また周りの仲間と協力することで、前に進むことに
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とても魅力を感じていました。このすばらしかった旅を案内してくれたアラスカの現地の

ガイドたちに感謝しています。この旅のおかげで、私はアラスカの人々の優しさと勇気に

身を持って触れることができました。 

 楽しかったバックパッキング活動が終わった後、大学の授業がいよいよ始まりました。

確実な単位取得のために、ESL の授業をとるのか、または単位取得は難しいものの、今まで

学びたかった経営学の授業をとるのか非常に迷いました。後日、留学コーディネーターの

エリカさんのところへ相談しに行きました。そこのオフィスに書かれていた“study 

aboard、inspiring adventure”と書かれたポスターを目にした私はハッとさせられたの

です。その言葉は、挑戦することに躊躇していた当時の私を奮い立たせました。エリカさ

んと周りの友達からのアドバイスもあったおかげで、単位取得が困難であるものの今まで

学びたかった経営学の授業を取る決断をしました。なぜならば、最初の一歩を踏み出すこ

とで、今後努力を積み重ね、少しずつでもいいから日々成長し昨日の自分を超えられるよ

うに頑張って行こうと考えるようになったからです。この選択をしたことで、工匠精神と

開拓者精神の大切さを今、身を呈して体感しているところです。 

 成長するなかで私は多くの失敗も味わってきました。秋学期の授業が始まった当初ほと

んど授業の内容がわかりませんでした。毎日宿題に追われ、一日八時間の予習をしなけれ

ばなりませんでした。授業が終わった後、宿題や課題、研究が難しくて全く書けないこと

もありました。授業中、自分の意見が求められたとき、質問の意味が理解できなくて返答

できなかった経験がありました。この時、私はＴＥＤというアメリカのプレゼンテーショ

ンの番組で、すばらしいプレゼンテーションを発表した植松さんの言葉を思い出したので

す。「何かに挑戦したとき、いくつもの失敗に会い、心の中で、苦しいとか、悲しいとか、

つらいとか、恥ずかしいとか、そんなことがぐるぐるして大変でした。しかし、このぐる

ぐるしている最中っていうのは、成長している最中でもある証なのです。好きなことをも

っと好きになって、日々少しずつ前に向かって進んで行って、自分はちょっと成長したか

なと思えた瞬間が一番の幸せなのだと思います」植松さんはそうおっしゃっていました。

私は、つらい道のりの中でも成長できる瞬間があることが開拓者精神の楽しいところでは

ないかと改めて認識しなおしました。そして、好きなことをもっと好きになり、思い続け

ることで、毎日ちゃんと課題を済ませて、今日の課題を絶対明日に残さないように頑張ろ

うと思いまいした。それと同時に、日本で学んだ工匠精神の大切さを感じることができる

ようになりました。 

今の私はまだ未熟者で足りないところがたくさんあります。これからも、周りの力を借

りながら、好きなことをもっと好きになって、一歩一歩目標に向かって歩み出し、日々成

長して昨日の自分を超えられるように、努力を積み重ねて行こうと思っています。アラス

カでの一年間の生活は、私の今後の人生にとってかけがえのない貴重な経験をすることが

できた時間です。その中で学んだ工匠精神と開拓者精神の大切さを今後は周りの仲間と共

有し、私自身はこれからも仲間たちの長所を吸収しつつ、仲間と共に目標に向かって日々
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精進していこうと思います。
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長期留学報告書 

～Alaska Life～ 

 

アラスカ大学フェアバンクス校 17F0143  野村 勇士 

 
８月８日から留学生活が始まりました。まず初めにアイオワ州にある Coe 大学の１０日

間の研修プログラムに参加しました。Coe 大学では、他大学の学生と一緒に、短い時間でし

たが、思い出深い日々を過ごしました。Coe の研修は予想よりも厳しくなく、空いた時間に、

買い物に行ったり、現地の学生とバスケやバレーをしたりして交流を深めました。もちろ

ん、宿題は毎日あり大変でしたが、宿題を終えてから自分の時間を自由に過ごしました。

研修の最終日には、お別れ会を開いて頂きました。そこで歌や踊り、各自の特技を披露し、

お世話になった方々に感謝を伝えました。１０日間の研修はあっという間に終わってしま

いました。Coe で出会った現地の学生やスタッフの方々との思い出はたくさんあり、最後は

涙の別れとなりました。 
Coe の研修も終わり、アラスカの生活が始まりました。８月下旬に到着したのですが、も

うすでに肌寒く、空港を後にした瞬間、１年やっていけるのか不安になりました。到着し

てすぐの１週間は、寮に入れなかったためホームステイをしました。この１週間で、大学

まで行きキャンパス内を探索したり、近くのスーパーに行ったりして、アラスカを満喫し

ました。そして１週間が経ち、寮に移りました。私が住んでいた寮は、同じ時期に入る留

学生や現地の学生が多かった為、すぐに友達になることが出来ました。 
寮に入ってすぐ、Wildness Welcome が始まりました。Wildness Welcome とは、自然の

中で、4 泊 5 日、いくつかのアクティビティを通じ交流を深めるという趣旨の新入生や留学

生を対象としたイベントです。アクティビティは、全部で 3 種類あり、ハイキング、カヌ

ーイング、そしてラフティングがありました。私はラフティングを選択しました。まず、

オリエンテーションがあり、参加者全員と顔合わせをし、自己紹介など交流を深めました。

そこでたくさんの留学生とも交流することができました。オリエンテーションは１日通し

て行われた為、すごく大変でした。お昼休憩が終わると、各アクティビティに分かれて道

具を借りたり、当日の注意事項や予定などを聞いたりしました。ラフティングには、必要

な道具がたくさんあり、道具を揃えるのにも一苦労でした。そして、その次の日から本格

的な大自然の中でのサバイバル生活が始まりました。正直、ここでの日々は一言でいうと

地獄でした。もちろん、終わって考えてみると参加してよかったですし、とても良い経験

だったと思います。しかし大自然の中で、私は無力で、辛く感じる事も多かったです。初

日は快晴で、川の流れもよく、楽しく目的地まで行くことができました。しかし、到着し

て間もなく雨が降り始め、そしてその雨が最終日までやむことなく降り続きました。体は

雨で冷え切り、川の流れも悪くなり、常にボートを漕がなければならない状況下で、体力

的にも、また最終目的地がわからなかったこともあり、精神的にも辛かったです。 
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私はこのようにアウトドアで過ごしたことがなかったので、自分でテントを立てたり、

ボートの上でチーズを切って食べたりした経験はとても新鮮でした。最終日、目的地の町

が見えたときはみんなで力を合わせ、最後の力を振り絞って漕ぎました。町に着いた時、

ほかのグループのみんなが迎えてくれ、一気に安心しました。その後、みんなで写真を撮

ったり、サバイバルで起きたことを話したりと、忘れられない夜を過ごしました。あの時

の馬鹿騒ぎした雰囲気は今でも忘れられない思い出のひとつです。このサバイバル生活を

通して、「終わりのない旅はない」ということを学びました。どんなに苛酷でも、一つ一つ

積み重ねていけば、いつかきっとゴールはある。とにかくどんなに大変なことも、少しず

つ頑張れば達成できる。そして、それを達成した時は、達成感や満足感が得られ、自分の

自信や成長につながるという事を学びました。 
辛く楽しかったサバイバル生活も終わり、学校生活が始まりました。Fall セメスターは、

ESL を４つと Regular Class を２つ履修しました。ESL は Writing、Reading、Speaking & 
Listening と留学生用の American Culture のクラスを受けなければならないということで

したので、取りました。それとは別に Communication と Hip Hop のクラスを履修しまし

た。ESL のクラスは、英語の基礎をやっていたので簡単でした。宿題も多かったですが、

とても難しいというわけではなかったので、すぐに終えることができました。Writing のク

ラスは、主に文法や文章の要約をしました。毎回１～２ページ程度の英作文の宿題が出さ

れ、それをペアで文法間違いなどを直し合うという作業をしました。Reading のクラスで

は、Book Club と呼ばれる、グループを作りグループ内で同じ本を読み、内容理解を深め

るグループワークをしました。Speaking＆Listening は、プレゼンテーションを行ったり、

会話練習をしたりしました。 
ESL は問題なかったのですが、Regular Class の Communication はとても大変でした。

週に１回３時間、土曜日のクラスだったのですが、１か月に１度はプレゼンテーションを

行い、宿題も多く、予習前提で進められるクラスでした。毎授業後、先生の元に行き、分

からない点を質問するなど、クラスについていくことに必死でした。中でも一番大変だっ

たことはグループプレゼンテーションです。トピックが、Diversity in Class room という

ことで、学習方法の多様性について発表しました。トピックについて調べ、まとめる際、

難しい箇所はグループ内の友達に手伝って頂き、最終的になんとか形にすることが出来ま

した。期末テストは、ノートを持ち込むことが出来たので、事前に教科書を何度も読み返

し、大切な点をノートに書き写しまし、何とか単位を修得することができました。 
もう１つの Regular Class は Hip Hop という少人数のクラスで、毎回楽しく踊るという

内容でした。このクラスのゴールは、International Friendships Day という、イベントで

踊るということです。私はダンスを習ったことも、人前で踊ったこともなくとても不安で

したが、ほかの学生もみんなダンス未経験者で安心しました。しかし、なぜか初めての割

に動きに切れがあり、一瞬本当かと疑うほどの上手さに驚かされました。私も負けないよ

うに、笑顔で誤魔化し頑張りました。イベント本番には、予想以上に観客がいて、その観
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客の多さに驚かされ緊張しました。人前で踊ったことがなかったので、心臓バクバクでし

たが、自分を信じ何とか失敗せずにやり終えることが出来ました。本当に Hip Hop の先生

やクラスメイトがとても良く、毎回楽しく授業に参加することができました。 
この Fall セメスターの間には、Halloween や Thanksgiving、International Friendship 

Day などのイベントがありました。アメリカで過ごすハロウィンは初めてだった為とても

楽しみで、友達と一緒にハロウィン専門店に行き、衣装や小物などを揃えました。当日は、

アラスカが寒すぎるためか、みんな防寒着を着ていて、ハロウィンという雰囲気ではあり

ませんでしたが、私が参加した日本語クラブのハロウィンパーティーは、みんなで話した

り、食べたり盛り上がりました。その時、前の週に作成したジャック・オー・ランタンを

壊したりして夜を楽しく過ごしました。ハロウィンの頃には、雪も降り始めていたので、

生まれ初めてのホワイト・ハロウィンでした。Thanksgiving day には、アンカレッジの友

達の家にお邪魔して Thanksgiving を過ごしました。残念ながら、ブラック・フライデーに

行くことは出来ませんでしたが、初めての Thanksgiving をアンカレッジでのんびりと過ご

すことが出来ました。International Friendship Day では、様々な国の人が歌ったり踊っ

たり、コントをしたりしていました。そこで私は、Hip Hop クラスの踊りとともに、個人

で日本の歌を披露しました。最初のマイクパフォーマンスを頑張って英語でやり、会場を

盛り上げることが出来きてよかったです。たくさんの観客の前で歌うことは初めての経験

で、とても緊張しましたが、終了後に何人かの人が声を掛けてくださり、知り合いになる

きっかけにもなり、出演してよかったです。 
Fall セメスター後の冬休みですが、アラスカに来る前は、アラスカで冬を過ごす予定で

したが、現地で出会った友達が、フロリダの家に招待してくれた為、冬休みのほとんどを

フロリダで過ごしました。冬休みの最初の１週間、クリスマスまではアラスカの友達の家

で過ごし、その後、フロリダに移動しました。この時、生まれて初めて１人で飛行機に乗

るということで不安もありました。途中の乗り換えは、空港で一晩過ごすこともあったの

ですが、何とかフロリダまで行くことができました。フロリダはアラスカと全く違い、温

かくとても過ごしやすかったです。 
冬休みも終わり、Spring セメスターが始まりました。前セメスター同様に、ESL を取ら

なくてはいけなかった為、Writing、Reading、Speaking & Listening を取り、さらに Regular 
Class を２つ履修しました。ESL は、前セメスター同様に授業が進んでいきました。レギ

ュラークラスは、Alaskan Native Culture と Foreign Language Teach Practice の２つを

選択しました。Alaskan Native Culture は、主にアラスカの先住民族の文化について細か

く学びました。毎回小テストがあったのですが、現地の Native Alaska の友達に質問をし

ながら、一緒に考え問題を解きました。アラスカの言語、例えば「Yupik」などが授業中に

出てきたりした為、少し理解するのに時間がかかりましたが、アラスカについて身をもっ

て学ぶことが出来ました。セメスター最後の Final Paper は、Native Alaska の人にインタ

ビューをし、その人の歴史を聞いてまとめるという課題でした。私は男女合わせて３人に
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話を伺い、３人とも違う経験をされていた為、それぞれの貴重で面白い話を聞けて、とて

も良い経験になりました。 
Foreign Language Teaching Practice では、日本語クラスの TA として、クラスに参加し、

先生や学生さん達のお手伝いをしました。そして、課題として計３回の teaching を日本語

クラスで行いました。１回目は１５分のアクティビティ、２回目は３０分の導入とアクテ

ィビティ、そして、最後は授業丸々１時間を教えるというものでした。私が受け持ったの

は、２年生クラスだった為、学生の皆さんは、日本語をほとんど理解しているという前提

の授業でしたが、英語を出来るだけ使用せず日本語を教えなければならなかったので、思

っていたよりもとても難しく、毎回苦労しました。日本にいたら、日本語の先生をすると

いう機会がほとんどないので、これは本当に良い経験でした。将来日本語の先生になりた

いと思っている為、日本語を教える難しさや大変さ、そして、楽しさをこの TA を通して学

ぶことができました。 
この、Spring セメスターの間には、Spring Break, 日本語スピーチコンテストなどのイ

ベントがありました。Spring Break では、学校内でイベントがあり、BBQ やダンスの出し

物があったり、ビルの屋上から大量の西瓜を落としたりと、楽しい企画がたくさん用意さ

れ、みんなと楽しく過ごすことが出来ました。西瓜を落とす企画が一番印象的でした。誰

１人として、なぜ西瓜を落とすのか分かってなく、ただ面白可笑しく落としているという

アメリカ的な考えに笑いました。 
日本語スピーチコンテストは、毎年アンカレッジで行われているコンテストです。UAF

からも参加する学生が多かった為、日本語 TA として同行しました。会場には、老若男女問

わずたくさんの日本語学習者がいて、とても驚きました。日本語が上手な方が多く、どの

ように勉強をしているのか気になりました。会場内でも、やっぱり UAF の学生が一番上手

だと思いました。スピーチコンテストが終わるとみんなも安心したのか、プールで遊んだ

り、部屋で語ったりして過ごしました。Spring セメスターは、Fall セメスターに比べると

あっという間に終わりました。それは、おそらくアラスカでの生活に慣れ、友達との仲も

深まり、充実した日々を過ごしていたからなのではないかと思います。 
留学を通して、たくさんのことを学び、経験することができました。アラスカという厳

しい環境の中、冬の時期は素晴らしく美しいオーロラや星空が存在し、その大自然が持つ

力強さや美しさ、儚さに何度も何度も感動させられました。そして何より、最高の友達に

出会えたことに感謝しています。いつも、どんな時でもそばにいてくれ、一緒に過ごして

くれた友達には、とてもお世話になり感謝しています。そして、そんなみんなが本当に大

好きで、離れたくなかったです。いつかまた、絶対に会いに行きます。 
最後に、この長期留学を通じ、家族の大切さや有難みに改めて気づかされました。初め

ての寮生活で、料理や洗濯など、身の回りのことをあまりやったことがなかった為、親の

有難さをほんの少しですが分かりました。本当に親には感謝しています。これからも、親、

友達、そしてお世話になった人たちへの感謝の気持ちを忘れずに生きていきたいと思いま
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す。人生は一期一会です。人の出会いはとても貴重です。アラスカで経験した事を胸に刻

み、これからも生きていきます。私は、この University of Alaska Fairbanks に留学でき

て本当に良かったです。 
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長期留学報告書 

～北西オハイオでの１年間～ 

 

                 ボーリンググリーン州立大学 16F0118 筒井 麻友 

 

名古屋学院での期末テストが終わり、約１０日間のコー大学での事前研修を経て８月中

旬に派遣先であるボーリンググリーン州立大学(以下 BG)に到着しました。シーダーラピッ

ズ空港からトレド空港まで霧による遅延が発生し、バスに乗れるか少し不安でしたが、親

切な運転手の方が荷物受取の場所で待っていてくださり、無事に BGまで到着することがで

きました。BG は大きく、スクールカラーがオレンジということもあり、とても明るく華や

かな印象を受け、これから始まるキャンパスライフに期待が高まりました。寮についた際

現地学生まだ RA の学生以外到着しておらず、交換留学生のみだったのでスムーズにチェッ

クインすることができました。数日後にルームメイトが到着し、扇風機を部屋に置いてく

れたので暑さ対策になり助かりました。ルームメイトはアメリカ人の１年生で、気さくに

話しかけてくれたり、授業について気にかけたりしてくれるとても感じの良い方でしたが、

当時の寮が自分の第一希望の寮ではなかったため、２週間後に Kohl Hall という寮に移動

しました。私はグローバルビレッジというコミュニティに入っており、その授業の教室が

Kohl Hallにあること、グローバルビレッジの学生が多く住むフロアがあり、友達が作りや

すいと思ったこと、寮の立地が主要な教室や食堂から近いといったことが主な移動の理由

です。前の寮から Kohlまで少し距離があったので、友人が車を出してくれて荷物を運ぶの

を手伝ってくれました。到着から約２週間後の荷物が少ない時だったので、比較的スムー

ズに移動ができ、早く引っ越しを決めてよかったと思いました。寮には日本語の授業を履

修している学生が数人住んでいて、よく一緒に遊んだりする機会がありました。彼らだけ

ではなく、比較的 Kohlには気軽に話しかけてくれる人が多かったように感じます。私は人

見知りが激しく、日本にいても友人作りに苦労するほうなのですが、彼らのフレンドリー

さに習ってできるだけフロアメイトにも挨拶をし、会話の際には自分のことを話すように

しました。普段どちらかというと友人の話を聞いている割合が多かったのですが、自分の

ことを日本人、もしくはアジア人という固定概念で見られてしまうことが嫌だったのでそ

うするように心がけていました。その結果、友人には自分の核である部分をわかってもら

うことができ、打ち解けられたように感じました。授業に関しては、ESOL のクラス以外に

レギュラーのクラスもとることができ、アメリカ人の学生に刺激を受けました。後期に履

修していた Japanese Film のクラスは、日本の映画を観て感想を共有して終わりという単

純なものではなく、作者や作品についてのリーディングの課題があり、その内容と映画の

プレゼンテーションの仕方を踏まえた上でディスカッションをするというものでした。リ

ーディングの量が多く、予習が不十分だと手を挙げて意見を言うことができず、日本人と

して少し恥ずかしい思いをしましたが、アメリカ人とのディスカッションは、みんな同じ
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ような意見でまとまってしまうのではなく、一人ひとり違う意見が飛び交い、こういった

物の見方もあるのだなと毎回感心させられました。また周りに反対されることを恐れずに

進んで発言する彼らがほんとうにかっこよく見えました。自分のつたない英語でもクラス

メイトたちはきちんと耳を傾けてくれ、発言しやすい場の雰囲気をつくってもらえたこと

もとてもありがたく思いました。その他には、中国語の授業を通年履修し、Sociology、

Public speaking、グローバルビレッジのクラス、ジムに行く時間が確保できなかったとき

のために、Fitness Walkingの授業を履修していましたが、どの授業もいいクラスメイトに

恵まれ、授業がつらいと思ったことは滅多にありませんでした。学内のコミュニティとし

ては、異文化に興味のある人々で構成されているグローバルビレッジ、日本語を履修して

いる現地の学生と日本人留学生が参加できる日本語クラブに入っていました。グローバル

ビレッジは世界各国からの留学生も多く所属しており、授業で自分の国について発表する

というものがありました。彼らのプレゼンテーションを聞いて、発展途上国だと思ってい

た国が意外にも大きな成長を遂げていて、自分のイメージと遥かに異なっていることがあ

り、自分も日本とアメリカだけでなく、もっと視野を広げて勉強しなければいけないなと

思いました。みんなで各国の料理を食べに行ったり、旅行に行ったりする機会もありまし

た。日本語クラブは週に１回みんなで集まって、日本の伝統芸能、映画、着物、伝統的な

遊び等さまざまな角度からの日本について学びました。日本人の私でも知らなかったこと

が多く、自分の知識の曖昧さに気づきました。日本語クラブの学生は、日本語を学習して

いるためか、日本語訛りの強い私の英語でも理解してくれました。しかし、ほかの友人や

売店の店員さんと会話するとき通じないことがあったので、発音やイントネーションをよ

り意識するようになりました。留学期間が半分以上過ぎるころには自分のことを気兼ねな

く話せる友人ができていましたが、人見知りなりにより友達の輪を広げたいと思い、ひと

りで他のコミュニティに参加したりもしました。自分は人見知りではないのだと暗示し行

動に移すことで、ある程度改善されるところもあったと思います。この１０か月間の留学

を通して、英語が流暢に話せなくて人見知りな自分がほんとうに小さく思えました。日本

では自分の意志をはっきり伝えることができなくても必ず誰かが察して助けてくれること

がありました。しかし、アメリカではたとえ親しい間柄でもイエスと言ってしまえばイエ

ス、ノーといえばノーなのです。思ったことはほっきり口に出さなければ誰もわかってく

れないのだ、と感じ、いい意味で自分の思いを積極的に相手に伝えられるようになったと

思います。自分を変えることは自分の努力次第でいくらでも可能なのだと実感しました。

留学を終えて、次なる海外での目標もできました。留学前にはとても考えられなかったよ

うな自分のとっては少し大きな目標ですが、アメリカでの経験がこの挑戦を後押ししてく

れているように感じます。この留学で経験したことを糧にして卒業後も切磋琢磨していく

つもりです。 
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BG の図書館です。全米の大学図書館ラン

キング５０にランクインしています。寮で

勉強するより静かなのでよく利用してい

ました。グループスタディルームや、お喋

り禁止のフロアも完備されており、自分の

用途にあわせて利用できます。自分の書い

たエッセイをチューターに添削してもら

うこともでき、留学生としてはとても便利

なサービスだと思います。テスト週間は特

に混み合っていたのが印象的でした。 
 
大学の長期休暇には友人と旅行しました。 
ニューヨークは留学中に絶対に一度は訪

れたいと思っていたので、着いたときはほ

んとうにわくわくしました。世界中から人

が訪れてきていて、ほんとうに多国籍な都

市だということを実感しました。アジア系

の方も多かったように感じました。治安も

思ったよりかは悪くなかったと思います。

日本の外食チェーンも出店しているので、

日本食が恋しくなったらここで探すとす

ぐ見つかります。これは１１月の写真で少

し肌寒く感じましたが、４月にグローバル

ビレッジの旅行で再び訪れたときは、よく

晴れてちょうどいい気温でした。 
 
春休みには友人とシカゴに旅行しました。

バスを使えば交通費はかなり安く済みま

す。シカゴピザやホットドッグが美味しか

ったです。最近日本でギャレットポップコ

ーンが人気ですが、その発祥地でもありま

す。日本ではだいぶ並びますが、こちらで

はすぐお会計を済ますことができます。 
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長期留学報告書 

～刺激だらけの毎日～ 

 

ボーリンググリーン州立大学 17F2015 熊谷 佳純 

 
 初めに、今回長期留学するにあたり、様々な面で支援してく

ださった皆様に感謝を申し上げます。今回の留学は、私一人で

は決して成し遂げることができませんでした。皆様に支援頂き、

より充実し、より有意義な留学生活を送ることができました。

深く感謝しております。本当にありがとうございました。 
 留学を振り返って私が思う事は、現地の人たちとの日々の交

流が刺激的だったことです。例えば、ある日私が現地の学生に

専攻科目を尋ねると、その学生は卒業後の自分の将来を見据え、

その目的を実現するために日本語と経済という複数の科目を

選考していました。一方、私の場合は、恥ずかしながらも専攻科目の説明

すら上手くできませんでした。今まで勉強を熱心に取り組んできたつもり

でしたが、私の頭の中に留学前まで日本で受けていた講義の内容があまり

残っていなかったのです。きっと、明確な目的を持たないまま、何気なく

過ごしていたからだと思います。この時から、現地の学生の勉強に対する

意識の高さに刺激を受けるとともに、私は「大学で何をやってきたのか」

と自問自答するようになりました。 
 

 ①発言力 
 ボーリンググリーン州立大学と名古屋学院大学の学生を比較した際、私が考える一番の

違いは、学生の意識の高さです。私は ESOL（英語を第一言語としない人のための授業）

とレギュラー科目（現地の学生が受ける授業）という 2 つの種類の授業を履修しました。

春学期に受講したレギュラー科目のひとつである Sociology 1010（社会学）は履修者が 100
名弱の大人数クラスでした。講義は、学生が講義前に教科書を読んでくることを前提に進

められ、各トピックに対し先生がパワーポイントで解説する形式でした。名古屋学院大学

にもこのような形で講義をしている先生がいると思います。しかし、同じ形式で講義を行

っていても学生の発言量が目に見えて違います。日本の大人数クラスでは、人数の多いこ

とからわざわざ挙手して発言は少ないです。一方、アメリカでは、人数やクラスの規模は

関係なく、分らないことがあると躊躇なく、時には先生の話を遮ってまで質問します。た

まに講義と少し脱線した内容の時もありました。発言する生徒は日本同様に偏っています

が、明らかにアメリカの大学の方がより多くの学生が講義に集中し、質問していました。

このような環境の中で講義を受けてみて、学生の講義に対する興味関心の深さがアメリカ
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の学生と日本の学生では大きく違うように感じました。これは私の勝手なイメージですが、

日本では卒業することを目標に学校へ通っている学生が多数いると思います。実は私も留

学前までは、単位を取得し、無事に 4 年で卒業することを考えて講義を受けていました。

そのため、テスト前に勉強をし、テストで良い点をとることに力を注いでいました。しか

し、今は違います！今回の留学で、それでは何も意味がないことに気づき、今年の履修登

録では必須科目を受講するとともに自分が興味のある科目を履修しました。単位の取得し

やすさではなく、どのような科目が自分の為になるかを基準にして履修科目を決めました。

同じ卒業でも、高い意識で講義に参加する学生と単位取得だけを考えている学生では得る

ものが大きく異なります。今回の留学でその事に気づき、これからの 1 年半を無駄にしな

いよう積極的に参加し、発言し、価値のある講義の受け方をしたいです。 
 ②食事 
 留学中は主に学内の食堂を利用しました。ボーリンググリーン州立大学はキャンパスが

とても広く、主に２箇所に食堂やドーナッツ屋、スターバックス、ピンクベリー（フロー

ズンヨーグルト屋）などのお店が集まっていました。その中には軽食やお

菓子が買えるコンビニもあり、テスト勉強等で夜更かしをし、小腹が空い

たときにも、すぐにスナックを買うことができ大変便利でした。留学前に

ミールプランに申し込むのですが、ある一定金額までは、これらの会計を

プラン内から支払う事ができます。ミールプランにも三つのレベルがあり、

ゴールド、シルバー、ブロンズとそれぞれ使えるお金の金額が異なります

が、小食の私にとっては、一番安いブロンズプランでも十分な量でした。

日本人の方は、おおよそブロンズプランでいいと思います。食堂のメニューは朝食以外、

大体一週間ごとに変更され、サラダバー、ドリンクバー付でメインディッシュからデザー

トまで種類が豊富でした。そしてカロリーは高いと思いますが、とても美味しかったです。 
 ミールプランを活用して生活していれば、食費はほとんど必要ありま

せん。ただし、長期で滞在していると、やはり日本食が恋しくなります。

その為、ジャパニーズレストランへ足を運ぶことも度々あり、ミールプ

ラン以外の食費が嵩むことが多々ありました。学食や外食の他に、寮内

にあるキッチンで自炊することも可能ですので、自分で食材を用意し、

自炊することをおすすめします。 
ボーリンググリーン州立大学には約 10 種類の寮があり、どこの寮に

もキッチンが配置されています。どこの寮のキッチンでも他学生との共有スペースで調理

をすることができます。各寮には調理器具が揃っているので、活用してみてはいかがでし

ょうか。さらに学校から学外のスーパーマーケットまでシャトルバスが運行されており、

食材も簡単に調達することができます。私は留学中に友人とお好み焼きやカレーライスを

作りました。日本でおなじみの調味料である「だし」など、アメリカで見つけるのが困難

な物もありましたが、種類豊富の調味料の中から一番近い味を探しだすのも楽しみの一つ
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でした。友達とキッチンでお好み焼きを作っていると、全然話したことのない同じ寮に住

んでいる学生が「何を作っているの？」と気さくに声をかけてくれて、見たことのない食

べ物を目の当たりにして「食べたい！」と日本の料理に興味を示してくれました。その時

に私が感じたのは、アメリカ人は何に関してもチャレンジ精神を持っていると思いました。

私たち日本人からしてみれば、お好み焼きは見慣れたものですが、アメリカ人からすると、

想像もできない料理だったと思います。しかし、その時に話しかけてきてくれた学生は味

が合う合わないはありましたが、全員一口は食べてくれました。食わず嫌いがとても多く

チャレンジ精神が足りない私は、このような場面からも現地の学ぶ点がありました。 
 今年 5 月に帰国し、少しずつ日本の生活にも慣れてきました。ボーリンググリーン州立

大学で学んだことや経験したことは、これからの自分の人生に大いに役立つものと信じて

疑いません。みなさんももしアメリカに興味があって留学を考えているのであれば、私の

ように高い目標(カロリー)を持って、何かを掴みとって来てください。 
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長期留学報告書 

～自分という人間の再認識～ 

 

ミネソタ州立大学モアヘッド校 17F0156 船野 雅訓 

 

私はアメリカの北中部、ミネソタ州の学校に留学していました。ミネソタ州はカナダと

の国境に面したアメリカでもかなり北の方に位置しています。その中でも私が滞在してい

たモアヘッドという場所はミネソタの隣、北西に位置するノースダコタ州に面した町であ

り、ミネソタ州の中でも更にやや北部ということになります。私は以前カナダのトロント

にも 1 年ほど滞在していたことがあり、また私自身暑いのは嫌いだが寒さには強い自信が

あったためあまり派遣先の気候については心配していませんでした。しかしミネソタ州自

体がアメリカ国内でもアラスカを除けばかなり寒い方の地域ということになり、またその

中でも北部、そしてあまり都会とは言えない場所で建物も少なく、山や丘などもほとんど

ない平地ということもあって風もかなり強く吹く地域であったため、冬のかなり厳しい気

候には驚かされました。とはいえ夏は大変過ごしやすく、最高気温でも 30℃を超えること

はほとんどなく湿度も低いため、昼間は外へ出るのがとても気持ちよかった印象がありま

す。 

まさにそんな夏真っ盛りの 8 月 11 日に日本を出発しました。乗り継ぎ含め 30 時間近い

フライトだったと思います。他の学生たちはコー大学で行われる語学研修に 2 週間ほど参

加してからそれぞれの派遣先大学へ向かったようですが、私の場合は他の大学よりも始ま

るのが少し早かったためその語学研修には参加しないことになり、逆に他の学生よりも少

し遅い出発となりました。現地の空港では、交換留学生や正規の留学生、編入生などやは

り同時期に各地から続々と学生が到着していたようでした。同じ学校から来ている学生た

ちなのか数人で集まっている日本人も見かけ、それに対して一人で来ていた私は若干の不

安もありましたが、現地の学生ボランティアたちが小さなブースを設けて待っており、学

校までの車の手配をしていてくれたため問題なく学校へ着くことができました。しかし到

着時間が午後 10 時過ぎと遅かったため多少の問題もありました。派遣前に寝具のセットの

ようなものを注文しておくことができたようなのですが、私はそれを知らなかったため、

当然何もなく、買いに行くにも店は開いていない、加えて徒歩圏内に店がないと言われ（実

際は 10分ほど歩けば 24時間営業のスーパーがあった）、着いてから購入すればいいと思っ

ていたシャンプーやボディーソープも手に入らずシャワーも浴びることができないなど、

寮生活は大変なスタートとなりました。 

履修登録は派遣前に行うよう指示があり、また現地でも留学生や編入生には別にガイダ

ンスがあり問題なく行えましたが、一覧表のようなものがなくどんな授業があるのかを探

したり時間割を組んだりするのが少し大変だったかと思います。その後まず驚かされたの

が教科書の値段の高さでした。新品で購入すると 1 万 2 万を超えるものも多く、それ以上
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のものももちろんあります。学期終わりに buy backといって使わなくなった教科書を買い

取ってもらえることもあり、学校の本屋も中古の教科書を扱っており、そういった中古の

教科書や学期ごとのレンタルなど費用を抑えるようにするのが一般的なようでした。私自

身も中古のものをいくつか購入しましたし、春学期は Amazonでかなり安く教科書のレンタ

ルをしていることを友人から聞いて知り、そちらを利用しました。 

秋学期には受講したクラスは English Structures、Second Language Acquisition、

International Business とスペイン語でした。Second Language Acquisition は第二言語

習得に関する講義的なもの、毎回のレポートに加え学期末の長めのレポートや試験が課せ

られる授業でした。日本でとっていた応用言語学概論の内容が少し役にたちました。

English Structures は英語教育専攻の学生向けの授業で、英語を中心とした言語の性質、

特徴、言語ごとの違いなどを学び、また代表的な英語教授法などを学んだ上で自分なりの

理想の英語教育に関するレポートが課せられました。クラス内でのペアやグループでのア

クティビティの多い授業で、比較的わかりやすく楽しいものでした。International 

Business はごく導入的なもので、講義としては一般的な内容でしたが、最後に提携してい

る中国の大学の学生とオンラインでプレゼンのやりとりがあり、グループごとに行ってい

た企業研究を発表しました。日本での学習経験があったためスペイン語の初級の授業は内

容としては難しくありませんでしたが、英語での授業となるとかなりアプローチも違って

おり大変な部分もありました。 

春学期には Human Biology、U.S. History、Cultural Anthropology を受講しました。

Biology の授業は内容としてはおそらく中学高校の生物のようなレベルだったかと思いま

すが、聞きなれない言葉が非常に多く苦労しました。期末試験も記述の箇所が多かったと

いうこともあり、残念ながら単位を取得することができませんでした。U.S. History の先

生は話す速度も板書もとても速い方だったため授業中はかなり苦労しましたが、選択問題

の多いテストに助けられました。Anthropology の授業は世界のいろんな国や地域の文化や

生活などを大まかに紹介していくような内容で、興味深いものでした。そのせいか記憶に

も残りやすく、テストもあまり苦労しなかったように思います。 

日本の大学と比べると季節ごとなどのイベントが多く、また多くの学生が積極的に参加

しているイメージがありました。ホームカミングのパーティーでも、学校のイベントのた

めもちろんアルコール類などありませんでしたが、とてもそうは思えない熱気でみんな盛

り上がっていました。キャンパス内で花火が上がっていたのにも驚きました。また、イベ

ントのたびに参加者にイベント名の入った T シャツが配られていたので帰国するころには

かなりの数の Tシャツが集まっていました。 

かなりの田舎だったことと寒さのせいと言ってしまえば言い訳になってしまうかもしれ

ませんが、特に冬などはあまり外へ出ることが多くなく、課題をこなすのが大変だったこ

ともあり寮からすら出ないこともありました。そのせいか他の学生と比べるとあまり友人

の幅は広くなかったかもしれません。その点は少し後悔していますが、それでも同じフロ
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アの学生とは仲良くなり、寮内で集まって話したり一緒に食事をしたり映画を見に行った

り、帰国の少し前には何度か近くのバーへ飲みに行ったりもしました。そこでやはり感じ

たことは、彼らは日本人と比べて話の組み立てが上手なのではないか、ということです。

真面目な話をしているときも冗談を言いあっているときも、自分の考えを誰かに述べる時

の話の組み立ての上手さや相手の意見への切り返しなど、言語が違っても学ぶべき部分が

ありました。また、反省しなければいけない点として、もともとあまり予習復習をしない、

ノートをきっちり取らないといったことが、日本ではなんとかなっていてもアメリカでは

当然通用しなかったこと、イベント事や新しい環境、グループなどに積極的に入っていく

ことができていなかったために損してしまっている部分が多かったことなどが挙げられま

す。普段とまったく違った環境に、且つ一人で放り込まれたからこそ再確認する自分の悪

い癖のようなものがあったと思います。こういったことを今後の自分の成長に活かしてい

ければ、と思います。 
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長期留学報告書 

～たくさんの出会いと感謝～ 

 

コー大学 17F0084 戦 施羽 

 

 まず、今回この留学の機会を与えてくださった先生方、いろいろとサポートしてくれた

両親や友人たちにとても感謝いたします。そもそも私が留学を志したのは大学入学前で大

学に入ったら絶対に英語圏に留学しようと考えていました。留学といっても私費ではなく

公費でと考えていました、というのも私費で留学にいくほどの金銭面での余裕がなく両親

にも迷惑をかけたくなかったからです。公費留学のチケットを得るために一年の春から

TOEFLのテストを受けたり、TEDを聞いたりしましたが思うように点数は上がらず、それで

もなんとか志望していたカナダの大学での公費留学のチケットを手にすることができ、出

発に向けいろいろと準備していたある日、国際センターに呼ばれお話を聞くと、留学する

予定の大学のプランが変わり長期ではなく中期でしか受け入れられないというので、カナ

ダを諦めまだ留学生を受け付けている学校を担当の先生が探してくださり、コー大学にな

りました。先生には本当に感謝しています。 

 アメリカ出発前日、ワクワクと楽しみで眠れませんでした。コー大学に着いてからは 2

週間の研修が待っていました。研修期間の授業は先生一人に対し生徒が 4～5人だったので

日本の授業では全く発言しない私がふつうに発言していました。また同じ時期に早稲田大

学から留学していた同世代の子たちも授業が終わると自分たちの部屋に戻ってまた勉強を

している姿がとても印象的でその熱心な姿を見ると私もやらないと、という気持ちになり

ました。 

 そもそもなぜ私が留学したいと思ったかというと、将来海外で仕事をしたいというのも

ありますが、ほかにも毎日ずっと英語に囲まれた環境で過ごしたい、外国の友達を作りた

い、いろんな場所に旅行したいなどの理由もありました。だから留学前はすごく張り切っ

ていたのですが、いざ現地について目の前に外国人の人がいてもビビッてしまい、話した

いことも、伝えたいことも伝えられず頭は真っ白で最初はただただ笑うことしかできませ

んでした。それがとても悔しかったです。毎日味わうこのいろいろな悔しさや思いを私は

全部文字にしていきました。すると、文字にした後気持ちがすごく楽になり、次はここを

気をつけようとかここを直そうとかを意識するようになりました。 

 わたしのルームメイトはケニアの子(Grace)とアメリカの子(Yara)でした。わたしたち 3

人はあまり Party peopleではなく部屋で各々が映画を見たり自由なことをしたりとてもゆ

ったりな時間が部屋では流れていました。この時間と部屋とルームメイトが大好きになり

ました。ただ唯一残念なことは私と Graceがあの部屋を最後に出て行くとき Yaraはシャワ

ー中で最後の最後でお別れができなかったことです。 

下の写真は午前 3時ごろにみなお腹がすいて三人で外食に行ったときのです。 
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食べる時間も食べるものも気にせず本

能に従って生きるアメリカ式の生活が

大好きです。 

私はコー大学でたくさん新しいこと

に挑戦しました。吹奏楽部に参加したり、

ロッククライミングの授業やレギュラ

ーのクラスでは Photoshop をつかった

創作授業や演劇の授業をとりました。ま

た、American Story の授業では最後の

課題で個人オリジナルの短編小説を書

き上げるというのがあり、短編の小説を書く楽しさをまた新たに自分の中で発見できまし

た。 

また留学期間中の何度か連休があり、コーの先生にお勧

めされた CIH(Chiristmas International house)という

プログラムに参加し、ほかの州のカンザスシティという

ところで二つの家族に同じ時期にほかの大学で留学しに

来ている同世代の子達と一緒にホームステイさせていた

だきました。ここでは普段の大学の寮と違ってアメリカ

の家庭で家族のように過ごし、人々の暖かさと愛をすご

く感じることができました。ほかにもシカゴやＮＹ、ロ

サンゼルス、ニューオーリンズにも旅行に行ってきまし

た。広大なアメリカで州によって雰囲気の違いを感じ、

さまざまな人たちと出会い、別れを繰り返し、一瞬一瞬

の時間と出会った人たちとのつながりをこれからもっと

大切にしていきたいと思いました。 

 コー大学には日本からの留学生だけではなく韓国、フランス、ベトナム、フィンランド、

アフリカなど世界のあらゆるところからコー大学に集まっていました。なかでも中国人は

は留学生としてではなく、コー大学に 4 年間通う人がほとんどでした。そして、中国人の

名前は外国人にとって発音が難しいため、多くの中国人はみな独自のアメリカのミドルネ

ームを自分でつけていて自由でとてもいいなと思ったので、わたしも Sue というミドルネ

ームを自分につけました。そうしたことでアメリカ人にとっても覚えやすくなったと思い

ます。また、ずっと中国で育ってきた人と、私のように中国で生まれ、6歳から日本で暮ら

していると、同じ中国出身でもこんなにも英語の発音が違うのかと戸惑いましたし、断然

彼らのほうが英語は話せているのですごく悔しくなりました。 

 しかし、今回の留学でいちばんよかった点は生の英語を学べただけでなく、生活習慣や

食習慣などが全く違う人たちといっしょに暮らしてアメリカの生活を肌で感じることがで
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きたことです。そしてますますいろんな国にいき、いろんな人に会ってみたいと思うよう

になりました。 

 

今回のこの長期留学は人種のるつぼアメリカでさまざまな人たちと出会うことができた

と同時に英語を学ぶ上ではまだまだ自分の中では通過点でしかないので、留学で学んだこ

とを生かしながらも引き続き勉強を続けていきたいと思います。次の目標は TOEIC の点数

を目標とする点数まであげることです。 
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長期留学報告書 

 

コー大学 17F2001 相津 実穂 

 

わたしは、名古屋学院と深い友好関係を持つ、コー大学へ長期留学しました。コー大学

はアメリカのアイオワ州、シーダーラピッズにある教養学校です。キャンパスが狭いこと

もあり、生徒と生徒、教授と生徒の距離が近くいろんな人と深くつながることができるの

が特徴です。いろんな国から生徒を受け入れているため、国際色も豊かです。またコー大

学の立地条件も魅力の一つです。飛行機の上から、初めてシーダーラピッズを見下ろした

とき、そののどかな風景にびっくりした事を覚えています。あたり一面にコーン畑が果て

しなく広がっていて上に飛び出た建物がほとんどありませんでした。そのため、秋にはカ

ヌートリップやハイキングなど自然を体感できるイベントがたくさんありました。アイオ

ワで見た星空は私が今まで見た中で群を抜くほどきれいで、今でも目に焼き付いています。

わたし自身、田舎育ちなので親近感もあり、住みやすい町でした。大きな都市だとシカゴ

はバスで 5時間ほどで着くので連休には観光をしに何度か足を運びました。 

このような整った環境にあるコー大学で約 10か月過ごし、たくさんの貴重な経験や学び

がありました。その中からいくつか取り上げて紹介したいと思います。 

一つ目は、わたしがこの留学を通して経験した共同生活です。わたしは今までずっと実

家暮らしで、これほど長い期間、親元を離れたことがありませんでした。コー大学では、

日本からの留学生は必ずコー大学の学生とルームメイトにならなければいけませんでした。

新しい生活環境に最初はわくわくしていましたが、英語を話すことにまだ自信が持てなか

ったわたしは、ルームメイトと一緒にうまくやっていけるのかと考えると不安でいっぱい

でした。ルームメイトとの顔合わせの日はとても衝撃的で、今でも鮮明に覚えています。

わたしは日本人留学生の中でも珍しく、4人部屋、つまり 3人のルームメイトを持つことが

あらかじめ伝えられていました。顔合わせの当日、一人のルームメイトから到着したとの

メールが入ったので、部屋を見に行ってみると、たくさんのアフリカ系アメリカ人が部屋

いっぱいに密集して、持ち寄った家具を大移動、大掃除している最中でした。その時は夏

休みが明ける少し前で、キャンパス内にはまだ数人の学生しか居らず、わたしまだ現地の

学生と交流がなく、英語事態使う機会がなった状況でしたので、この様子に少しの間フリ

ーズしてしまいました。それと同時に、わたしのルームメイトは 3 人ともアフリカ系アメ

リカ人であることを理解しました。この日はルームメイトそれぞれ実家から家具を持ち寄

ってきていたので家族総出で引っ越しを手伝っているようでした。それぞれの両親が意見

を出し合いながら家具の配置を決めたりしていて慌ただしい中、わたしは何をしたらいい

のか分からず入り口で立っていると、一人のおばさんがわたしに気づいて声をかけてくれ

ました。ただ何をいっているのか理解できずに引きつった笑顔で頷くことしかできなかっ

たのを覚えています。後から、ルームメイトにこの日の話を聞くと、わたしはとても緊張
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した様子で会釈までしていて、接し方に戸惑ったと教えてくれました。スタートは本当に

圧倒されてしまってこの先どうなるか不安で仕方なかったのですが、今振り返るとこのル

ームメイトたちなしでは、わたしの留学生活は成功しなかったと思うほど彼らに助けられ

ました。彼らはわたしが英語をうまく話せないことを理解してくれ、わたしの英語を改善

するために毎日たくさん会話してくれました。それだけではありません。普通、一生懸命、

相手が口にした文章に対して間違いを指摘するのは難しいことですが、彼らはその都度、

丁寧にわたしの英語を直してくれました。また彼らと一緒に過ごすことで、アメリカの歴

史や現実を知ることができたのはわたしにとってとても貴重な経験でした。これまでわた

しは人種差別問題に興味を持ったことも関心もなかったので、彼らが教えてくれる話は知

らないことばかりで本当に情けなく、恥ずかしく、彼らに申し訳ないと思いました。わた

しは、アメリカは自由の国だというイメージがとても強く、この留学でそれが正しいと感

じることもあったのですが、人種差別はアメリカで現在も根強く残っていて、わたしがこ

の 10か月間を過ごしたコー大学ですら存在しているということも知りました。彼らは何も

知らないわたしに心を開いて一生懸命に意見を伝えてくれるので、わたしも言葉にするの

が難しくても、自分の意見を発して向き合う努力を続けました。正確な英語ではなくても

しっかり相手に自分の意見を伝えることができました。初めて身の回りのことを一人でこ

なさなければならない、慣れない環境での共同生活は、簡単ではなかったけれど、素敵な

ルームメイトがわたしの成長を近くで見ていてくれて、支えてくれたおかげでとても充実

したものになりました。 

2つ目は学習面での学びです。わたしは小さいころに地元の英会話教室に通わせてもらっ

たこともあり、英語の発音に関して、自分ではどこか自信のようなものがありました。で

もその思い込みを覆す出来事がありました。留学して 3 か月ほど過ぎて、現地での生活に

慣れてきたころ同じ寮に住む、仲の良い友人ができました。ある日、わたしが日本にいる

友人と連絡をとるため、寮にあるロビーに向かって歩いていると、その友人とすれ違いま

した。その友人はわたしに、「どこへ行くの？」と声を掛けてきました。わたしは、”I’m 

gonna go to the Lobby.”とロビーへ行く旨を伝えたのですが、友人は「その発音では泥

棒のほうのロビーだよ」としてきしてきました。泥棒は英語で、”robber” です。つまり

わたしのロビーの発音が”L”ではなく”R”になってしまっているとのことでした。そこ

でわたしは今まで”L”と”R”の違いを理解しないまま英語を話してきたことに気づきま

した。その友人は、母国語の英語以外にも、スペイン語と英語の手話を話すことができる

トリリンガルでした。友人は、言語習得でいかにネイティブスピーカーに近づけるかのカ

ギは、文法でも話すスピードでもなく、正しい発音を理解しているかだと教えてくれまし

た。わたしはその意見に深く感心し、その日から発音を強く意識して生活するようになり

ました。ルームメイトたちも協力してくれて、毎日わたしの癖のついた間違った発音を直

してくれました。わたしは秋学期に続いて、春学期も ESL の発音の授業を履修しました。

通年で履修した発音の授業、そして周りの友人たちのおかげで自分がわかるくらいにわた
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しの発音は激変しました。周りの先生からも変化に気づいて褒めていただいたりもして、

学習面で一番の収穫になりました。 

3つ目は、留学中に挑戦したことについてです。名古屋学院からコー大学へ留学した生徒

たちは、留学して最初の学期、つまり秋学期はすべて ESL の授業を履修することが決まっ

ていました。そのため、秋学期は知っている日本人のメンバーだけで、わたしたちのお世

話をしていただいていた担当の ESL の先生方が授業してくれていました。しかし次の学期、

つまり、春学期は個人の能力に応じて、現地の学生が履修しているレギュラーの授業を履

修していいことになっていました。履修登録の際は本当に悩んで、ESLの先生方にたくさん

相談しました。結果、レギュラーの授業を、3つ、ESLの授業を 2つ履修することにしまし

た。その中でも特に、レギュラー授業の Photography は自分にとって挑戦でした。

Photographyは英語の通り写真の授業です。もともと美術科目が好きなことと、写真の撮り

方に興味があったので履修することにしました。カメラは普通のデジタルカメラとは違い、

フィルムカメラを使用し、どうしたら効果的な白黒写真ができるか、カメラの使い方や撮

影、印刷方法を一から学びました。写真の授業は過去に日本人留学生を受け入れた回数も

少なく、教授も留学生には慣れていなかったことと、専門的な単語や内容が多いため、授

業内容を理解してついていくのに苦労しました。またレギュラーの授業が初めてで、授業

のスピードも ESL と比べて差が大きく慣れるまでに時間がかかりました。写真の授業で初

めての中間テストは、筆記のテストで、このテストで不合格だと、単位がもらえません。

わたしは、思い切ってクラスメイトに話しかけて休日に時間をもらい、テスト対策を教え

てもらい、平均点でなんとか不合格を逃れることができました。その後も、評価に大きく

影響するプレゼンテーションの発表があり、ESLの先生やルームメイトに協力してもらいな

がら、レギュラークラスでの初めてのプレゼンテーションに成功することができました。

これはわたしにとって大きな自信に繋がりました。 

この 10か月間、いろんなチャンスや環境に恵まれて本当に貴重な経験ができました。自

分が 10か月間してきたことに後悔はありませんが、一番の目標であった語学力の向上につ

いては、まだまだたくさん学ばないといけないことがありますし、伸びしろがたくさんあ

ることは分かっています。留学して終わりではなく、この経験をどう今後に生かしていけ

るのかが大切だと思うので、留学経験が無駄にならないよう向上心を持って勉学に取り組

んでいこうと思います。 
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留学報告書 

〜私の留学生活〜 

 

パシフィック大学 17F0099 三浦 芹菜 

 

 私は、アメリカオレゴン州パシフィック大学に 2014年８月から 2015年５月まで長期留

学に行きました。１年生の頃から留学に行きたいと思い、選考に向けて何事にも一生懸命

に取り組むよう心がけました。書類選考、面接の後、公費長期留学決定の連絡をもらった

瞬間は今でもはっきり覚えています。留学決定後も多読や、単語テストがあり忙しい毎日

で辛い時もありましたが、留学にいけるという嬉しさと楽しみな気持ち、そして一緒に留

学に行く友達が私の支えでした。 

  

 出発の日は、中学、高校の友達、大学の友達が見送りに来てくれました。留学は楽しみ

でしたが不安や、みんなと離れるという寂しさもありました。しかし、自分がずっと行き

たいと思っていた留学にいけるということで、これから頑張ろうという気持ちでアメリカ

に行きました。 

 

 パシフィック大学に到着し、私の留学生活が始まりました。はじめの２週間はオリエン

テーションで、学校見学や授業の説明がありました。生活に慣れる事に必死で毎日疲れき

って寝ました。授業が始まり、私は ELIの授業だったので、日本人や、サウジアラビア人

がクラスメイトでした。大きく分けて、リーディング、スピーキング、ライティングの授

業がありました。内容は基礎から応用までありましたが、すべてが英語での授業だったの

で最初は聞く事に必死になってしまい、内容が分からず困った事があったため、授業後は

復習をすぐにし、分からないところはなるべく早く聞きに行くように心がけました。授業

に慣れてきてからは、計画的に課題や予習復習を進める事が出来たと思います。 

 

 私は授業以外では、チアリーディングのクラブに入っていました。私を含めて８人とい

う少人数のチームで、トライアウト（入部試験）は正直受かるとは思っていませんでした。

合格してからも、コミュニケーションも全然とれなかったので、最初の時は不安ばかりで

した。練習は火曜日、水曜日の夜にあり、土日はフットボールの試合や、バスケットボー

ルの試合の応援に行きました。チームメイトは、みんな優しくて、いつも私を助けてくれ

ました。コーチが話すスピードが基本速かったので、聞き取れないことはよくありました。

なんとなく分かったつもりでいると、怪我につながりかねない事もしていたので、毎回申

し訳ないと思いながらも、もう一度確認をとっていました。普通ならスムーズに進むこと

も進まなかったりと、迷惑をかけてしまっているなと思った事もあります。でも、いつで

もみんなが優しくしてくれて、支えてくれました。大変だと思った事は何回もありますが、
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１回もやめたいだとか、嫌だと思ったことはありません。チアを通して本当に仲のいい友

達をつくることができたと思います。 

 

 チアの他には、ルアウというハワイアンのイベントが印象に残っています。パシフィッ

ク大学は、ハワイ出身の人が多く、毎年１回ルアウというハワイのダンスの発表会のよう

なものがあります。私はハワイアンクラブには所属していなかったのですが、フラクラス

というクラスがあり、それをとればハワイアンクラブに所属していない生徒が、ルアウで

踊れるというものでした。私はどうしてもルアウに出たかったので、留学生の私もできる

かお願いをし、入れてもらう事が出来ました。ルアウのクラスは週に１回だけだったので

そこまで大変ではありませんでしたが、本番１週間前からのリハーサルは本当に大変でし

た。毎日夜６時から３時間ぐらいの全体リハーサルがあり、体力的にも精神的にも大変な

週でした。でも、他の人達のパフォーマンスをみたり、チアのチームメイトと話したり、

楽しい時間を過ごすことができました。本番は、たくさんの人が見にきました。ハワイか

らもたくさんの方が来ていました。飾り付けも本格的で、花や、小道具はわざわざハワイ

からもってきて、音楽も生演奏で想像以上に大きなイベントでした。パフォーマンスは、

大きなミスもなく、笑顔で踊りきる事が出来ました。友達も見に来ていて、終わったあと

に褒めてくれて嬉しかったです。 

 

留学の１０ヶ月間は楽しいこともあれば、もちろん大変なこと、辛いこともたくさんあ

りました。家族もいなければ、ずっと一緒にいた友達もいないので、じぶんで自立しなけ

ればいけませんでした。英語でコミュニケーションがうまくとれない、友達がなかなかで

きないといったことで、もう何度も何度も悔しい思いをし、たくさん泣いたと思います。

そんな時に、友達に会いたくても会えない、話したくても時差もあるという、寂しく感じ

ることももちろんありました。正直、１０ヶ月も長過ぎる、帰りたい、と思った事もあり

ます。しかし、いつも考えていたのは、必死になって手に入れたチャンスを絶対に無駄に

したくない、あきらめたくないという気持ちでした。私は、留学の書類選考で書いた自分

の紙のコピーを部屋の壁にはり、めげそうになった時、何度も読みました。そうする事で、

初心にかえることができて、もう一度がんばろうと思えました。また、友達からもらった

手紙、みんなとの写真をかざって、落ち込んだ時はそれを見て元気をもらっていました。

留学して、自分が本当に色々な人に支えられていると実感しました。近くで一緒にいてく

れる人達、遠くからも応援してくれている人達、私にたくさんのチャンスを与えてくれた

人達、本当に感謝してもしきれないです。パシフィックで、たった１０ヶ月しか一緒にい

れなかった人達、特にチアのチームメイトは、最後の最後まで、”本当に日本にかえって

しまうの？” ”帰らないで”と言ってくれました。日本の友達には留学がおわればまた

会える。でも、留学先で仲良くなった人達とはもう会えないかもしれない。そう思うと本

当に悲しかったです。辛い事も自分なりにのりこえて、何事にも挑戦してきたことは、今
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自信になっています。もう、多少のことでは、くよくよ悩まないです。きっと、新しい事

にももっと積極的に挑戦できると思います。いままでの人生で一番濃い１０ヶ月でした。

今後はこの経験を無駄にしないように、毎日楽しく生活していきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacific University Cheer Team 

Lu’au (ルアウ）での写真 
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長期留学報告書 

〜経済学の本場アメリカでの挑戦〜 

 

メンフィス大学 17E0143 小池 礼大 

 

 私は名古屋学院大学経済学部に進学することが決まった高校三年生の夏から自分

は経済学部に入る以上、いつかは本番アメリカで勉強してみたいと考えていました。名古

屋学院大学のお陰で、私はその夢を叶えることができました。感謝の気持ちを込めて、ア

メリカでの生活を報告したいと思います。 

 

【失敗から学ぶ】 

 コー大学での二週間に渡るサマープログラムを終えて、楽しみにしていた留学の

派遣先であるテネシー州メンフィスに到着しました。メンフィスに着いたあの日の私はま

るで無知で未熟者でした。これから始まる留学への期待感や熱意と同時に持っていたのは

闘争心でした。もともと体育会系で根っからの負けず嫌いな自分。当時の私の心の中は“ア

メリカ人に勝ちたい”、これだけでした。授業が始まっても完全に猪突猛進状態で、持ち

前のワガママや自己中心、攻撃的なコミュニケーションばかりで友達をつくることが全く

できていませんでした。落ち込みながらキャンパスを歩いていると、とても人に愛されて

いて慕われているリーダー的な人が人の輪の中心にいるのを見つけました。彼は大学のプ

レジデントをしている方で、とても惹き付けられる演説をしていました。アメリカで注目

を浴びるにはどうすればいいのか、またアメリカで人の上に立つ人間になるにはどうすれ

ばいいのか。そこで彼を研究すれば気が付くこともあるのではないかと私は考えたのです。

彼が普段趣味で顔を出しているのが“マーケティング研究会”という学生組織であること

がわかり、今の自分を変えるべくすぐに向かいました。マーケティング研究会のミーティ

ングでは、突然訪れた私を受け入れてくれ、早速討論に参加させてくれました。その日は

フランスにて始まった Twitterのつぶやくだけでお金を送金できるというサービスについ

て賛否を話し合いました。クラウドでのファンディングが可能になったので、資金集めは

勿論ですが募金活動に使う人が多く出てくるのではないか。また、世界中に広まればビッ

トコインの更なる活躍が期待できるのではないか。という私の考えを必死に翻訳し自信

満々で発言しました。そして何人かがそれに対してコメントをしてくれたのですが、それ

が反論なのか賛同なのか、はたまた自分の意見は伝わったのか、まったく聞き取れずわか

らないまま終わってしまいとても悔しい思いをしました。英語で討論できるようになりた

い。そして人に慕われるリーダーになりたい。そう強く思った瞬間でした。そして学生プ

レジデントの彼と話すたびに自分の英語力の無さや人間としての未熟さを痛感していきま

した。プライドを捨てよう、新しく変わろう。そう意識しながら勉学に励み、留学生活が

折り返し地点を迎えた頃私は今までまでの留学はなんだったのかと疑問を持つほどたくさ
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んの人に囲まれて、たくさんのコミュニティの中で生活をしていました。たくさんの人に

支えられて生きていることの実感を得ると同時に、応援してくれるすべての人に感謝をし

ようという気持ちを覚えました。協調性やチームワークを覚えることは、本来の自分の性

格である強引さや勝ち気さの上手い使い方を覚えるために必要不可欠なのかもしれないと

感じました。 

 

【新しい仲間との出会い】 

 メンフィス大学での留学で出会ったアメリカ人はとても魅力的でした。見ず知ら

ずのアジア人である私を快く受け入れてくれ、いつも親身になってくれました。もともと

アメリカ人を倒すために渡米した私はいつしかアメリカのことが大好きでいつしかここで

暮らしたいと考えるほど変化していました。メンフィスの人々には数え切れない程助けら

れ、貴重な経験や生涯忘れない思い出を作ってもらいました。また、アメリカ人だけでは

ありません。勿論アメリカ人も魅力的ですが、メンフィスに海外から留学に来ている留学

生もとても魅力的です。私の夢はアメリカのシリコンバレーに会社を設立することですが、

海外から留学に来ている留学生たちは同じ様に夢を持ち将来のビジネスのために勉強して

いる留学生も多いです。同じ夢を持ち切磋琢磨しながら努力した欠け替えのない仲間がで

きるというのも留学の良いところだと思いました。インターナショナルクラスの留学生の

半分くらいの人はすでに社会にでている人です。様々な業種の人たちと仲間になれる最高

の環境です。この最高な環境を無駄にしないようにしっかりとネットワーク作りをしてい

こうとした私でしたが、それはとても難しいものでした。よく多くの人は自ら積極的に話

しかけなければ海外では取り残されてしまうと言います。これは本当に必要なことでした。

アメリカでは人をどんどん紹介に紹介を重ねていき一つのネットワークを作り上げていく

という考え方が強いのです。つまり自分のために必要なネットワークにしっかりと入って

いくことためにはハングリーな心と積極性が必要不可欠です。私は自分で切り開いていく

勇気も無く、言葉ではわかっていてもあと一歩が出ないという苦しみにも葛藤しましたが、

たくさんの人と出会いたくさん会話することで自分にとって良い影響を受けながら生活す

ることができました。 

 

【社会貢献活動が教えてくれたメンフィスという町】 

 私は大学主催のボランティアに参加しました。一つは川の清掃活動。もう一つは貧

しい子どもたちやホームレスたちへの食料や家具の支給活動です。まずはミシシッピ川に

行きました。ミシシッピ川は アメリカのミネソタ州を源流とし、メキシコ湾へと注いでい

る。全長は 3779kmで、ミシシッピ川はアメリカで一番長い川だそうです。これだけ長い川

で、国を跨ぐ川であるということはとても多くの人々がこの水を使用しているとも考える

ことができます。長い川であればあるほど地域ごとにパートを分けて管理しなければいけ

ません。しかし、メンフィスのエリアはゴミや廃棄物が多く川を汚していると私は聞きま
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した。この話を聞いたときなんとしても清掃活動に参加したいと強く思ったことが志望動

機でした。ボランティアの当日、実際に川を訪れると川の水はとても濁っていて川の縁に

は沢山のゴミが浮いていました。当然ながらこの川を必要としているのは人間だけではあ

りません。シカもこのミシシッピ川の水を飲み、当然ながら魚も泳いでいます。ビーバー

や野鳥も多く生息しています。川の清掃活動のボランティアは一日だけでしたが、このよ

うな活動は継続的に続けることが大切だと気付かされました。二つ目のボランティアは貧

しい子供たちやホームレスへの食料や家具の支給活動について。コルドヴァという大学の

少し南の地域に行き活動しました。ボランティア当日も多くの子供たちがいて子供たちに

は食料を配りました。これらの食料はボランティア団体や国からの支給品だと思っていま

したが、まるで違いました。大型スーパーの売れ残りや賞味期限が切れたものです。明ら

かに食べれないものではありませんが美味しいものとも言えない食べ物でした。さらにお

年寄りやホームレスにトラックに積まれた衣類や家具を配布しました。この活動を通して、

自分がどれだけ恵まれた環境で生きているのかを再認識しました。私はボランティアをす

ることで自分が良いことをした、困っている人を助けたとは思っていません。もちろんキ

ャリアアップや就職活動を見据えて参加しているわけでもありません。訪れた場所の現実

を自分の目で見ること、確かめることがはとても大切なことなのかもしれません。メンフ

ィスは穏やかな町ではありますが裕福な家庭とそうでない家庭との格差がとても大きい格

差社会です。仕事もなく路上に座り込み過ごすた人も多く存在しますが、高級車やスポー

ツカーに乗る若い人も多くいました。自分は自分の夢を実現できるように努力を怠らなよ

うにしよう、そしてしっかりとキャリアアップしていこうと強く思った場面であり貴重な

経験をすることができました。 

 

【経済学部での経験】 

 私は行動経済学と国際経済学の授業を履修しました。行動経済学の授業では、プレ

ゼンテーションをする機会がありました。留学生クラスではなくアカデミックのクラスで

のプレゼンテーションは初めてだったので何度も練習し挑戦しました。少しでも伝わるよ

うに文法や発音に気を付けながら話すことを意識しました。プレゼンテーションのテーマ

は、アメリカの企業の経営データやアンケート結果などの数字をもらい、問題解決や改善

案を提案するというものでした。実際の数字や統計データの引用、経営テクニックや企画

力、経済学的算術の引用などが加点ポイントになります。人それぞれの企画や発想がある

のでとても勉強になりました。また、授業では行動心理やギャンブルなどに観点を置き、

お金の流れや負けないゲームの進め方を学びました。実際にゲーム形式で学ぶこともある

ので毎回とても緊張したことを今でも鮮明に覚えています。また、バイヤーとセールスマ

ンなどの役職を決めて輸出入を繰り返し、利益を出すというゲームはとても苦戦しました。

一方国際経済学の授業では定期試験のテスト範囲は広く、パワーポイント 320スライドか

らの出題でとても驚きました。今回のテストはすべて数学的な問題だったので英語での論
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文を書くのを苦手とする私にとってはとても助かりました。40人いたクラスですが今回の

テストを終えて、クラスは半分ほどに減ってしまいました。アメリカで単位を取るという

難しさを肌で感じました。しかし悪いことばかりでなく、テストを終えてから教授から私

に話しかけてくれるようになってきました。序盤のクラスでは挨拶に言っても相手にされ

ていなかったので、話しかけてもらえた時はとても嬉しかったです。人間味より結果を重

視するという考え方をする国なのかもしれないと思った瞬間でした。 

 

【留学は未来を創る】 

メンフィス大学の留学を終えて、帰国した私には既に新たな夢ができていました。留学を

通してアメリカの文化と共に自分を成長させてもらい、今ではもっと勉強したい！まだア

メリカで頑張りたい！という思いが日々強まっています。米国大学院への進学、さらにシ

リコンバレーでのインターンなどやりたいことが多く見つかりました。より将来の設計も

具体化しました。留学は英語力向上や国際交流など以外にもあらゆる面で自己の可能性を

広げ、成長させるものだと私は考えています。また、留学を応援してくれた両親、先生方、

並びに事務局の方々には心より感謝しております。ありがとうございました。 
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長期留学報告書 

~わたしが留学に求めたもの～ 

 

デ・ラサール大学ダスマリナャス校 17F2016 黒川 さくら 

 

 わたしは昨年度６月から１０か月間、フィリピンにあるラサール大学ダスマリニャス校

に留学していました。１・２学期に渡り、LLC（Language Learning Center）で語学を学び

ました。１学期・２学期ともに大学での講義も聴講しました。現地生徒とも交流し、同時

にボランティア活動も行いながら自分らしいとても充実した留学生活を過ごしました。 

 マンツーマンでの授業により、基礎から英語を学べ必然的に英語で会話をするようにな

りました。その先生を通してより多くの学生とも知り合い、留学当初は右も左もわからな

い自分により多くのことを教えてくれ、学校生活はもちろん私生活もより充実したものと

なりました。そして多くの経験、学び、たくさんの出会いがありました。 

 聴講クラスでは、ENGLISHクラスが中心でしたが他の学科クラスにも入り現地生徒の授業

風景を見学できました。英語で自己紹介をしたり、ノート取りや現地生徒と一緒にプレゼ

ンを作り授業で発表したりもしました。わたしは、外国人学生対象の FILIPINOクラスでフ

ィリピン国内の英語の影響力について校内の生徒と先生たちに質問しフィリピノ語で発表

しました。また、フォーマルとインフォーマル英語を使いロールプレイもしました。聴講

するうえで大変だったのは、スクールブックという学校のアカウントを通し課題発表や提

出、それだけでなく講義資料や授業有無の連絡もこのスクールブック内であったため、多

くの授業では本当に見学という形になってしまいました。また、このような講義ではフィ

リピノ語も使われるため、２学期の LLC 授業では現地語も学習し、時に現地生徒とフィリ

ピノ語で交流をしました。 

 わたしが受けていた LLC での授業では、一日２時間・３時間みっちり会話したり映画を

見たり、TOEICの模擬試験を受けたりしました。１学期の授業では課題が出されることが少

なかったため、自分から気になったものをパワーポイントにまとめ発表したりボランティ

ア活動についての体験文を書き提出したりしました。２学期は英語とフィリピノ語の両方

を学び、先生方が準備してくださった教材を中心に多くの問題を解きました。これを通し、

２学期の最初と最後に TOEIC 模擬を受けましたが少しばかり点数アップがみられました。

マンツーマンの授業はわたしにとって語学、特にスピーキング・リスニングの能力向上に

役立ちました。 

 留学生活で大切なのは語学学習だけでなく、現地生活に触れ見聞を広めるところにある

と思います。それがわたしにとっては学外でのボランティア活動でした。ひとりの NGO ス

タッフと出会い、ダバオ、カリボの学校をいくつか訪問しました。また、名古屋学院大学

のスタディーツアーにも同行しスラム街やオルモック、いくつかの NGO 団体も訪問しまし

た。そして、週末はアルフォンソにある BOYSHOMEに通い続けました。 
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 カリボでは、３つの村を訪問しました。初めに訪れた村は、漁業によって生計を立てて

いますが、台風の影響で漁業に使う網がやられてしまったり収穫もまばらだったりと、ま

とまった収入はないと言います。その村にある学校はまだ、テントの仮校舎や青空教室と

なっていました。現地の方々はわたしに、学校の名前を出して援助のアピールをしてほし

いと訴えられました。２つ目に訪れた場所は、台風により家が何度もやられ、その村の学

校は校舎も先生の数も足りていません。彼らが通る道は設備されていないため、通学や上

り下りはとても危険です。最後に訪れた村の学校は、雨漏りがする校舎をまだ使っていま

す。そのため生徒は雨の日、傘をさしながら授業を受けるそうです。 

 ダバオでは、山をしばらく登ってたどり着く孤立した村を訪問しました。行政の手がな

かなか届かないその村に続く橋は、台風被害から２年たった今やっと新しい橋の計画に乗

り出しています。またその村はヤシの木で生計を立てていたため、台風でヤシの木がやら

れた今、収入が本当になく困っていられました。この村には高校もないため、高校に通う

には隣の村まで行かなくてはいけません。その交通費が出ないので高校にいけない村の子

も少なくありません。この村でインタビューをした時、ひとりの男性が「あなたにはなに

ができるんですか？」と尋ねてきました。その時わたしは何もできないであろう自分には

っとしました。 

 名古屋学院のメンバーとトンド地区にあるスラム街を訪れた時、留学して覚えてきたタ

ガログ語を使いコミュニケーションをとりました。彼らの言葉で話すと、彼らは英語とは

また違う表情を見せてくれます。また、スラムという看板を背負いながらも彼らの表情は

フィリピンの日差しに負けない輝かしいものでした。その後は、台風で甚大な被害を受け

たオルモックを彼らと共に訪れました。空港はまだ空港と呼び難い真っ白な空間でした。

訪れた学校も学校にはあるはずのものがいくつもなく、大変さを感じました。大学メンバ

ーとは違い、わたしには役割がなかったので、わたしはわたしのスタイルで現地の方々と

触れ合いました。 

 週末に通うアルフォンソの BOYSHOMEには、７歳から２５歳前後の男の子たちが共同生活

をしています。この NGO はストリートチルドレンを保護し、学校に通いたいが事情があり

家族の元から学校に通えない子どもたちと、大きな子供たちが営むコーヒー農園をここで

はサポートしています。わたしは毎週日曜日の１１時から４時までを彼らと過ごし、毎回

アクティビティを持ち込みました。年齢もバラバラ、文化も違う男の子たちが好きなこと

を毎回考えることはとても難しく、うまくいったりいかなかったりを繰り返してきました。

また、この NGO に関わることにより、他の国から来たボランティアの方々とも知り合え、

ここでも国際交流を盛んに行えました。 

 わたしはこの国で行ったボランティア活動を通し多くのことを考えさせられました。わ

たしがやりたい活動とは何なのか、ここでの経験をどう今後活かせるか、帰国後どうつな

がっていけるのか。力のない自分に何度も苛立ちを覚えたこともありました。しかし、何

度も何度も悩んで留学が終わるころ、足は立ち止まらず、前へ進んでいました。 
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 海外へ行った。留学した。そんなことを言うと周りは、いいね。羨ましいな。楽しそう。

口をそろえてそう言います。否定はしません、楽しかったのは事実ですから。しかし、留

学は笑顔ばかりの生活にはなりませんでした。留学中に流した涙はわたしを強く、悩ませ、

歯を食いしめながらも前へ前へと押してくれました。そうさせた原因は、ラサール大学と

のやり取りでした。 

 わたしの留学プログラムには聴講クラスなど入っていなかったため、聴講クラスを願い

出た当初は受け入れてもらえませんでした。その後何度も話し合い、諦めず願い続けたお

かげで最終的には多くの聴講クラスを持つことができました。 

また、寮の移動に関しても初め反対されましたが、理由と責任など明確なことを訴える

ことができたおかげで大学街の世界を身近で見ることができました。日本人の学生とのシ

ェアハウスしていた時は、近所の方と仲良くなり世間話をしたり、電気水道代の払方やご

みの捨て方、ｼﾞｰﾌﾟﾆｰやバス、バンの乗り方を覚えたりしました。わたしが求めていた、現

地の方と同じ目線を見ることができたと思います。また、ホームステイをしていた時は現

地料理を味わい、フィリピンの方の生活習慣を肌で感じ、フィリピンの方のもてなし方を

身近で感じました。 

次に話し合いをしたのは、わたしの VISAに対しての対応の仕方であまり親切な対応をし

ていただけなかった時でした。この話し合いは一度で済まず、二度三度と帰国するまで続

きました。何事も平和にしておきたかったのですが、言わないと気持ちを解っていただけ

ないと思い笑顔は絶やさず何度も話し合い続けました。わたしが留学している最中は、改

善がみられませんでしたが今後の留学生受け入れに少しでも貢献できていれば幸いです。 

最後に、わたしはこの一年間語学だけではなく国際文化協力学科生として積極的に彼ら

に寄り添う努力をしてきました。その中で将来についても考え悩みました。どんな英語を

身に着けたいのか、今のままで胸を張って帰れるのか、いろいろな感情が複雑に混ざり諦

めて楽になりたいとさえも思いました。しかし、留学生活を振り返ってみると、自分がや

ってきたことは間違っていないと思いました。そして、留学を決心した時に思ったわたし

が留学先でやりたいこと。その自分らしい留学ができたと思います。１０か月間留学先で

踏ん張ってきたことを糧に、今後も広い視野で新しいことに挑戦して行きたいと思います。 

最後になりましたが、わたしの留学生活でいろいろとご迷惑をおかけしたにもかかわら

ず、最後まで支えてくださった方々にこの場を借りてお礼申し上げます。 
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中期留学報告書 

カナダでの経験 

 

クワントレン大学 15F0152 ミランダ シカンダル 

 

留学生活の 4ヶ月間はあっと言う間に過ぎました。 

最初に交換留学のプログラムに参加できたことを名古屋学院大学(留学の手続きにお世話

になって方々)や両親のサポートに感謝しています。 

今回の留学経験は、自分とって最高の機会でした。英語力だけではなく、自分に自信も与

えてくれました。 

前半の留学生活は結構大変でした。不安なこともいっぱいで、やり遂げられなかったこと

もあります。しかし、この留学留学生活の 4ヶ月間はあっと言う間に過ぎました。 

今回の留学経験は、自分とって最高の機会でした。英語力だけではなく、自分に自信も与

えてくれました。 

前半の留学生活は結構大変でした。不安なこともいっぱいで、やり遂げられなかったこと

もあります。しかし、この留学生活は今までの大学生活で一番価値のある経験となりまし

た。 

勉強面としては、勉強不足の部分もあったので、留学する前にもっと英語力をつければよ

かったと思いました。クワントレンの ESL は英語の基礎ではなく、レベルの高い ESL で、

エッセイやパラグラフを書いたり、長い文章を読んで、そのまとめを書いたりしました。

来年、留学に来る学生に向けてのアドバイスとしては、英語の勉強をしっかりして、「カナ

ダに来たらできる」等は考えないでください。僕は勉強不足であったため授業について行

くのに苦労しました。         今年のクワントレン大学には、日本人の交換留学生は僕を

含めて 6 人でした。みんなバラバラでしたので、日本語を使う機会は本当にないです。そ

ういう面では、英語で話す練習はしっかりできます。 

ESL の授業は Richmond Campus で受けていた時は、6割は中国人、3割はサウジアラビア人、

1割はブラジル人でした。ブラジル人はポルトガル語を話すので、たまに授業中にポルトガ

ル語で会話していました。本来は ESL の授業は自分の言語を使うことは禁止になっている

ので、みんなで英語で話す練習ができるのはいい事でした。 

 

  後半の ESL は Surrey Campus で、半分ぐらいが中国人、残りはインド人やサウジアラビ

ア人です。基本的には、カナダ人との関わりはほとんどはなかったです。クワントレンに

は日本クラブというのがあって、そこでは少しカナダ人の友達が出来ました。 

 

   僕はバンクーバーに来て本当によかったと思います。バンクーバーの街はとても綺麗で

すし 

、自然が豊かで、そして住みやすい環境です。 
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バンクーバーには、色んな国の人が住んでいて、例えば、中国人とインド人が一緒の近所

に住んでいるのも見られます。日本ではあまり見られない光景だと思います。 

 この前、グラウスマウンテンに行きました。頂上 400m からのバンクーバーの街の景色は

最高でした。 

初めにバンクーバーに来て驚いたことは物価でした。 

バンクーバーの消費税は 12%で、物価はとても高いです。人それぞれですが、 

地元で働いている人達の平均給与は高いと聞きました。ですから、地元で働いている人達

には物価そんなに高くはないようです。 

  ホームステイはとても居心地良く過ごしました。ホストマザーは元々フィリピンからの

移民者であり、職業は派遣会社の上司でした。彼女は元々、ピアニストだったので、たま

にイベント等に呼ばれることもあるようです。 

彼女はプエルトリコの大学を卒業した為、スペイン語も話せます。最初聞いたときは驚き

ました。僕の母国語はスペイン語なので、運がいいと思いました。しかし、彼女は英語し

か話してくれませんでした。たまに英語でどうやって言うのかわからない時はスペイン語

で話せるので結構楽でした。 

バンクーバーでの留学は本当に良かったです。前半は困ったことはもちろんありましたが、

色んな人に助かって貰ってことと自分で行動しないと何もできないということも学びまし

た。 

生活は今までの大学生活で一番価値のある経験となりました。 

勉強面としては、勉強不足の部分もあったので、留学する前にもっと英語力をつければよ

かったと思いました。クワントレンの ESL は英語の基礎ではなく、レベルの高い ESL で、

エッセイやパラグラフを書いたり、長い文章を読んで、そのまとめを書いたりしました。

来年、留学に来る学生に向けてのアドバイスとしては、英語の勉強をしっかりして、「カナ

ダに来たらできる」等は考えないでください。僕は勉強不足であったため授業について行

くのに苦労しました。         今年のクワントレン大学には、日本人の交換留学生は僕を

含めて 6 人でした。みんなバラバラでしたので、日本語を使う機会は本当にないです。そ

ういう面では、英語で話す練習はしっかりできます。 

 

ESL の授業は Richmond Campus で受けていた時は、6割は中国人、3割はサウジアラビア人、

1割はブラジル人でした。ブラジル人はポルトガル語を話すので、たまに授業中にポルトガ

ル語で会話していました。本来は ESL の授業は自分の言語を使うことは禁止になっている

ので、みんなで英語で話す練習ができるのはいい事でした。 

  後半の ESL は Surrey Campus で、半分ぐらいが中国人、残りはインド人やサウジアラビ

ア人です。基本的には、カナダ人との関わりはほとんどはなかったです。クワントレンに

は日本クラブというのがあって、そこでは少しカナダ人の友達が出来ました。クラスでは、

new immigrate students が多くいて、カナダに移民してくる人々のために政府が ESL を受
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けさせるそうです。インド人や中国人やサウジアラビア人等と ESLを受けるのが多いです。

ですから、カナダ人と関わることはほとんどないです。 

僕はバンクーバーに来て本当によかったと思います。バンクーバーの街はとても綺麗です

し、自然が豊かで、そして住みやすい環境です。バンクーバーには、色んな国の人が住ん

でいて、例えば、中国人とインド人が一緒の近所に住んでいるのも見られます。日本では

あまり見られない光景だと思います。 

 この前、グラウスマウンテンに行きました。頂上 400m からのバンクーバーの街の景色は

最高でした。 

初めにバンクーバーに来て驚いたことは物価でした。 

バンクーバーの消費税は 12%で、物価はとても高いです。人それぞれですが、 

地元で働いている人達の平均給与は高いと聞きました。ですから、地元で働いている人達

には物価そんなに高くはないようです。 

  ホームステイはとても居心地良く過ごしました。ホストマザーは元々フィリピンからの

移民者であり、職業は派遣会社の上司でした。彼女は元々、ピアニストだったので、たま

にイベント等に呼ばれることもあるようです。 

彼女はプエルトリコの大学を卒業した為、スペイン語も話せます。最初聞いたときは驚き

ました。僕の母国語はスペイン語なので、運がいいと思いました。しかし、彼女は英語し

か話してくれませんでした。たまに英語でどうやって言うのかわからない時はスペイン語

で話せるので結構楽でした。 

バンクーバーでの留学は本当に良かったです。前半は困ったことはもちろんありましたが、

色んな人に助かって貰ったお陰で無事に生活送ることができました。しかし、人に頼りば

っかりでもなかった。自分で行動しないと何もできないということも学びました。 

バンクーバーで留学して、英語もうまくなったし、カナダの文化等も学びました。本当に

価値のある留学でした。色んな国の人と友達になって、国際理解がより深くになりました。 

 

Thank you so much for this opportunity to all the administration of NGU.  This exchange 

program was really helpful to my career. I'm so grateful to all who makes it possible. 

Thank you.  
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中期留学報告書 

～トロント x自分～ 

 

 ジョージブラウン大学 16F0178 山口 賢一 

 

私は大学に入ってからずっと留学をしたいと考えていました。念願だった中期留学が決

まったときはとても嬉しくて海外経験が全くなく普通であれば不安になるのですがそれ以

上に留学が楽しみでした。トロントはとても刺激的な街で大都会でした。トロントを選ん

だのも大都会に憧れたからです。私にとってトロントには感動や初体験のことがたくさん

ありました。新しいことも自然に始められる雰囲気がありました。最初は自分が思い描い

ていた理想の留学とはギャップがありました。初めてトロント 8/23にエアカナダで日本か

ら成田経由でカナダのピアソン空港に約１２時間をかけて到着した時は実感がありません

でした。海外のホテルに泊まるのも初めてで全てが新鮮でした。私はピックアップも頼ま

ずに自分で行くことを選びました。見知らぬ土地で行動するのはとてもわくわくしました

し無事にホームステイ先に着いたときはやはりホッとしました。ホームステイ先に着いて

から徐々に実感が湧いてきました。自分で気付いて何でも動かなければいけないので日本

にいるよりももっと考えるようになりました。ある程度の自由があったので居心地は良か

った。学校が始まるまでに CNタワー、カサロマ、ロイヤル・オンタリオミュージアム、オ

ンタリオサイエンスセンターに行きました。建物が綺麗だったりユニークなものがたくさ

んありとても楽しめました。CNタワーからの眺めは綺麗でトロントを一望出来るのでとて

も気持ちが良かったです。 

9/2から学校が始まって授業はクラスの人数は 20人くらいで様々な国の人がいてリビア、

パナマ、コロンビア、ベネズエラ、イラン、ベトナム、韓国、中国、ペルーなどの人たち

がいて多国籍で驚いた。年齢の幅もとても広くて若い人が 18歳で上が 60歳近くに及ぶ。

初めて教室に来たときは世代が違い過ぎて正直戸惑ったのを覚えています。英語を学びた

いという姿勢は性別年齢関係なくて良い刺激になりました。カナダは先生によって授業の

仕方が大きく変わります。基本的に文法事項の勉強、会話練習、ライティング練習、パソ

コンを使ったアクティビティ、リーディングなどでしたが毎日があっという間に過ぎてい

きました。  

学校のアクティビティで野球観戦あり参加しトロントで初めてメジャーリーグを観戦し

ました。Toronto Blue Jaysというメジャーリーグチームがあり日本人の川崎選手が所属し

ていたので応援しました。スタジアムの大きさにも驚きましたがとても楽しめて良い経験

になりました。他にも学校のアクティビティを利用して NBA、アイスホッケーを観戦したり

アイススケート、フォトコンテスト、フォトウォークもしました。日本にいる頃からずっ

とアイスホッケーを楽しみしていました。トロントにはトロントメープルリーブスという

チームがあります。学校からメールでボランティアのリンクがありアイスホッケーの会場
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で 50/50 チケットを売るボランティアがあったので申し込みをして参加しました。エアー

カナダセンターという大きな競技場がありその中にアイスホッケーリンクがあり 50/50と

いうのが宝くじみたいなものを会場に来てくれたお客さんに売りそのチケットの番号が当

選すればお金がもらえるというものです。ボランティアは 3時間くらいしてそのあとにピ

ザと試合観戦が出来ます。またラプターズというバスケットボールチームがトロントに存

在する。こちらにも 50/50のボランティアがあり参加しました。アイスホッケーに比べる

と年齢層が若く雰囲気も大きく変わる。アイスホッケーも NBAもトロントに来て初めて見

たのでとても恵まれていると思った。こちらも同じくボランティアが終わるとピザを食べ

ることができハーフタイムが終わった頃から試合観戦ができる。同じ会場なのでアイスホ

ッケーリンクとバスケットコートを入れ替えている。アイスホッケーリンクはとても大き

いのでどうやって入れ替えているのかがとても気になった。個人的にも NBAを見に行き試

合が接戦で会場がとても盛り上がっていた。トロントではアルバイトが出来ないので社会

貢献としてアイスホッケー、NBAのボランティアをしたがボランティアを通じて働くという

イメージが少し出来たし貴重な体験ができました。トロントに来て初めてアイススケート

もやりました。最初は怖かったですが徐々に滑れるようになり楽しめました。また学校で

フォトコンテストがあり自分が撮った写真を提出しました。ナイアガラの滝とトロントア

イランドからのトロントを出しました。賞はもらえませんでしたが学校に飾られているの

で誇らしいです。フォトウォークも参加してアートが施してある街をみんなで歩きながら

写真を撮りました。同じ学校なのですぐ仲良くなり写真というコミュニティを通じて知り

合えたのがとても嬉しかったです。トロントでは初体験のことばかりでこんなにも経験で

きるとは思ってもいなかったので感動しました。学校でキャラバンというイベントがあり

様々な国が自分達の文化を紹介するものでした。民族衣装や文化が興味深くとても楽しめ

ました。また学校でハロウィンのアクティビティがあります。パンプキンを作ったりコス

チュームのコンテストをあったりと盛り上がります。パンプキンのランタンを作るのもク

ラスでやるので楽しめると思います。ユニークな作品がとても多くて他の人の感性にただ

ただ感心していました。ハロウィンの日はいつも通り授業がありみんな仮装をしたまま授

業に参加していました。先生も平然と授業をしているので少し面白かったです。学校が終

わるとハロウィンコスチュームのコンテストが始まりそれぞれが自慢のコスチュームを持

参して争いました。みんなそれぞれ違うコスチュームなので見ている方はわくわくします。

トロントでの 1番の思い出はハロウィンの近い日にトロントゾンビウォーク 2014に参加し

たことです。このイベントはとても大きなイベントでトロントのダウンタウン周辺にゾン

ビが溢れます。ゾンビメイクはもちろんゾンビの歩き方や驚かしたりと何をしても構いま

せん。私はボランティアで参加して 6時間程手伝いました。ゾンビメイクをしてくれる場

所もあるので体験して興奮しました。それが終わるとトロントゾンビウォーク 2014の T シ

ャツが Lサイズでもらえます。仕事自体は午後のゾンビウォークの管理でしたがゾンビウ
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ォーク自体はとても長い距離を歩くので疲れました。街全体にゾンビが出現するので異様

ですがとても楽しかったので是非また参加したいと思いました。 

トロントからの旅行ではナイアガラの滝、モントリオール、ケベックシティ、キングス

トン、ニューヨークへ行きました。ナイアガラの滝の近くまで行く遊覧船で見ましたが大

迫力でした。またテーブルロックの建物の近くまで行くとカナダの滝が目の前になります

その建物の中からジャーニービハインドザフォールズというナイアガラフォールズの裏側

と下からの景色を楽しみました。またナイアガラフォールズは夜になるとライトアップさ

れるのでとても綺麗です。モントリオールへも行きました。同じカナダでも色が全然違い

ました。街全体が綺麗で観光するにはとても良かったです。ノートルダム教会やモンロワ

イヤル公園など有名な場所はほとんど訪れました。またケベックシティも行きました。街

全体はそこまで大きくないので歩いてほとんど回れました。町並みが素晴らしいです。ケ

ベックの伝統料理がとても深みのある味で美味しかったです。ニューヨークではブロード

ウェイでミュージカルも見や名所を回り尽くしました。ニューヨークは思っていたよりも

安全で驚きました。 

この留学を通して数え切れない程の思い出や学びがありました。留学どうだったと聞か

れるのですが一言では言い表せないのでいつも困っています。それだけ色んなことにもま

れて帰ってきます。日本にいたときよりももっとたくましくなったと思いますし何よりも

自信がつきました。留学は人生の中で貴重でとても良い経験になりました。本当に留学に

行って良かったです。 
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中期留学報告書 

～カナダ一の都市、トロントで～ 

 

ジョージブラウン大学 16F2013 今岡 歩未 

 

 ちょうど昨年 2 月に内定を頂いてから早 1 年・・・あっという間に時は過ぎた。内定を

頂いてから留学へ行く半年間も本当にあっという間で、留学準備、サークル、授業、バイ

ト、教育実習等に追われていたら、8月になっていた。 

 そして迎えた 8月 23日。９時過ぎに家を出て、名古屋駅に向かった。名古屋駅で一緒に

トロントへ行く 2 人と合流して、一緒に成田空港へ向かった。便は夕方発で午後６時に成

田から飛び立った。それまで荷物制限とか、日本のみんなと連絡したりなどで出国するま

で結構バタバタしていて、夏だったため汗をかいて気持ち悪いまま搭乗した記憶がある。  

トロントまでは約１３時間で、今まで海外へ行った中で一番の長時間のフライトとなった。

片道 8 時間までは経験したことがあったけど、それ以上はなかったため本当に長くて、や

ることもないし暇だった。私は音楽を聴いたりひたすら寝たり、食べたりしながら過ごし

た。トロントに着いたのは日付をまたいだ夕方ごろだったので、その日は空港近くのホテ

ルに宿泊した。しかし、日本から予約していったにも関わらず、手違いで予約が取れてい

なくて 3 人で焦り、拙い英語で一生懸命に説明して、なんとかチェックインが出来た。ト

ロント初日から冷や冷やしたけれど、無事にホテルで 1 泊して翌日各々のホームステイ先

へ連れて行ってもらった。 

 私のホームステイ先は Dufferin という場所で、大きなショッピングモール Dufferin モ

ールから北にある所だった。トロントの西側で学校までは約 40分ほどだった。最初のホー

ムステイ先はペルーから来た家族だった。両親、高校生と社会人の娘、犬、猫の家庭だっ

た。私の部屋はその娘 2 人の間にある 2 階の部屋を用意してもらった。お父さんはとても

朗らかでいつでも優しくて、妹は明るくて、お姉ちゃんはたまにしか会わないけどとても

大人っぽくて、活発な赤ちゃん犬ナラは私に向かってとても吠えていて、おばあちゃん猫

のジャスミンはいつも甘えてきて・・・しかし、私はどうしてもお母さんと馬が合わなか

った。生活していて辛かったのは生活必需品を貸してくれなかったり、極端にシャワーの

時間を制限されたり、確かに本当の家族ではないから多少の差別や違い、それに文化の違

いがあるのは覚悟していたけれど、留学に来て間もないのも相まってとても辛かった。日

本の友達に相談して話を聞いてもらったりしていたけど、毎日家に帰るのがとても憂鬱だ

った。トロントに来て約 3週間が経った頃、ホームステイ会社と国際センターに相談して 1

か月単位でホームステイ先を変更出来ることを教えてもらい、現地のホームステイ会社の

カウンセラーさんに拙い英語で相談した。わざわざ学校まで来てくださって、新しいホー

ムステイ先を一緒に探してくれた。それで 9月の 20日から新しいホームステイ先へ引っ越

すことになった。 
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 新しいホームステイは Dufferinモールから南へ下ったところで、マンションの 5階だっ

た。引っ越しの日は日曜日だったため、一緒にトロントへ来た 1 つ下の歩美ちゃんに手伝

ってもらってバスで引っ越した。新しい家族はコロンビアから来た老夫婦で、とてもあた

たかく出迎えてくれた。コロンビアの慣習でハグとキスで私たちを迎えてくれて、家の説

明や周辺のことを教えてくれた。前の家で気になっていたことは早めに確認しておきたか

ったので、シャワーの時間や部屋の使い方などを確認した。わりとルーズで特に気にしな

くていいよと言ってくれたので、とても気楽だった。前回も今回もだけど、スペイン語圏

出身のため、どうしても英語にスペイン語訛りがあって聞き取りづらいことも多々あった。

特にお父さんの方は挨拶程度でしか英語が話せないため、まともに会話も出来なかった。

お母さんが出来たから良かったけれど、食事の時やその他の会話はやはりスペイン語なの

で家では英語よりスペイン語の方がはるかに聞く機会があった。娘夫婦や婚約者の息子が

来たときには、英語を話してくれて英語の勉強にもなったし、息子の婚約者はカナディア

ンだったため、家に来たときにはとてもお世話になった。帰国前日には空港までのタクシ

ーの手配で電話をかけてくれたり、帰国した今でもメッセージを送ってくれたり、私がカ

ナダで使っていた携帯の契約についての相談にも親身になってのってくれた。 

 学校が始まった 9 月、ドキドキしながら授業を受け、友達が出来るかなどとても不安だ

ったけれど、クラスのメンバー・先生にとても恵まれて楽しく過ごせた。レベルは低かっ

たけれど、授業以外にみんなで遊んだり、会話の練習をしたりととても充実した日々を過

ごすことが出来た。席が隣のエルサルバドル出身の男性はやはり英語がスペイン語訛りで、

よくわからなくて苦労した時もあった。あちらからすれば私の日本語訛りで下手くそな英

語を聞き取るのはとても苦労したと思う。クラスは 8 週間単位で変わるので、10 月の後半

でテストを受けて、またレベルアップしてクラス替えがあった。今度のクラスは 20人中 13

人が中国人で本当にびっくりした。クラス替えはランダムだから偶然だと思うけど、授業

中ちょっとしたことや休み時間にはひっきりなしに中国語が聞こえてきて、理解出来ない

から少し不快だったけど、慣れたら聞くのもなぜだか楽しくなったし、やはり中国人が多

いと必然的にどこかへ遊びに行く機会も多くて、授業後に一緒にカラオケやご飯、映画な

どに行った。留学に来る前には正直、中国に少し偏見があって、それは食の問題であった

り、キャラクターのパクリや pm2.5 やその他中国は行きたくないし、中国人に対してもあ

まり良い印象がなかった。しかし実際留学先で関わったり、トロントにある大きなチャイ

ナタウンに通ったりするうちに偏見がなくなったし、今までそのイメージを抱いていた自

分が恥ずかしくなった。実際一番仲良くなった子も中国人の子だし、クラスが変わってか

らも一緒になった子とは約 4 か月一緒だったため、その間いろんな所へ行ったし、たくさ

ん会話や連絡のやりとりもした。レベルが変わるときの教科書の相談やその他いろんなこ

とも助けてくれて本当に感謝している。彼は 2 つ下でまだ高校生の歳なのにしっかりして

いて自分が恥ずかしくなった。同じ時期にトロントへ来ているのに英語もしっかり話せる

し、私は今まで日本で何をしていたのだろうと思ったのと同時に、せっかく留学に来てい
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るのだから負けてられない、たくさんみんなと会話出来るように練習しようと奮起した。

その子とは今でもちょくちょく Facebookなどで連絡をとっている。 

トロントに来た頃は本当に英語が話せなかったけど、11 月中旬、トロントに来てから約

3か月が経ったころぐらいからやっと自分が伝えたいこと、話したいことが少しずつ話せる

ようになった気がする。  

 よく日本人は留学先で発言出来ない、物怖じすると聞いていたけれどそれは本当で実際

私もそうだったし、特に感じたことはクラスの中で発言が出来ないこと。クラスメイトは

文法が間違っていても意味が通じてなくてもそんなの気にせずに堂々と発言や質問をして

いた。どんな些細なことでも恥ずかしがらずに素直に発言する姿には感銘を受けた。 

 10 月下旬でクラス替えをした頃、ちょうどハロウィンシーズンだったり、学校以外の新

しい友達と知り合う機会が多くて、カナダに来て一番バタバタしていた。毎日のように学

校が終わってから友達とカフェへ行ったり、11 月の旅行の計画を立てたり、ハロウィンの

コスチューム探しに買い物へ行ったりしていた。ハロウィン付近では学校のボランティア

の「ゾンビウォーク」に参加して、一般のゾンビ参加者の誘導をしたり、ゲームブースを

担当した。英語がよく理解出来なくて苦労したこともあったけど、わからないときは表情

や笑顔で乗り切ることが出来た。他にもハロウィンナイトクラブやゾンビパーティーに参

加した。ハロウィン当日は雨だったため、外を歩くことがほとんどなかったけど、日本で

は体験できないとても貴重な体験が出来たと思う。 

 そして 11 月、12 月と月日が流れるのは本当にあっという間だった。カナダに来て、10

月下旬のハロウィンあたりからいろいろとバタバタして結局帰国までそれは続いた。せっ

かくのホームステイなのに家族とも十分に接することが出来なかったようにも思ったので、

それはとても後悔している。しかし、ホストファミリーも仕事や孫のお世話、息子の結婚

式の準備などで夜通し起きていて忙しそうだったため、お互い様かなとも思った。 

 12 月に入って学校も終わりかけの頃からクラスメイトや先生に寄せ書きをしてもらった。

みんな快く書いてくれてとても嬉しかったし、どれもあたたかいメッセージばかりでもっ

とトロントにいたいし、ここで英語を勉強したいと強く思った。帰国前日にはホストマザ

ーのマリア、ファザーのフォーリオ、ブリトニーなど家族からもメッセージをもらい、マ

リアからはグロスのつめあわせのプレゼントをもらった。私からは箸・折り紙・おもちゃ

消しゴム・カイロ・和柄ポーチなどをプレゼントしたらとても喜んでくれた。当日は朝が

早かったけど、2人ともハグして見送ってくれた。とても寂しかったけど、良いホームステ

イ先に恵まれたなぁと思い、改めて自分の出会いに感謝している。 

 トロントで過ごした約４か月間は長いようでとても短かった。留学は貴重な経験で、そ

の期間はあっという間なのでその時間を有効に使って、自分を成長させることがとても大

事だと思った。 
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 ※私はこの留学中 2か月間ぐらいカナダの携帯を契約していた。カナダでメジャーな fido

という携帯会社のを契約して、問題なく使っていた。しかし、帰国するにあたり解約した

いと申し出たところ「解約は店頭では出来ない。必ず電話で」と言われ、慣れない英語で

一生懸命電話してなんとか解約した。しかし帰国してから何回か invoice（未払い）メール

が届き、とても不安になった。確かに解約はできていたので、確認のためここからカナダ

へ時差 14時間を考えてロングディスタンスコールをかけて、解約されているのを確認して

やっと安心した。後から聞いた話が fidoは大手だけど評判が悪いということ、解約のとき

の手続きが面倒だということを聞いたので、これからカナダへ留学する予定の方に fidoは

おすすめしない。※（勝手な見解ですいません） 

 

☆カナダのポスト（クリスマス ver）☆ 

 

☆ナイアガラの滝☆ 

 

 



58 
 

☆イートンセンターの indigo（本屋）☆ 

 

 

 

☆Jolio（ホストファザー）の誕生日会☆ 
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 ☆港の流氷☆ 
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中期留学報告書 

～行動することで何かが変わる～ 

 

ジョージブラウン大学 17F0027 大嶽 歩美 

 

私は 2 年生の 8 月から中期交換留学生としてカナダ、トロントのジョージブラウンに留

学していました。留学までの経緯とトロントでの日々を振り返っていきたいと思います。 

1年前の私は自分の人生に面白味を感じられず、ただ単調に過ぎていくだけの日々を送っ

ていました。周りの友達は部活にサークル、熱中するものがあり、そんな友達がキラキラ

して見えてただただ羨ましかったです。このまま私はつまらない毎日を過ごし大人になっ

ていくのかと思ったらとても怖く思えました。そんな自分に嫌気がさした時、留学という

ワードが頭に浮かびました。挑戦してみたい、やるしかないと思いました。自分の英語力

のことよりも、留学することで何かが変わるという期待のほうが大きかったです。しかし、

当時の自分の英語力に自信はこれっぽっちもありませんでした。それでも留学前の私は、

留学に対する恐怖心はなく、19 年間実家で暮らしてきた私でしたが家を離れることにも日

本を離れることにも後ろ髪を引かれる思いはありませんでした。そして、なぜだか英語も

なんとかなる、やっていけるだろうと思っていました。これが、良いのか悪いのか私のな

んとかなる精神です。ホームシックもなるはずがないと思っていたのですが、カナダに着

いて最初の 1 週間は見事にホームシックになり、1 日 1 日がこれでもかという程長く感じ、

孤独感・心細さで涙が出るときもありました。そんな私を救ってくれたのがホストファミ

リーでした。 

私はこの中期の留学でかけがえのない思い出や宝物ができましたが、その 1 番はホスト

ファミリーです。不安と緊張の中、ステイ先に着いてパパとママがお出迎えしてくれた時

のあの優しい笑顔は今でも鮮明に覚えています。フィリピン人のパパとママ、そして 7 歳

の娘がいました。日本からやってきた私を、家族の一員として扱ってくれたことは本当に

本当に嬉しかったです。ここにくる前は赤の他人だった私を優しく受け入れてくれ、この

家で過ごす毎日が居心地のいいもので、自分の帰る家になった時、この環境を作ってくれ

たホストファミリーに感謝の気持ちで一杯になりました。勉強面でも生活面でもサポート

してくれました。干渉されすぎず、放っておきすぎることのない、丁度良い距離感で接し

てくれました。また、週に一度は外食に連れて行ってくれたり、アウトレットに行ったり、

夏には BBQ、リンゴ狩りやクリスマスパーティーなど、本当にたくさんの思い出を一緒に作

ってくれました。この家族がいなかったら、私の留学は成功していなかったといっても過

言でないくらい、恵まれた環境でホームステイができました。 
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次にジョージブラウンについてですが、この学校に行けて良かったと思います。ネイティ

ブのカナディアンと一緒にレギュラーの授業を受けることはなかったのですが、世界各国

から英語を学びにくるたくさんの人と一緒に授業を受けました。それはトロントが国際色

豊かで、人種のモザイクと呼ばれる程だからだと思います。トロントで仕事をしながらジ

ョージブラウンに通う人も少なくはありませんでした。実際に私のクラスの半数以上は年

上で、結婚をして子供をもつ人もいました。中国や韓国をはじめ、珍しい国ではコンゴや

ウルグアイ、バングラディッシュなどの人たちをクラスメイトに持ち、日本にいた頃には

想像していなかったくらい多くの人たちと友達になったことは、私の人生において貴重な

経験です。学校は 13 時と比較的早く終わるのですが、授業後はワークショップに行ったり、

学校主催のイベントに参加したり、仲良くなった友達と出かけたりしました。ワークショ

ップとは毎日の授業とは別に行われる自由参加の授業で、英語力を伸ばすためにライティ

ング、グラマー、スピーキングなどの練習をします。レベル別に分かれて行われるので、

自分のレベルにあった授業をしてくれ、テスト前にはテスト対策もしてくれます。また、

毎日出る宿題のほかに珍しいなと思ったのが、ネット上での宿題があったことです。これ

はレベルによって違ってくるのですが、私のレベルではネット上での宿題がほぼ毎日 
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ありました。ジョージブラウンのサイトに自分専用のページが設けられるので、そこで

リスニングや単語の暗記、ある記事を読み自分の意見を投稿するなどの宿題です。この取

り組みももちろん成績に反映されるので、決して手は抜けません。なので私は家に帰って

毎日必ずパソコンと向き合っていました。この宿題は授業と関連のあるものでしたので、

自然と予習・復習ができて、とても助かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次にトロントでの生活についてです。ジョージブラウンはトロントのダウンタウンに位置

するので、近くには有名なマーケットや大きなショッピングモールがあります。地下鉄や

ストリートカーと呼ばれる路面電車に乗ればどこにでも行けるので毎日が楽しかったです。

トロントにはコリアンタウン、チャイナタウン、リトルイタリーなど様々な国の食などが

地域ごとにまとまっていたので、全くといっていいほど飽きることはありませんでした。

向こうで私は電話が使えるようにプリペイド携帯を契約しようかと迷っていたのですが、

特に事件・事故もなかったので大丈夫でした。学校はもちろん、トロントには無料で wi-fi

が使える場所が至る所にあるので、日本から持って行ったスマホで十分でした。私のホー

ムステイ先では夜ご飯の時間が決まっていたので、家に帰るのが遅くなる時は前もって言

っておくか、wi-fi のある場所から facebook のメッセージを使い連絡していました。私は

家から学校まで約 1 時間、バス、地下鉄、ストリートカーを使って通学していました。ト

ロントに来た当初は時刻表がないことがとても嫌でした。最初の 1 ヶ月は遅刻するのが嫌

で授業の始まる 2 時間前には家を出ていたくらいです。しかし、最寄りのバス停にバスが

何分後に来るかはネットで確認できたので、家を出る前によく確認していました。それで

も一度にバスが 3台来ることもあり、それを逃すと次のバスが来るまで 20分くらい待たな

ければいけない時もありました。時刻表はあってもないようなものなので、基本的に全て、

来たら乗る！というシステムです。バス、地下鉄、ストリートカーと全てがタイミングよ

く乗れた日はとても気分が上がったのを思い出しました。また日曜日は地下鉄が 9 時から

しか動かないこともびっくりしました。私たちは帰国日が日曜日で、空港まで行く地下鉄

が 9 時からしか動かないと思い出したときは焦りました。私はありがたいことに、ホスト

ファミリーに車で送ってもらえたのですが、飛行機の便が早かったりするとタクシー 
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を呼んだり、前泊をしないといけないので注意が必要です。 

最初は 1人で地下鉄に乗るのも怖くて、どこへ行くにも地図を握りしめていた私ですが、

そんな生活が刺激的で、新鮮で、日本にいては感じることのない日々でした。留学を通し

て日本にいる家族や友達のありがたみ、ホストファミリーのありがたみを改めて感じるこ

とができました。なにより日本に帰ってきた今、留学を終えた達成感と自信があり、1年前

の私とは違います。新しいことに挑戦することも楽しめるようになりました。留学という

貴重な経験を次の何かに繋げてこそ、留学した意味があるのだと思います。私にとってそ

の 1歩は RA(レジデントアシスタント)です。これから RAとして新たな経験を積んで、いつ

かその経験も次の何かに繋げていきたいです。この留学を通し、すべては行動することか

ら始まるのだと、身をもって思いました。 
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中期留学報告書   

〜2度目のカナダでわかったこと〜  

  

センテニアル大学 17F2040 土井 優太 

  

     今回、私はカナダのオンタリオ州、トロントの郊外にあるセンテニアルカレッジに派

遣されました。ここは、オンタリオ州にできた初めての州立カレッジです。ここには、様々

な専門知識を学ぶことができます。例えば、自動車などの技術系や、調理師免許を取得す

る為のコース、さらに、ホスピタリティーや観光業なども学ぶことができます。いわゆる

総合専門学校と言うような感じになっています。  

     さて、今回の留学はカナダにいく前から、様々なトラブルがありました。というのも、

カナダに行く際、成田からシカゴまで行く飛行機が成田空港を離陸してから 1時間ほど経

った頃に、エンジントラブルが発生して、成田空港に引き返してしまったのです。それに

よって、その日は成田空港を出発することができず、近くのホテルで宿泊することになっ

てしまいました。そして、次の日にまた飛行機に乗って、サンフランシスコ、シカゴと経

由し、深夜の 1時半に予定より 1日半遅れてトロントに到着しました。さらに、空港のピ

ックアップの方がなかなか見つからず、また 30分ほど空港内を途方に暮れていたところ、

近くに他の方のピックアップを待っている人がいて、その方が私の担当の方に連絡してく

ださいました。そして、なんとか寮の方に到着しました。このように、カナダに到着する

前からハプニングだらけでした。さらに、寮でもハプニングだらけでした。まず寮に着い

てベッドを見ると、布団がありません。もちろん枕もありません。どうやって寝るのだろ

うと思わず心の中で突っ込んでしまいました。そして、次の日にシャワーを浴びようとし

たら、シャワーカーテンがありません。しかし、フロントで借りることができました。寮

で生活するのに必要なものは、バスで 10分ほどのところに、ウォルマートなどがある大き

なショッピングモールがあるので、そこで購入することができます。  

    9月に入り、学校生活が始まりました。そこで驚いたことがたくさんありました。まず、

学校の敷地内に入って驚いたことが、いろいろな国の言葉があちこちで飛び交っているこ

とです。英語はもちろんですが、英語の他にも様々な言葉を聞くことができました。次に、

カレッジの国際センターの担当者とご挨拶を開いた際に、私が日本人としての交換留学生

第 1号だったということです。名古屋学院大学から派遣される第 1号というのは話に聞い

ていたのですが、まさか日本人として派遣される第 1号だとは思ってもいませんでした。3

つ目に、初めてESLのクラスに入った際、きっと国際色豊かなのだろうと思って入ってみた

ら、クラスの 9割がアジア人だったということです。そして、その全員が中国人だったと

いうことです。差別的な意味合いは一切ないのですが、もっと色いろいろな国から来てい

ると思っていたのでただ単に驚きました。他の普通の学部は色々な方がいました。そして、

後々聞いてみると、このカレッジがあるスカーバローという地域には様々な中華料理屋や、
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中国向けスーパーマーケットなど、ちょっとした中国の街みたいな感じになっており、留

学生でも、困ることはほぼないので、住みやすいということを聞きました。中国人が多い

わけがわかり、納得しました。  

    授業では、担当のアンワー先生とキャレン先生の指導の元、英語の応用的なことを中

心に学びました。私は、ESLのクラスに入ったのですが、その中でもレベルがあり、5つの

レベルがあり、そのレベルの中から、さらに 5つに枝分かれします。私は、その中でレベ

ル 4-3というかなりレベルの高いクラスになり、最初はついていけるか大変不安でした。

しかし、周りのクラスメイトや先生が懇切丁寧に説明してくださったおかげで、ついてい

くことができました。  

    私生活の面では、学校が終わり、宿題が終わった後は何もやることがありません。な

ので、ルームメイトがアニメが大好きだったので、一緒にアニメを見たり、ルームメイト

がいないときは、YouTubeで吉本新喜劇を見たりして過ごしました。そして、土日はトロン

トの中心部に行き、色々なところを散策しました。私は、ダンダススクエアという広場が

お気に入りでした。そこでは、様々なイベントが行われており、とても楽しいところでし

た。また、路上ライブなどを行っているかたもたくさんいました。トロントの街中で気付

いたことがありました。それは、人々が優しいところです。ドアを開けた時も、ほぼ必ず

次の人のためにドアを開けておいてくれます。そして、開けてくれた人にきちんとThank you

と言います。これにはとても感心した事を覚えています。また、様々な日本食レストラン

がありました。中でも、日本人が経営しているラーメン屋さんがあり、人気なのかいつも

店外まで列ができていました。そこで食べたラーメンはまさに日本の味で、涙が出そうな

ほど美味しかった覚えがあります。サンクスギビングデーの連休の時には、他のカレッジ

の方とモントリオールとケベックシティーに旅行に行きました。モントリオール、ケベッ

クシティと共にとても景色が美しく、建物もとても洒落ていて、とても綺麗でした。まる

で本当にフランスにいるようでした。フランスに行ったことないですけどね。また、学校

終わりに何を思いついたのか、1人で片道 3時間かけてナイアガラの滝に行ってきたりなど

もしました。ルームメイトには笑われましたが、私生活はとても充実していました。  

    クラスの中間になり、クラスメイト全員とも仲良くなる事ができました。中でも、1人

パナマ人の方がいて、よく話が合い、意気投合しました。その方とはよく学外でも遊びに

行くようになりました。そんな中、悲劇が起きました。ノートパソコンが壊れました。日

本語バージョンのパソコンが売っているわけもなく、しばらく学校のパソコンを使いまし

た。その後、iPadを購入し、その場しのぎにはなりましたが、予想外の出費に落ち込みま

した。11月に入り、トロントにも初雪が降りました。周りのみんなはテンションが下がっ

ている中、私一人だけテンションが上がってて、幼いと思われていたと思います。はっき

り言います。カナダの冬は寒いです。本当に。軽い気持ちで外に出ると痛い目に遭います。

外に 10分ほど出ただけなのに、鼻水が凍りました。そのくらい寒いです。気温自体は-6℃

だとしても、体感温度は-18℃って日もザラにあります。 
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クラスも終わりに近づき、クラスメイトとお別れとなると、やはり寂しい気持ちになり

ました。最終のテストが終わる前日にみんなでパーティーを行いました。またいつかカナ

ダに遊びに行くねと約束しました。  

  そして、最終テストが終わり、学校が終わったあと、まだ帰国まで 2週間ほどあったの

で、私は 1度は行って見たいと思っていたニューヨークへ一人旅に行きました。そこはも

う映画の世界。生で見たタイムズスクエアを生で見て、「これがタイムズスクエアか。映

画の世界だ。」と 1人で感心していました。また、自由の女神も見ることができました。 

夕食には人生初の牛角を食べました。初牛角がニューヨークとは変な感じです。チップ

を多くもらうためか、従業員が 5分に 1回ぐらいのありえないような頻度で網を交換して

くれた覚えがあります。次の日は 1日のんびりしようと思って、地下鉄に乗っていたら、

どこにいるかわからなくなり、とりあえず降りたら、そこが素晴らしい絶景ポイントでし

た。そんな感じですごく充実したニューヨーク観光を終えることができました。  

  寮に着いた次の日に、カナダの第 2の故郷、キングストンに行きました。私は以前カナ

ダに住んでいたことがあり、このキングストンというところに 4年弱過ごしていました。

そこにも家族がいます。今回、カナダに行くのは実に 8年ぶりだったので、街並みも変わ

っているかと思っていたのですが、全然変わっていなかったです。そして、向こうの義理

の父親や家族、友達に会えて、とても嬉しかったです。初めてとっても可愛い姪っ子に会

った時、iPadを貸したら 1000枚以上も自撮り写真を撮ったのもいい思い出です。最後に家

族の皆とクリスマスを祝いました。相変わらず向こうのクリスマスは盛大に祝っていまし

た。最後のキングストンで過ごした 1週間は最高に楽しくて、とても嬉しかったです。  

  今回の留学で学んだ事は、勉強はもちろんなのですが、文化や人の温かさについて学び

ました。トロントは移民の街と言われるほど色々な文化が交わる街です。そこで色々な文

化を学ぶことができました。そして、文化などは関係なく、人間というのはとても優しい

ということがよくわかりました。例えば、中国人は優しくないだなどと一部の人の中では

騒がれていますが、すべての人がそうとは限りません。私の周りの中国人の方々は全員い

い人たちでした。みんな優しく、助け合っていました。ただの偏見で物事を判断しないよ

うにするということも学びました。勉強だけでなく、人としてどうあるべきかという事を

学ぶことができ、今回の留学は大成功でした。 
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中期留学報告書 

～今の私～ 

 

グラント・マキ―ワン大学 16F0119 堤 萌香 

 

「また１つ夢が叶う」と、留学が決まったときは本当に嬉しく、行くまでは毎日毎日頭

の中で楽しいことばかり思い浮かべ、まるで旅行に行くような気分でした。この留学は私

にとって人生初海外だったので、私はまだ自分の英語力や知識の低さを知りませんでした。 

寮には８月１８日から入ることができたのでその日に到着できるよう、飛行機を取りま

した。寮はとても広く綺麗で、中にはルームメイトとの共同キッチンとバスルームがあり、

その奥に１人１部屋の個室があるのできちんと自分の時間とスペースが確保でき、とても

よかったです。私のルームメイトの到着日は遅く、約２週間は部屋に帰ると１人。初海外

ということもあり、辛いホームシックを経験しました。部屋に籠ることだけは避けたかっ

たのでなるべく寮や地域のイベント、また、自炊だったのでスーパーなどに行くようにし

たのですが、来て早々心が折れそうになっている自分がいました。マキ―ワン大学では今

年からバディプログラムというものが始まり、週末で予定が合えば、交換留学生やバディ

と一緒に出かけることもありました。現地の学生やインターナショナルセンターのサポー

トもしっかりしており、わからないことも細かく丁寧に教えてもらえたので安心しました。 

  

Roommate : Sam      My bed room 

ESL の授業が行われている校舎は寮から徒歩３０分ほどのところにあり歩くことは可能

ですがエドモントンの冬は非常に寒く、私はバスで通っていました。私は８月中も長袖を

着用しており、１１月の１番寒い日の気温は―３０度で、体感温度―４０度を経験しまし

た。エドモントンに住む日本人は非常に少なく、私を除く名古屋学院大学生３人以外の日

本人に学校内で会うことはありませんでした。テストの結果でクラス分けされ、１クラス

は約１５人です。授業は Reading&Writing、Listening&Speaking とオプションクラスの３

つで毎日同じ授業を同じ時間に受けます。担当教師ごとで異なると思いますが、私は主に

クラスで指定された教科書と英英の紙辞書を使用していました。宿題は多くありませんが、

毎週最低１度はテストがありました。カナダは移民が多く特に中国人の生徒が多かった印
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象ですが、基本的に国籍は様々です。授業開始当初、私のスピーキング能力はクラスでも

特に低く、簡単な自己紹介ですら出来ず、クラスメイトとコミュニケーションを取るのに

とても苦戦しました。また、クラスメイトは常に自分の意見をしっかり持っており、英文

が間違っていたとしても、はきはき発言するのですが、私は自分の意見を発表しなくては

いけない場面であるにもかかわらず黙り込んでしまうということがありました。結果、仲

の良い友達が出来るまでに１か月ほどかかってしまいました。なかなか思い通りにいかな

かったので、その期間はとても悩みました。しかし、だんだん授業やクラスの雰囲気に慣

れ、仲の良い友達が出来てからは、毎日ランチ後に一緒に勉強し自分の国のことを話した

り、週末の予定を立てたりと英語を使用する機会が一気に増え、人と英語で会話すること

に抵抗がなくなり自分から進んで話せるようになりました。週末はなるべく外出し英語に

触れるようにし、友達に会えない日でも毎日メールをしていました。日本人の前でも英語

を使用するようにし、この留学で１番、スピーキング能力が上がったのではないかと思っ

ています。 

  

University Friends   Classmates 

留学期間中は旅行も沢山しました。９月には大学のロードトリップというプログラムで

バンフに行き、学期終了後は留学中１番仲良くなった韓国人の友達 Haileyと２人でカルガ

リーまで旅行しました。私と彼女の年齢は少し離れているのですが、カナダでは年齢を気

にせずにみんな平等で同じように仲良くします。また、１つの話題でも年齢や国が違うと

考え方がそれぞれ違い、人の話を聞くのがとても楽しかったです。私にはそれがとても魅

力的でした。その後はバンクーバーで２週間ホームステイをしました。ホームステイ先は

ホストマザー独りの家庭だったので話す機会が多く、とても勉強になりました。自分の家

のようにリラックスしていいと言われたのですが、私はなかなかそれが出来ず少し悩みま

したが、寮とホームステイ両方経験し、それぞれの良さを発見できいい経験でした。バン

クーバーは想像以上に日本人が多く、日本人の少ないエドモントンで留学することができ

本当によかったと思いました。またそのホームステイ期間中に１泊２日でビクトリアへ行

ったのですが、旅の詳細まですべて１人で調べ、予約し、それを実行したのはこの旅行が

人生初めてで新鮮でした。ビクトリアの宿泊先で友達が出来、次の日は一緒に観光しまし

た。１日しか一緒に過ごしてないのですが今も連絡を取り合っています。 
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Fall Road Trip : Banff   Victoria : with Jinny 

この留学期間、私は本当に沢山の人に出会いました。毎朝バスを待っている時に日本好

きの人と話したり、図書館で向かいの席に座った人と４時間話したり、スーパーの店員さ

んと話したり、道を歩いていたら時間を聞かれたり。一瞬の出会いもあれば、一生の出会

いもありました。国や言語の壁を越え、私の考えを包み隠さず素直に打ち明けることがで

きる友達にカナダで出会えるとは思っていなかったので、本当に留学に行くことができて

感謝しています。行く前に私をサポートしてくださった日本の先生、先輩、友達、行った

先で私を支えてくれた先生、バディ、友達。そして何より、ずっと私を応援してくれた家

族には、言葉にできないほど心から感謝しています。 

この留学期間中毎日欠かさず日記をつけていたのですが、読み返すと私の気持ちの変化

が本当にはっきり分かり自分でも驚きました。行く前、あれほど楽しみにしていたにもか

かわらずホールシックで気分はどん底になったのですが、その後友達が出来、思い出がた

くさん増え、後半の私はとても生き生きしていました。帰国が近づくにつれエドモントン

や友達と離れるのがとても辛く、去る時は号泣してしまうほどでした。約５か月、辛かっ

た期間を乗り越え学んだことがたくさんあります。「今の私」は「留学前の私」にどのよう

に映っているだろうか。生き生きとしたたくましい私でありたい。 

  

With my best friends : Natalie and Hailey 
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中期留学報告書 

～留学で学んだこと～ 

 

グラント・マキーワン大学 16F0171 南 春香 

 

私は、留学をすることが小さいころからの夢でした。出発当日、私はまだ、自分の夢が

一つ叶ったことを実感していませんでした。エドモントン空港に着き、ホストファミリー

と、初めて会い、一週間経ち、やっと実感することができました。英語のみの会話、食生

活、生活リズム。当たり前なことですが、日本とは正反対な生活を過ごし、自分が異国に

いるのだと、実感しました。 

 大学の授業が始まるまでは、ホストマザーが、日本食が恋しいだろうと、日本食のレス

トランへ連れて行ってくれたり、ウェストエドモントンモールというとても大きなショッ

ピングモールへ行ったり、散歩しながらカナダについて教えてくれたりと、とても貴重な

時間を過ごしました。また、ホストファミリーの孫が遊びに来て、ゲームが好きな８才の

男の子、正反対に外で遊ぶのが大好きな６歳の女の子に、折り紙での鶴の折り方、紙飛行

機の折り方を、教えてあげたら、とてもうれしそうにお母さんに見せ、私に向け、とても

うれしそうな顔をしていました。そこに言葉は必要なく、会話がなくとも感情が通じ合っ

ていることに、とても感動を抱きました。 

 大学がスタートし、毎日ドキドキする日々を過ごしていました。私の英語は本当に通じ

るのだろうか、友達はできるのだろうか、授業はしっかりついていけるのか、など不安を

たくさん抱きながら登校していました。私は人見知りな性格なので、授業で話してはいて

も、授業が終わると、一人になってしまうことがよくありました。ですがあるとき、ある

女の子が話しかけてくれ、そこから一気に仲良くなり、放課後にアイスクリームを食べに

行ったり、買い物をしたりと、その子を機に、色んな子と仲良くなることができました。

私が一番友達と距離が縮まったと感じたイベントがあります。それは、Thanks givinng day

を祝うイベントで、大学で開催されました。このイベントは、ビンゴゲーム、仮装、おい

しい食事を楽しめ、大きなフロワーで開催されるので、多くの人とコミュニケーションが

とれ、とても有意義な時間を過ごしました。 

 

 大学の授業は、先生方がみなさんいい方ばかりで、わからなければ、わかるまで熱心に

教えてくれ、授業の内容もとても楽しいものばかりで、眠たくなる授業は一つもありませ

んでした。とくに、リーディング・ライティングのクラスの先生は、毎回楽しい授業で、

新しく習った単語を使い、毎回違うテーマに沿って、グループで文章を作ることをし、と

ても楽しく、そして単語もしっかりと学べました。例えば、ハロウィンが近い日には、ハ

ロウィンに沿った話を作ったり、自分の国とほかの国の習慣や、祝い事などを使い、文章

を作ったりするなど、自分たちが興味、または関心を抱くテーマなので、面白く、簡単に

ボキャブラリーを増やせました。また、グループワークなので、クラスメイトとの距離も
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縮まり、クラスのみんなと仲良くなるきっかけともなりました。 

 休日は友人たちと買い物をしたり、エドモントンのイベントに積極的に参加したりして

いました。中でも一番印象に残っているのは、クリスマスツリーの点灯式です。このイベ

ントは大学のすぐ近くで行われ、屋外のイベントで、マイナスを超える寒さでしたが、多

くの人でにぎわっていました。周りには、移動販売車や、たき火があり、近くの図書館で

は、マーケットが開かれていました。午後４時ぐらいからスタートし、歌手の方がギター

のみでクリスマスソングを歌い、大学のコーラス部が歌い、和太鼓の演奏もありました。

日が暮れ、子供連れが集まり始め、点灯はまだかまだかと待ち望んでいたら、サンタが現

れ、さらに興奮が高まり、周りはお祭り騒ぎでした。サンタが合図をしたとともに、花火

が打ちあがり、クリスマスツリーが点灯されました。その高さは、１０メートル以上あり、

寒さでより一層電球が輝いて見え、圧巻するほどのきれいさで、とても感動しました。子

供たちは大喜びで、はしゃいでおり、私も子供のころに戻ったかのように、友達とはしゃ

いでいました。 

 

「点灯式の様子」 

 今回行かせてもらった留学で、とても記憶に残る思い出がたくさんできたことに、感謝

します。自分が話したいことが伝わらないもどかしさ、相手の話が理解できなかったこと、

それをばねに英語をもっと勉強しよう、知らない単語があったとしても、諦めず、遠まわ

しでも理解してもらえるまで、英語やボディーランゲージを使って相手に伝えることの大

切さを身を以って実感でき、成長できたことを、これからの生活に役立てていきたいと思

います。４か月という、人生に置き換えると、ほんのわずかな時間ですが、私にとって、

とても重要で、一生忘れない思い出となりました。 
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「Thanks giving day の大学でのイベント」 

 

 

       「ホストファミリー」 
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中期留学報告書 

～再びカナダへ～ 

 

グラント・マキーワン大学 16F2028 佐藤 正幸 

 

 大学に入ったら、絶対に留学したい！それが私の切なる願いでした。高校の時に短期留

学でしたが、カナダの Vancouver で初めてホームステイを経験し、不安からのスタートも

日本へ帰る時には、「再びカナダにくる！」と自分自身に誓って帰ってきました。そんな思

いを持ち続けて３年が経ち、大学生時代に本当に留学を経験することが、できるのだろう

かと、不安に思っていた時に公費留学のチャンスを与えて頂き、今回念願であったカナダ

へ留学することができました。留学実現に至るまでには、多くの方々に力になって頂き、

本当に感謝しています。ありがとうございました。 

 

8 月 17 日セントレアを出発し、名古屋→仁川→Vancouver →Edmonton 経由で Edmonton 

International Airportに着き、MacEwan Universityの送迎タクシーに乗り、無事 MacEwan 

Residenceに 18 日に着きました。ルームメイトはまだきていませんでしたが、部屋は 10階

で窓からの景色も良く、Residenceの中でも一番広い 2人部屋でした。オリエンテーション

の日まで 1 週間程あったのでカナダの生活に慣れるために、食料品や日用品の買出し、バ

スや電車などの交通機関も利用してみました。IKEA に行って布団などの生活用品も買いま

した。私の場合は、以前日本に観光に来ていた Edmonton在住のカナダ人と日本で友達とな

り、Edmontonに到着して直ぐその友人と再会することができたので、その友人に Edmonton

の街を案内してもらい、とても助かりました。 

 

 カナダの夏は、日本よりも気温が低いので来た時は肌寒く感じました。気温の変化が大

きく、昼は半袖でも大丈夫でしたが、朝と夜など出かける時は長袖が必要でした。夏は、

夜 8時や 9時になっても明るいので、とても１日が長く感じました。 

9 月に入りカナダ人のルームメイトも来ました。9 月 8 日に MacEwan University の授業

が始まりました。学校生活が始まる初日に日本では考えられませんが、雪が降りました。 

 私の授業のスケジュールは、月曜日から金曜日まで毎日ありました。1日 3限受講してい

たので、朝 8：00～9：20、11；00～12：20、2：00～3：20という時間割でした。授業の内

容は Writing と Reading や本を読んで Book Report を書いたり、Vocabulary と Grammar を

中心に学習する授業やプレゼンテーションを中心に行う授業があり、週に 2 回ほどテスト

がありました。私は、人前で話すことが大の苦手なのでプレゼンテーションの授業は、と
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ても苦痛で、本音を言うとやりたくはありませんでしたが、英語上達の為だからと自分自

身に言い聞かせて頑張りました。私のクラスでは日本人は私一人で、日本語を使う機会は

全くと言ってよい程ありませんでした。クラスメイトは中国人、韓国人、ベトナム人もい

ましたが、日本でスペイン語を少し習っていたので、スペイン語を話せるコロンビア人や

メキシコ人の友達と仲良くなりました。たまに日本語が懐かしくなり、日本語を話したく

なる時もありましたが、話す相手もなく、だからといって日本の家族に電話すれば日本語

は話せますが極力電話はしないようにしていました。 

 色々な国の人の中で生活するのも慣れたころ、他の国の人の話す英語の発音が気になる

ようになりました。日本人で例えると、ＲとＬの発音が同じになったりすることです。韓

国の人はＦの発音がＰに聞こえます。ベトナム人の英語は、語尾を発音しないので、語尾

をはっきり発音する日本人には理解するのがとても難しく、聞きとるのに苦労しました。

中国の英語は Chinglish といって、すごく癖のある英語だと思いました。中国人のほとん

どが、基本的に語尾をアーなどで発音するのには驚きました。例えば wait はウェイター、

likeはライカー、whatはワッターなどと発音します。色々な国籍を持つ人達が話す英語を

聞き分けることは大変でしたが、色々な国の文化を勉強したいと思っていた私にとっては、

とても面白い発見でした。この事は、留学したからこそ学べたことだと思いました。 

 留学当初は、嫌だったプレゼンテーションも４ヶ月目に入った頃には、人前で話すこと

も少しずつ慣れ、“代替エネルギーの原子力発電について”というテーマのプレゼンテーシ

ョンを発表する機会がありました。原子力発電に関して世界と日本を比べ、さらに日本の

東日本大震災で問題の起きた福島県の原子力発電所について説明しました。どの国の人も

震災のことは知っていて、とても興味深く聞いてくれました。“United Nations (国際連合) 

UNESCO について”プレゼンテーションした時は国連の人達がちょうど大学にお見えになっ

ている時で、UNESCO とは何か？何をしている組織なのか？など調べ、パワーポイントを使

って英語でプレゼンテーションをしました。とても難しいプレゼンテーションでしたが、

私の行なった UNESCOのプレゼンテーションがベストプレゼンテーションに選ばれたときは、

本当に嬉しかったです。 

 学習面の事ばかり報告すると、勉強ばかりやっていたのかと誤解する人もいるかもしれ

ません。それはないです。学校の授業が終わると毎日のようにビリヤードをしていました。

ハロウィーンの日には、ナイトクラブやバーに足を運んで弾けたり、寮では節約して自炊

するようにしていたので、毎日友人と料理を作ったりして、色々な国の料理を食べること

ができました。 

 留学中恵まれていたのは、大学から頂いた U-passを使うとバスや電車が無料で乗ること

ができる事でした。学生 IDカードを提示すればトレーニングジムやプールなども無料だっ

たので、よく利用させて頂きました。行動範囲が広くなると友達も増え、他の大学に通う

友達もでき、色々な所に遊びに行き充実した留学生活を送ることができたと思っていまい

す。自分１人で行動することにも挑戦しました。懐かしい Vancouverや、行きたかった New 
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York へも一人旅することができました。勿論、自分で飛行機のチケットを予約しゲストハ

ウスも予約しました。New York へは Toronto で乗り継ぎをして行きました。今回の留学で

は、後で後悔しないように行ってみたい所、やってみたい事に挑戦できたと思っています。

日本語を話す機会のない環境で、今自分の話せる英語力で、友人と話をし、相談し一生懸

命伝えて、多くの友人と通じ合えることができました。3年前の留学の時から比べてみると、

今はスマートフォンの普及もあり Wi-Fi も繋がる範囲も広がり、携帯電話さえ持っていれ

ば、Wi-Fiが繋がらない場所でも GPS機能があるので、迷子になる事はないと思います。言

葉や単語が解らなければ携帯電話の辞書機能を使えば、直ぐに調べることができます。電

子辞書は一回も使うことはありませんでした。現金も余り持ち歩かず、Debitで支払いしま

した。3年経っただけですが、着実に進歩しています。世界がとても近くなったような気が

します。 

 今回の留学は、色々な意味でいい経験でした。自分にとっては嫌な思いをした事も多か

った様な気もしますが、それも経験であり、いい思い出です。人として少し成長できたか

なと思います。5ヶ月は短いなと思いました。カナダに到着した時は、夏でしたが、カナダ

を出発する時は、気温-30℃を記録する冬になっていました。そんな凍てつく日でしたが、

カナダへの思いは熱く、カナダを飛び立つ時「また再びカナダへ戻ってくる」と誓って帰

ってきました。必ずまた行きます。次に行く時までには、もっと人間として成長していた

いと思います。留学できて本当に良かったです。 

 

△MacEwan University - City Centre Campus△ 
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クラスの集合写真 
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▽MacEwan University - City Centre Campus▽ 
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▽MacEwan Residence▽ 
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Edmonton City Hall 

 
 

New York 
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長期留学報告書 

～酸いも甘いも経験した８か月間～ 

 

アラスカ大学フェアバンクス校 16F0018 石川 美華 

 

私はまず、１セメスターのプログラムで留学することになっていました。留学に行くま

でになんとか英語の力を上げようと、英会話に通ったり、英語スピーチに参加したり、自

分なりに試行錯誤をしていました。しかし、結局自分の英語力に不安を持ったまま出発の

日がやってきました。アラスカに着いた日はまだ寮が開いていなかったので、ジェナとい

う、アラスカから日本に交換留学生として来ていて、日本で英語を教えてくれた方の家に

泊めてもらう事が出来ました。フェアバンクの空港まで迎えに来てくれて、温かいご飯ま

で用意してくれていました。不安でいっぱいだった気持ちが一気にスーッと消えていった

思い出があります。ジェナの家に一泊させてもらい、さっそく次の日からウィカシャンと

いうところでの、人生初の寮生活が始まりました。 

 

私はルームメイトと顔を合わす前に、Wilderness Welcome というアラスカ大学からのプ

ログラムに参加しました。私はラフティングに参加をしました。私を含め、日本人は二人

で、他にはドイツの方や、アラスカの方、様々な国の方たちが合わせて８名ぐらいでラフ

ティングをしました。私はラフティングは未経験ですが、体力には自信があったので、体

力の面では何も心配していませんでした。しかし、初日から相手の言っていることが何一

つもわからず、話しかけられても言葉を返すことが出来ませんでした。なんとか言ってい

ることを理解しようとするのですが、単語を一つ一つ拾うのに精いっぱいで、文として理

解することが出来ませんでした。そんな日々が５日間つづきましたが、なんとか目標地点

まで皆で力を合わせて到達することが出来ました。しかし、グループの皆はとても優しく、

私にすごく気を使ってくれました。「寒くない？大丈夫？」などという言葉を何度もかけて

くれました。このプログラムはとても大変でしたが、心から参加してよかったと思うこと

が出来ました。日本にいたら、こんな経験は一生出来ないと思います。 

 

 Wilderness Welcome から寮に戻ってきて、ルームメイトに会いました。彼女はスウェー

デンの方で、とてもきれいな方でした。なんとか仲良くなりたかったので、手紙を書いた

り、買い物に行くのを誘ったりしましたが、すれ違いが多く、仲良くなるのに時間がかか

った気がします。しかし、一緒に部屋を共有する上で、日本とスウェーデンという文化の

違いで悩んだりするのではないか？と思ったのですが、そんなことはありませんでした。 

 

 そして、授業が始まりました。ESLの授業が４つとレギュラーのクラスを、ヨガのクラス

と Modern Historyという授業をとりました。最初は ESLの先生の話し方でさえ早いと思っ
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て、ついていくのにも必死でした。しかし、英語にもだんだん慣れてきて、ESLの先生の話

していることは理解できるようになっていました。最初のセメスターは、日本人以外にブ

ラジルの方が多くいらっしゃいました。思った通り、皆、受け身の授業ではなく、自ら分

からないことがあったら先生にすぐに聞きに行くというスタイルでした。私は自分の下手

な英語は聞かれたくないとばかり考えていて、なかなか自分の殻を破ることが出来ません

でした。毎日宿題をしたり、週末は友達と遊んだりしていたら、あっというまに１１月に

なっていました。そこで、留学を延長するかしないかという決断を迫られ、すぐに延長す

ることを決めました。１セメスターだけではやはり足りない、日本人がいないところでも

っと自分を試したいと思ったからです。１セメスター目は宿題ばかりしていたので、次の

セメスターはたくさん友達を作って、スピーキングをもっと上げたいと思いました。 

  

 ２セメスター目に入り、周りにお世話になっていた日本人の方もいなくなり、本当に自

分から何事も始めなければならないという環境に立たされました。私はたくさんの友達を

作るために、自分から話しかけるようになりました。１日のノルマとして、今日は５人に

話しかけるという目標を立てたりしていました。そんなこんなで、たくさんの友達を作る

ことが出来ました。レギュラーのクラスで、Foreign language teaching practicum を受

講しました。授業自体は週に一回なのですが、TAをやらせていただき、授業を見学したり、

実際に生徒の前に立って日本語を教えたりしました。今まで先生という仕事に興味を抱い

たことはなく、この授業もほんの興味本位で受講してみたのですが、まわりのほとんどの

生徒も本気で語学の教え方を学んでいて、自分も感化されました。日本語を教えるのはと

ても難しく、どうやったら生徒にうまく伝わるか、どうやったら楽しく日本語の勉強に取

り組んでくれるかといことを考えるのがとても大変でした。生徒の前で授業をするときは

本当に緊張して、自分が何をしているか、何を話しているのかすら分からなくなりました。

しかし、先生からのサポートと、生徒からの熱い応援でなんとか３回のティーチングレッ

スンを終えることが出来ました。この経験を通して、日本語を教える難しさを知り、日本

語に興味を持っている生徒がたくさんいるということを知ることが出来ました。私は将来、

海外の方に日本語を教えるわけではありませんが、これからの人生、少しでも日本語に興

味を持ち、学びたいという外国人に出会う機会があれば、その時は私が学んできたことを

すべて教えたいと思います。 

  

 私の留学生活は楽しいことも辛いこともたくさんありました。語学を学びに行ったつも

りが、いつのまにか自分の弱い部分であったり、自分のつよみであったり、たくさん知る

ことが出来た約８か月間だったと思います。私の人生の中で、一番自分自身と向き合うこ

とができた期間でした。留学に行くチャンスを与えてくださった NGU の方々と、私の背中

を押してくれた家族、友達にとても感謝しています。この経験は本当に自分にとって大き

な財産になりました。自分なりに悩み、苦難を乗り越え、成長することが出来ました。私
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は、「また留学に行きたい？」と聞かれたら、自信を持って、「絶対にいきたい！」と言い

ます。それほど、今回の留学は意味のあるものだったと思います。 
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長期留学報告書 

~Oregon Life~ 

 

パシフィック大学 17C0145 鈴木 崇之 

 

 私は 2014 年 8 月 17 日から 5 月 17 日まで、のオレゴン州の Pacific University

に長期留学してきました。学校からの公費留学は中期だけで、残りの半期は私費留学でし

た。英語力がとても低い状態で行った為、様々な困難に直面しました。現地で受けていた

クラスは 3つの英語のクラスで、月、水、金曜日が１５時まで昼休憩を挟み２つのクラス。

火、木曜日が約３時間の授業１つでした。クラスのレベルはとても低く、自分の現在の実

力を実感しました。１年で秋学期、春学期と別れていて、さらにその学期の中でも前半を A、

後半を Bと別れていました。さらには、私達 ELIの生徒はそれぞれ A、Bの間に休みがあり

ました。学校生活はとても快適でした。学内の寮に住み、ルームメイトは２人いて、共に

アメリカ人でした。一人は RA という寮の学生アシスタントで、とても頼りになる方でした。

その為、わからない事がある時はいつも彼に聞いていました。もう１人のルームメイトは

自然が大好きな方でした。毎週週末はキャンプや山登りに行ったりと、常に自然の中で生

きていました。 
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平日は基本勉強して、金曜日の夜になるとみんなで集まってご飯を食べたりしました。土

曜日も大体遊んでいました。そして、日曜日に課題を終わらせるという感じでした。忙し

い時は土、日と二日間とも課題に追われていましたが、基本は日曜日だけで終わりました。

アメリカの学生はオン、オフがはっきりしていて遊ぶ時は思いっきり遊ぶ、勉強するとき

はきちんと勉強するといった感じで、そのような所も学びました。私が滞在していた所は、

Forest Groveという場所で名前の通り自然がとても多い所でした。オレゴン州自体自然が

多い州で、アウトドアスポーツがとても盛んなため、暖かい時期はラフティングやカヤッ

ク、冬はスキーなど様々なスポーツをする事ができました。また、自然が多いため木の名

産地でした。その為地元企業には、木を使った商品がとても多かったです。その他の有名

な企業に、NIKE、Columbia Sportswear など大手スポーツメーカー発祥の地でもあります。

さらにはポートランドという都市もあり、週末は友達とよく出かけていました。ポートラ

ンドの人々はみな気さくで、よく話しかけられたりしました。特に、地元企業の商品を持

っているとよく話しかけられました。初めて会うオレゴンに住んでいる人によく、「オレゴ

ンは好き？」と聞かれました。町には様々なところに MADA IN OREGONというオレゴン原産

の物を集めたショップがあり、彼らは本当にオレゴンが好きなのだと実感しました。 
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留学して一番良かったと思えることは、様々な国の人たちと交流できたことです。世界の

様々な国から留学生が来るので、彼らと親交を深めるのは、他国の文化を知る良い機会に

なりました。国が違えば価値観も全く変わってくるので、その彼らと討論したり、協力す

るのはとてもいい経験になりました。また、様々な国から集まってくるので英語の発音も

母国語によって全く違います。アメリカの発音だけでなく、様々な言語を母国語とした彼

らと話すのはとても新鮮でした。今、世界はグローバル化が進んでいるので、様々な国の

英語を聞くのは良いトレーニングにもなりました。 

現地では、公式なクラブに加入することができない為、日本で言うサークルのようなもの

に所属しました。サッカーチームを自分たちで作り、大学内のトーナメントに出場しまし

た。毎週日曜日にリーグ戦があり、私達は勝ち続けていました。決勝トーナメントに残り、

決勝まで勝ち進めましたが、あと一点差で負けてしまい、残念でした。しかし、そのチー

ムでとても仲良くなり、試合をした日々もとても楽しかったため、良い思い出になりまし

た。 
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春学期になると、マーケティングの授業を見学させてもらうことになりました。ついてい

くのに必死で、毎回毎回わからない単語が出てきてとても大変でしたが、いい経験になり

ました。最初はわからなさ過ぎて出るのが苦痛でしたが、３,４回出ると慣れてきて、あま

り苦じゃなくなりました。授業の形態に慣れてくるのもありますが、わからないことに慣

れた、ということもありました。普段の英語の授業はわからないことはほとんどなく、こ

なしてきました。２週間に１回ぐらいの頻度でプレゼンテーションをしたり、エッセイを

書いたりとその時は大変でしたが、普段は大丈夫でした。エッセイを数こなすうちに自分

でもだんだん成長しているのがわかってきて、楽しかったです。形式的な英語は基本的に

授業で教えてもらって、会話は友達から学んでいきました。このフレーズ使えるな、と思

ったら聞いてみて自分でも使うようにしていました。また、会話の中で文法ミスがあった

りすると、友達がきちんとした文に直してくれるのでとても助かりました。特にルームメ

イトの Jacob にはよくお世話になりました。彼は文法の間違いだけでなく発音の訂正もし

てくれました。とても助かりました。彼とはよく遊びに行きました。ポートランドのサッ

カーチームの試合も見に行きました。彼の伯母さんが不動産関係の方で、チケットを無料

で手に入れてくれたため、行くことができました。また、サッカーだけでなく NBA も見に

行きました。雰囲気がとても良く、楽しかったです。 
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様々な経験をした留学生活でしたが、本当に行ってよかったと思います。親のありがたみ

を改めて実感しました。もしまた行くとしたら英語をもっと勉強してから行きたいです。

英語力が伸びるだけでなく、自分の視野が広がる、そんな留学でした。彼らは個性が強い

ため自分も自然と個性を持つようになります。その個性の強い彼らの中で過ごしていく事

になる為、自然と自分と向き合う機会が多かったです。留学中何回か、自分は何のために

来たのか、この留学を生かして帰国後どのような生活を送りたいか、など考えることがと

ても多かったです。また、滞在先がとても静かで落ち着いた雰囲気の場所なので、考える

にはとても良い場所でした。名古屋とは違った環境で勉強し、暮らし、本当に良い経験に

なりました。またいつかこの留学で出会った人たちと世界を旅しながら会いたいです。パ

シフィック大学での生活は本当に充実したものでした。 
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中期留学報告書 

～留学をして学んだこと～ 

 

コー大学 16F0126 中尾 成美 

 

 私は小学生のころにオーストラリアにホームステイをし、その頃から留学にいくことが

夢で、留学ができるチャンスが沢山ある名古屋学院大学を選びました。なので留学が決ま

った時はとても嬉しかったです。留学をしていた４か月という期間は人生で一番あっとい

う間で沢山のことを学ぶことができました。そして日本の良さにも気づくことができまし

た。 

 私の留学先はアメリカのコー大学で日本人は名古屋学院から６人、早稲田大学から約２

０人いて ESL の授業は日本人しかおらず、はじめは日本人が沢山いて日本語で生活できる

環境に驚き焦っていました。しかし他の日本人の友達との会話も英語にしたり、日本人の

子の英語の言い回しを真似したり、なるべくご飯の時や部屋にいるときはアメリカ人の子

と話し、短い４か月という期間でいかに充実し成長できるようにするか工夫しました。 

 コー大学のいいところは日本に興味がある生徒が多いことや、ESLの先生がとても親切な

のと沢山のイベントがあることでした。Canoe trip,Home coming,Chicago trip,Cultual 

show,Halloween party,Home stayなど沢山のイベントを通してより皆との絆を深めること

ができました。Conversation partnerと毎週ご飯を一緒に食べる機会があったり、コー大

学に関わる方のところにホームステイしたり、ESLの先生の家で仮装をしてハロウィンパー

ティーをしたりと先生方がすごく協力的でありがたかったです。特にホームステイの時に

Amishというキリスト教の移民集団がいる街に連れてってもらい、Amishの人々をみたこと

が感動しました。彼らは携帯や車などの現代の生活様式をせず、馬車で移動し、男性は髭

を剃ってはいけないことや、黒い服装に黒い帽子と決められていて子供からお年寄りまで

同じような格好をしていて、このような民族について学び、直接見る経験はなかなかでき

ないことなのでとても嬉しかったです。 

 アメリカで生活しアメリカと日本の良さを学ぶことができました。アメリカ人は他人同

士でも目が合うだけでニコっと微笑んでくれ、バスなどでも知らない人同士が知り合いか

のようにフレンドリーに会話していたり、扉をあけこちらが来るまで待っていてくれたり、

知らない子がその服可愛いねなどと褒めてくれたり、皆将来の夢がしっかりあり自分の意

見をしっかり持っていて、日本で経験することのなかったことがアメリカ人には当たり前

で、日本人の私は驚き、アメリカ人のこういうところを見習いたいなと思いました。講義

の時は皆恥ずかしがらず積極的に発言して、この子手挙げているよ！と先生に教えていた

り、日本ではシーンとするような場面でも先生も生徒も楽しそうに話をしていて、素晴ら

しいなと思いました。逆に日本は素晴らしいなと気づいた点は、日本食の素晴らしさや、

どこの店の店員も接客態度がいいところ、トイレやエレベーターの施設が整っていること、
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日本人の真面目さや冷静さです。アメリカ人も日本人もどちらもいい点があり、それを学

ぶことができてよかったし、日本人であることに誇りを持とうと思いました。 

 ESLの授業ではプレゼンテーションや何度もエッセイを書いたり発音の授業などがあり、

高校に行って日本語を学ぶ子たちの前で英語と日本語でプレゼンテーションする機会など

もありいい経験になりましたが、机の前での学習よりもやはり普段の生活の中で現地の子

と会話することが生きた英語を学べ、自分が知らない単語にも気づくことができて、自分

の語学面の成長はそのようなコミュニケーションをしていくなかで感じることができまし

た。留学をするまではリスニング、スピーキング力をあげたいと思っていたのですが、ア

メリカに行き、まず単語力がないと聞き取りもできないし話すこともできないということ

を実感し、単語力の重要さに気づくことができました。 

他の国の留学生は英語がすごく上手でレギュラーのクラスをとっているのを見て、自分

は英米なのに、この子より年上なのになどと他の人と比べ、自分を恥ずかしく思い落ち込

むこともあったり、学校の近所を歩いていると通りがかった車の中から暴言を吐かれたり、

こちらを見てアメリカ人の一年生にこそこそ話をされたりして気分が悪くなることもあっ

たけれども、くよくよしたり落ち込まずにポジティブに考え堂々としていくことで、自分

の前向きな性格にも自信を持つことができました。 

 この留学を通して語学はもちろん、生活習慣や文化の違い、日本の良さやアメリカの良

さを学べ、日本で不自由なく生活できていたことに気づくことで家族のありがたみも実感

し、沢山の友達が頑張ってねと応援してくれ、自分にはこんなに沢山素敵な友達が日本に

いるんだと思えたし、自分の精神面での成長も感じ自信をつけることができ、学生のうち

にしておいてよかったなと思うことができました。そして名古屋学院大学に入ったことで

このような経験ができ、この大学に入ってよかったなと思いました。英語力をこれからも

伸ばし続けて、留学先で出会えた友達はもちろん、色んな国の友達ともっと深い会話がで

きるようになりたいなと思います。そしてまた機会があれば海外生活をしたいです。
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中期留学報告書 

ものすごく寒くてありえないほど温かい 

 

コー大学 16F0701 広瀬 楓 

 

皆さん、唐突ですが留学は何のためにすると思いますか？語学のレベルアップのた

め、世界の事情を知るため… きっと人それぞれの目的があるでしょう。私も最初は英語の

レベルアップが目的でアメリカ留学をしましたが、言葉以外にももっと大切なことを学ん

できました。 

まず一番成長したと思うことは、言うべきことをはっきり言うことです。一見簡単

そうに思えることですが、実は私たち日本人は一番これで苦しむ人が多いのです。たとえ

ば何か不満な事があったとき、日本では自分が少々損をしてもその場が丸く収まるのであ

れば黙っておこうと思ってしまいます。しかし、アメリカでこれをするとかえって相手を

不安にさせたり不快にさせてしまったりすることがあります。アメリカでは主に言いたい

ことは包み隠さずはっきり言おうというカルチャーです。そしてアメリカ人のすごいとこ

ろは、何かを断るときや指摘するときに、はっきり物を言いつつも相手を不快にさせない

よう気遣ってさりげなくフォローもするところです。私はこれに感激し、自分も彼らを見

習うよう心掛けました。そしたらびっくり、自分がはっきり物を言っている時も、逆に相

手に言われている時も日本にいるときより胸がスッキリしたのです。日本にいるときは

時々相手の顔色を伺いすぎて下手に神経を使ってしまいどこか人付き合いに疲れた気がし

ていましたが、アメリカ流の接し方をするようになってからは、慣れない英語を喋ってい

るのに人と関わるのがより一層楽しく感じられるようになりました。以前は人との関わり

方について真剣に悩んだ時期もありましたが、「なんだ、これだけのことだったのか！」

と気づきました。肩の力を抜いて、常に素直にポジティブでいればいいのです。 

 

先に述べたことと関連しますが、私はアメリカで心を開放することの大切さも学び

ました。特に私は都会育ちということもあって、毎日狭苦しい都会の満員電車に乗り、ま

ともに陽の光も浴びない生活が当たり前だと心のどこかで思っていた節がありました。そ

してそれに対してストレスを感じている自覚もありませんでした。私が滞在したアイオワ
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州は名古屋に比べればだいぶ田舎で、Coeのある Cedar Rapidsという町を抜けると、そこ

にはどこまでも続いていそうなコーン畑が一面に広がっています。最初はとんでもないと

ころに来てしまったなと不安に思いましたが、現地の生活に慣れていくに連れて自分が田

舎ライフをエンジョイしていることに気づきました。毎朝キャンパス内に生い茂る木々や

それに登っていくリス達を眺めながら授業に向かい、天気のいい昼下がりには芝生に仰向

けになって友達と他愛のない話をし、夜は頭上に広がる満点の星空を眺める。アイオワに

はカラオケも大したショッピングスポットもないし、車椅子ユーザーの私にとってはバリ

アフリーは正直そこまで整っておらず不便な思いは何度かしました。でもその代わりこう

いった田舎ならではの自然やスローライフを満喫できました。それからアイオワの人々は

気さくで優しい方が多いので彼らの大きなサポートのおかげで施設の不便さはさほど気に

ならず最後まで楽しく過ごせました。きっと余計なことを考えなくて済む環境だったのが

良かったのでしょう。アイオワはほんの少し施設が不便だけど自然が豊かで人もあたたか

い。私にとっては便利な大都会よりもずっと居心地が良く感じられました。毎日ずっと気

を張って過ごしていると人間どんなにタフな人でもいつか潰れてしまいます。たまにはこ

うして余計なものがないところで心をリフレッシュさせた方がいいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう一つアメリカで学んだこと、これからの課題だと思ったことがあります。それ

は行動することと自己管理を徹底することの大切さです。アメリカは皆さんご存知のとお

り自由の国です。アメリカでの自由というのは自分で勝ち取るものと考えられています。

なので何かにチャレンジしてみてもいいかということを Coeの友達や先生方に相談すると

毎回前向きに賛成してくれました。よっぽど命に関わることでもない限り誰も反対はしま

せんでした。ただし失敗したら自己責任です。自分が起こした失敗を他者のせいにするこ

とはできません。そのため色んな人に度々"Depends on you."、"Your choice."という言葉

を言われました。その言葉を聞くたびに気が引き締まったことを覚えています。「失敗し

たら自己責任」という言葉を聞くと行動に移すことをためらってしまいそうですが、考え

方によってはアメリカは成長するにはうってつけの国とも捉えられます。たとえば私が Coe

のフィールドトリップでカヌーキャンプに行った時の話です。最初車椅子で簡単に身動き

の取れない私は転覆しやすいカヌーになんか乗れないだろうと思っていましたが、周りの
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みんなが「せっかくだから乗って行きなよ、もし乗るんなら転覆しないように何隻かカヌ

ーを連結させればいいし。どうする？Your choiceだよ！」と声を掛けてくれて、ここはア

メリカらしくチャレンジしてみるしかないでしょ！ということで、カナヅチなのにカヌー

に乗ってしまいました。これが日本だったら、事故が起こった時の責任はきっとカヌー乗

り場のスタッフや私をカヌーに乗るのを許した人達になるため私は止められていたかもし

れません。けれどここはアメリカ。事故になったら自己責任にはなってしまいますが、そ

の分挑戦するチャンスは誰にでも平等に与えてくれるので私はカヌーをおもいっきり楽し

むことができました。ハイリスクハイリターンですが私は日本よりもそんなアメリカの環

境の方が好きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そしてもう一つ。Coeの先生が言っていた言葉でとても印象に残っているものがあ

るので紹介します。 

「よくあの時は運が良かった、あの時は運が悪かったって言う人がいるけどそれは違うと

思う。それは運とか神様の問題ではなくて本人のチョイスの問題なんだと思う。成功した

のは自分のチョイスが正解だったから、失敗したのは自分がチョイスを誤ったから、それ

だけのこと。要は全ては自分次第なんだよ。」 

もの凄くアメリカらしい考え方だと思ったのと同時に自分もその考えを見習おうと思いま

した。かなりインパクトのある言葉に感じました。自分なりの自由を勝ち取るためにも、

何でも前向きにチャレンジすること、自分のチョイスや行動に責任を持つこと、そして己

の軸をしっかり持つことを意識してこれからを生きようと思いました。 
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私は留学に行く直前まで色んな壁にぶち当たっていて辛い思いをしていました。で

もアメリカで 4ヶ月過ごしてみて、なんとなく突破口というか、これからを上手く生きる

ヒントのようなものをたくさん得られたように感じました。まだまだ自分にはやるべきこ

とが山積みで、これからもたくさん苦労すると思いますが、アメリカで得たヒントやポジ

ティブ精神を糧に頑張ろうと思います。今振り返ってみて私は、アメリカに英語のレベル

アップと、生き方のヒントを得るために行ったのだと思います。 
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中期留学報告書 

～４ヶ月間の出会いと挑戦～ 

 

コー大学 16F2008 磯貝 麻純 

 

私は８月半中旬から 12 月までの約４ヶ月間アメリカのアイオワ州にあるコー大学へ留学

をしました。アイオワ州といえばコーンの生産が盛んでとても自然が豊かなところです。

実家よりも田舎に行くのかと残念な気持ちもありましたが同じ大学へ留学した先輩方から

コー大学は人がとても良くて困ったら絶対に助けてくれるなどいい話をたくさん聞かせて

いただいて訪れるのがとても楽しみでした。北米への留学は私の大学生活の目標の一つで

あり、海外留学は二度目の経験でした。前回はオーストラリアへ約２ヶ月間留学しました

が引率の先生やクラスメイトと共に行動することが多かったので、周りの人に頼りっぱな

しでした。しかし今回は行く前の手続きから自分でやらなければいけない状況だったので

すべてが勉強になりました。留学前の一年間私は RA(レジデントアシスタント)をやってい

て名古屋学院大学に留学中の留学生と一緒に国際セミナーハウスで生活をしていました。

留学生の勉強に取り組む姿や留学を楽しむ姿を近くで見ていたので今度は自分が留学先で

頑張ろうと思えました。出発の直前は一日一日がとても速く過ぎていくように感じ、これ

からの半年に期待と緊張で落ち着きませんでした。 

現地に到着し留学生活が始まると新入生と同じオリエンテーションに参加し、到着初日

からハードな一週間が始まりました。次の週から授業も開始しとても忙しかったですが先

生や現地の学生はとても親切で先輩方の言葉がすぐに理解できました。ESLの先生方は私た

ちが英語の学習をしやすい環境を作ってくださいました。例えば週末にホームステイのプ

ログラムを組んでくれ、私はそのホストファミリーにりんご狩りや映画に連れて行っても

らったり、その地域で有名な乳ガンのキャンペーンのウォーキングに参加したりしました。 

前回の留学と大きく違った点はオーストラリアで

はホームステイだったのに対し今回は寮生活だった

ことです。ホームステイでは親戚の集まりや家族で

出掛けたりするのがほとんどでしたが、寮生活では

同じ年代の子達と一緒に過ごす時間がほとんどでし

た。寮での生活はまた違った楽しさがありました。

私のルームメイトはアメリカ人の 1 年生でした。年

下とは思えないほど自立していて、いつでも私を気

にかけてくれました。例えば、私が携帯を水没させてしまったときは乾燥させるために

Walmart でお米を買ってきてくれました。しかし初めから上手くいっていた訳ではなく私の

英語力が貧しいのもありコミュニケーションをとるのにとても苦労しました。何を話せば

いいかわからないうえ、会話のキャッチボールが出来ずとても悩みました。留学生のルー
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ムメイトを持たなければよかったと後悔されていたらどうしようと不安な気持ちにもなり

ました。しかし諦めずに毎日会話を続け、最終的にルームメイトととても良い仲を築くこ

とが出来ました。私の英語を話す能力が上がったのか彼女の私の拙い英語を聞き取る能力

が上がったのかわかりませんが、私を受け入れてくれ家に招待してくれたり、遊びに誘っ

てくれたりしてくれた彼女にはとても感謝しています。そして最後に一番長い時間を過ご

してきたルームメイトから最初はどうなることかと思ったけど今は私の言いたいことが理

解できると言ってもらえてとても嬉しかったです。 

またコー大学はイベントがたくさんある学校で

した。留学生は全員インターナショナルクラブに

所属します。９月にはカヌートリップに出掛け、

約３時間ひたすらカヌーを漕ぎました。夜にはゲ

ームをしたり、キャンプファイヤーをしてスモア

を食べたり、みんなで星空を見たりしました。空

がとてもきれいで生まれて初めてあんなにもたく

さんの流れ星を見ました。1０月にはバスで片道４

時間かけてシカゴ旅行へ出かけました。普段 ESL のクラスは日本人だけなので他の国から

の留学生と過ごせるいい機会でした。シカゴでは日本では見ることのできない風景や芸術

をたくさん目にすることが出来ました。また１１月には自分たちの国の文化を紹介するカ

ルチャーショーがありました。私は日本の習字の文化を披露したかったので、和風の曲を

ピアノで BGM として演奏し他の日本人に習字を披露してもらいました。他国のダンスや歌

や楽器の演奏も鑑賞しました。 

しばらく経つとカフェテリアのご飯にも飽きてし

まって、週末に日本食を作って現地の学生や留学生

に食べてもらったりもしました。写真はベトナム人

とネパール人にすき焼きを作ってあげた日の写真で

す。すぐに友達と一緒に集まってご飯を作ったり一

緒に食べたりできるのも寮生活のいいところだと思

います。周りに遊べる場所がほとんどなく簡単に出

掛けることは出来ませんでしたが、狭い環境だった

からこそ人との距離が縮まったし縮まりやすかったのだと思います。 

授業は Presentation、Writing/Reading、TOEIC、Pronunciation などの授業がありまし

た。どの授業も日本と受ける授業とは違って積極的にならなければいけませんでした。日

本では人の前に立ってプレゼンテーションもほとんどなかったので特に Presentationの授

業は人前で英語を話す自信をつける練習になりました。そして授業の締めくくりに日本語

を学習している高校生を訪れて、日本についてのプレンゼンテーションを行いました。普

段は同じ授業を受けている日本人の学生と ESL の先生の前でしていたので最後に大勢のネ
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イティブの前で経験できてよかったです。 

 この留学を通して私は人との繋がりの大切さや出会いの素敵さを改めて感じました。遠

くから応援してくれた家族や友達をはじめ、身近で相談に乗ってくれた友達、いざという

ときに助けてくれる先生や現地の学生、同じ留学生という立場で仲良くしてくれた友達。

すべての人の助けがあったからこそ、有意義な生活が送

れたのだと思います。いくら一人で出来ることが増えて

いったとしても人の助けや協力がなくては生きていけ

ないと思いました。またこの留学で挑戦する力も身につ

いたと思います。失敗を恐れずに何事にもチャレンジす

れば、たとえ最終的な目標や結果に辿り着けなかったと

しても挑戦する前の自分より成長できるしその努力の

過程でたくさんのことを学べると思いました。帰国して

友達や知り合いから「留学どうだった？」と聞かれ、一

言でいえば「楽しかった」で終わってしまうけれど、中

身のたくさん詰まった留学生活を送れました。 
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中期留学報告書 

～アメリカでの多くの初めての経験～ 

 

コー大学 16E0223 中村 悠 

 

私は 2014 年 8 月 18 日に、中部国際空港から日本を出てアメリカのコー大学へ留学に行

きました。それは私にとって初めての海外でした。私は普段外国どころか、自分の出身県

からすら出て行かない生活を送ってきました。そのため今回の海外留学は私の中でたくさ

んの初めてとの遭遇になりました。それは、当時の私にとって不安と期待にあふれた未来

でした。 

 私はシカゴオヘア空港経由でアメリカアイオワ州シーダラッピツにアメリカの時間で 8

月 18日の昼ごろに到着しました。19日にコー大学に行く予定となっていたので、私のアメ

リカでの最初の日はホテル暮らしとなりました。気温は日本より少し寒く感じられ、長袖

の服を着なければ肌寒いほどでした。翌日コー大学から私のアドバイザーである Rod 先生

が食う刻まで私を迎えにきてくれました。その日の昼過ぎごろにコー大学に到着をして、

手続きをしました。そこから私の約 4ヶ月に渡るアメリカでの学校生活が幕を開けました。

最初の一週間は各種の手続きや、学生証の発行、施設の案内、アドバイザーとの面接であ

っという間に過ぎていきました。またほかの生徒との交流会などがあり、交友関係を作る

場なども用意されていました。最初の一週間で生活は大体慣れていきました。 

私が泊まっていた寮は Green Hallですが、どこの寮にもキッチンや洗濯機があるためと

ても生活がしやすかったです。一つ不満をあげるとしたら、バスタブがなく、シャワーだ

けなところくらいです。集団生活のためお風呂は厳しいとは理解をしてはいましたが、や

はり日本人としてはお風呂に入れないとさびしい気分になりました。贅沢は言ってもしょ

うがないですし、それ以外は、卓球や、ビリヤードなどの遊具がありとても住みやすいと

ころでした。食事は時間限定でカフェがあります。日にちによって違うバイキング形式で

した。またスターバックスもあり、簡単なサンドイッチが食べられるパブもあります。立

地条件もよく、大学のすぐ近くにいくつかのファストフードのレストランや、スーパー、

アジアンショップがあり、歩いていけるのでとても便利でした。ファストフードのレスト

ランがすぐ近くにあると、夕食が食べられなかったときにとても便利です。また日本食が

恋しくなったときはアジアンショップが近くにあったため、簡単に材料を調達ができるこ

とはとてもありがたかったです。また、バスでモールなどの大型スーパーに行けるところ

も便利です。何人かの人はバスでパーティーできるドレスを買っていました。そのバスも

曜日によっては無料なのでよく活用していました。 

最初の一週間が過ぎると授業が始まり生活が大変になりました。授業が本格的に始まり、

日本の大学にいたときより何倍も忙しく感じました。特に私は英語が苦手のため、理解が

遅くて先生方にとても迷惑をかけてしまいましたが、先生方が根気よく教えてくれたおか
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げでどうにか最後までやりきることができました。しかしそんな大変な生活の中でもつき

に一度以上のペースで何らかの課外授業などのイベントがありとても楽しいスクールライ

フを体験できたと私は思います。ボートに乗って川を下ったり、シカゴやラスベガスへ旅

行に行ったり、ホームカミングパーティーでダンスをしたり、カルチャーショーで AKB４８

の音楽に合わせて踊ったり、友人に誘われてメタルバンドのライブに行ったりと多くの初

めての経験をしました。シカゴトリップやサンクスギビングデーにラスベガスへ行ったこ

と、AKB４８の音楽に合わせて踊ったカルチャーショーは特に記憶に残っています。 

シカゴトリップでは美術館をはじめとしたシカゴの名所をたくさんめぐりました。世界

的な大都会であるシカゴは何もかもが私を圧倒させました。楽しいことやここではいえな

いような苦い経験もたくさんしました。11 月末にあるサンクスギビングデー休日には友人

たちとラスベガスに訪れました。友人たちと 10月の終りくらいからインターネットでした

しらべをし、予定を立て旅行する経験もまた私にとっては初めてのことでした。私は今ま

で自ら予定を立て旅行をしたことがなく、周りが当たり前のようにできるところを見て、

私はなんと経験が浅く、視野が狭い人間だと感じました。ラスベガスではカジノやアウト

レットショップ、そしてグランドキャニオンに行きました。グランドキャニオンで見た景

色はとても壮大で、自然の雄大さと、偉大さそして限りなく続く時間の長さをかんじまし

た。それらは自分の悩みなど小さく思えてしまうほど壮大で迫力を私に与えてくれました。

あの景色が私に与えてくれた思いはちょっとやそっとのことでは忘れそうになることはあ

りません。 

シカゴトリップから帰ってきて 1 週間後くらいにカルチャーショーがありました。私は

ほかの日本人の生徒たちと一緒に AKB４８の音楽に合わせて踊りました。曲目は「恋するフ

ォーチュンクッキー」でした。シカゴトリップに行く前からみんなで時間を合わせて練習

をしました。みんなで一緒になって一つの目標に向かって努力をすることは、集団行動を

苦手とする私にとっては必要な経験である友に、重要な能力です。私も弱音を吐かず無事

にできたことは良い経験になったと同時にたいせな大切な思い出になったと考えています。

カルチャーショーでは一人だけのパートを与えてもらったのでスカートをはいて恥ずかし

かったとはいえ、私にとってとてもうれしいことでした。ついでにスカートは私のアメリ

カでの会話のパートナーの女の子に借りました。 

上に書いたような集団生活で必要なことを私は今までろくに経験をつんできませんでし

た。私は自分の野が手名ことはできるだけ避ける傾向があるためです。しかし集団生活の

場に放り込まれるとそうは行きません。いやでもその環境に適応しなければいけなくなり

ます。私は今回の留学で集団生活をする上で必要な何かをつかんだ気がします。それは友

好的な態度、前向きな姿勢や、協調性だと私は感じました。私が今回学んだことはこれか

らの将来を生きていく中で重要な要素だと私は思います。今回の修学旅行で具体的に何か

が今までと変わったかといわれれば難しいです。しかし、前述したことがわかっただけで

も大きな成果だと私は感じています。 
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留学報告書 

～初めての世界～ 

 

ペンシルバニア・インディアナ大学 16F0035 海野 朴 

 

私は中期留学ということで、8月から１２月までの 4ヶ月間をアメリカで過ごしました。

私は海外に行ったことがなく、飛行機すら初めての経験でした。そんな私が少ない期間で

したが、親の力も貸してもらい、初めて留学を経験することができて、初めての経験ばか

りで大変刺激的な 4ヶ月間だったと感じています。また、多くの方が留学に行った人は世

界観が変わるという話や、様々な意味で成長するといいますが、私は本当にその通りだと

いうことをこの身をもって感じました。私自身大きく成長できたのではないかと思ってい

ます。 

私は大学に入学する前から留学に行きたいという気持ちが強く、そのために勉強してきま

した。三年生で留学できることが決まり、とても嬉しかったのですが、同時に不安が急に

こみ上げました。出発日が近づくにつれて不安と緊張で心がいっぱいになっていきます。

それでも必ず成長してやると思い、友達や家族に見送られながら飛行機に足を運びました。

すべてが初めての私にとって、留学に行くことは大変勇気がいることでした。初めは何も

わからなくて、ただただ一緒に行った子についていくことしかできず、情けないと思いな

がらも何もできませんでした。現地についてもわからないことだらけで周りの人に頼って

ばかりでした。ですが、物事は一向にうまくは進んでいかず、このままではいけないと思

い、少しずつ自分から積極的に何か行動を起こすようにしていきました。それが私の初め

の成長できた瞬間だと思いました。アメリカには様々な国の人がいます。みんなそれぞれ

が特別な文化を持ち、考えを持っていて、関われば関わるほど、私たち日本人とは違うの

だと思い知らされます。同時に、周りの様々な国の人たちからしたら、私は、世界中の多

くの国や人種が存在する中の日本人という枠組みであるのだと気づかされました。その気

づきは、今まで日本しか知らなかった私にとってとても大きなことでした。それはまるで、

日本という小さな卵の中にいた私の殻が割られて広がった瞬間でした。アメリカでの初め

の一か月はわからないこともあり、また友達もなかなか出来なくて苦しい日々を送ってい

ましたが、先ほどの積極に行動する、待っていても始まらないという思いで頑張っている

と、だんだんと友人ができ、たとえ下手くそな英語でもどんどん話せるようになりました。

初めのオリエンテーションでクラス分けのテストがあり、この試験はとても大事なものだ

と後になってわかりました。なぜなら、下のクラスに行ってしまうと極端に簡単なものに

なってしまうからです。なので、初めの試験はぜひ高得点を狙ってほしいと思います。私

は真ん中のクラスだったのですが、レベルは私に合っていてよかったと感じています。で

すが私より下のクラスの人は、授業内容が簡単すぎていつも不満を漏らしていました。お

そらく真ん中のミドルクラスと、それから下のクラスのレベルの差が大きいのだと思いま
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す。つまり私はぎりぎりセイフだったということです。ですが上のクラスにいけばいくほ

ど、クラスの難易度も難しくなるので、もし初めのクラス分けテストもっと高得点を取っ

ていたらまた得られた経験値も違ったのかなと感じました。私のクラスは日本人とサウジ

アラビア人しかいませんでした。初めのクラスでは、サウジアラビア人ばかりが発言して

いて、やはりここでも日本と彼らとの違いに気づかされました。インディアナの天候はと

てもよく私は気に入っていました。ですが 11月 12月は、‐15度にまで、最高で気温が落

ちたのでとても寒いです。8，9，10 月は過ごしやすいのですが、11，12月は注意が必要で

す。雪なども多く降るので丈夫な靴などを履くようにした方がいいと思います。インディ

アナ大学の近くには、Ｋマートという大きなイオンのようなものや、Ｗａｌｍａｒｔとい

う食料品を始め、なんでもおいてあるショッピングセンターもあります。私はそういった

ところで防寒具などを揃えて冬を凌ぐ対策をしていました。そこはさほど高くなく買える

のでお勧めです。またインディアナは、アメリカの右の方に位置しているのですが、そこ

はニューヨークやワシントンＤＣからも近いので、多くの旅行企画が大学で計画立てられ

ていてとてもよかったです。それは普通で行くよりお値打ちで行くことができました。で

すが定員が決められていて、早いもの順ということなので急いで予約した記憶があります。

ぼっとしているとそういうのを知らずに応募が終わって参加できなことも多々あるので注

意が必要でした。ニューヨークには楽しみにしていったのですが、一日目で寮に帰りたい

と思いました。私はお金をアフリカ系アメリカ人に無理やり取られたりして、ニューヨー

クの人間不信になるようなシステムに耐えられなかったからです。ですが今思うとこの経

験があったからこそ人に生の話ができ、日本の良さを改めて知ることができたと思うので、

いい経験をさせてもらったと後になって思います。インディアナでは、毎週のように何か

しらのイベントがあったのでよかったですし、私はワシントンＤＣがとても楽しかったで

す。なぜならそこはニューヨークに比べて都会というよりも自然という感じの町だったか

らです。ワシントンＤＣでは、ワシントンを象徴する塔や、有名な人物の銅像やホワイト

ハウス、また、博物館などの有名な迫力のある展示品を無料で見ることが可能だったから

です。 

最後にですが、私は、アメリカに着いてすぐに、話しても何も伝わらない言葉の壁や、初

めての異国の人たちとのコミュニケーションなどの人間関係にとても悩まされ、苦しい

日々が続いたこともありました。それでも今こうして無事に帰ってきて、留学は最高でし

たと心から言える自分がいます。たとえどんなに辛くても一生懸命頑張っていれば、それ

を見てくれている人が必ずいます。そういう人は必ず手を差し伸べてくれます。ですがそ

れを待っていてはダメです。何か自分から勇気ある一歩踏み出し、諦めず、最後まで頑張

ることが大切だと知りました。そうすれば自分の周りはどんどん変わっていきます。そう

なった時、初めて自分の成長を実感し、強くなれます。また世界観がとてつもなく広がり、

とても広い視野で物事が見えるようになります。それは同時に自分の自信に繋がったり、

挑戦心に繋がったり、必ずこれからの人生のいい方向に進んでいきます。私は改めて留学
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に行って良かったと心から思い、またこんな素晴らしい経験をさせてくれた親に感謝して、

これからもこの経験を生かして様々なことに挑戦していきたいです。 
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中期留学報告書 

~ セカンドホームカントリー ~ 

 

ペンシルバニア・インディアナ大学 16F0041 太田 万貴 

 

私にとってこの留学は初めての海外経験でした。なので何もかも不安でわからな

いことだらけでした。もちろんとても楽しみな気持ちもありましたが本格的に派遣先の大

学や詳しい説明などが始まっていくにつれて不安の気持ちが大きくなっていました。留学

準備中の期間はそんな日々でしたがこの留学は私の人生を大きく変えるものとなりました。

そして第２の母国になりました。 

 ８月１７日に中部国際空港から成田空港まで行き、一泊東京で泊まりました。次

の朝にそのホテルから出ているシャトルバスで成田空港まで移動し、アメリカン航空で成

田からダラス空港に乗継し、ピッツバーグ空港に到着しました。事前に 60ドルで大学のバ

スの予約をしてあったのでピッツバーグ空港から派遣先の大学までバスで移動しました。

他の留学生もそのバスを予約している人が多かったので約 1 時間ピッツバーグの空港で待

つということもありましたが無事に大学の寮まで到着することができました。すぐ自分の

部屋に案内してもらえると思っていましたが到着してすぐに、書類作業などがあり長時間

のフライトで疲れていたので大変でした。やっと自分の部屋に案内されたと思いきや、私

が事前に希望していたルームメイトと別々の部屋がある部屋ではなく全てルームメイトと

共同するシェアルームでした。ルームメイトの人はとてもいい人で良かったのですが、留

学初日だったのでとても気を使ってしまってあまりゆっくり休むことはできませんでした。

そして部屋には勉強机とベッド、タンスが置いてありベッドには布団もシーツもない状態

でした。幸い私のルームメイトが、私がシーツと毛布買いに行くまでの数日貸してくれた

ので助かりました。翌日から 2 週間オリエンテーションやスピーキングテスト、筆記テス

ト、大学内の案内などがありました。他の留学生と交流するピクニックなどもあり新しい

友達がたくさんできました。IUP (Indiana University of Pennsylvania) は私たちのよう

な ALI(American Language Institute)という語学留学生だけではなくレギュラーの授業を

とっている留学生もたくさんいました。学生の人たちは当たり前のように英語を話してい

ました。その時できた外国の友達もレギュラーの留学生で英語が達者で自分の英語能力の

足りなさを痛感しました。そんな私が話そうとしていることを聞こうとしてくれて本当に

いい人ばかりでした。授業が始まるまでは大学内の食堂やお店はほとんど閉まっていたの

で食事をするのにどこで購入すればいいのか困ることもありましたが大きなスーパーマー

ケットに親しくなったヨーロッパの友達と買い物をしに行き、生活で困った時はいつもそ

の友達が助けてくれました。 

 本格的に授業も始まり、クラスはテストの結果で決まりました。レベル別に分けられ 5

つのクラスがありました。私は真ん中のクラスで、日本人とサウジアラビア人だけのクラ

スでした。サウジアラビアの人はアメリカに英語を勉強に来ている人が多く IUP でもサウ
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ジアラビアの学生が多くいました。授業は 1 日に 4 コマあり、朝の 9 時 30 分から夕方の 4

時 45分までありました。授業は、Writing, Vocabulary, Tutoring, Listening, Grammar, 

Academic Literacy, Reading, Communication, がありました。1 週間に同じ授業が 2 回あ

り、金曜日は有志でボランティアか TOEFL の講座どちらかを選べます。私は英語で話す機

会があるのではないかと思ったので地域のガーデニングでのボランティアを選びましたが、

参加しているほとんどの人が日本人だったので途中でやめてしまいました。10 月には中間

テストがありました。授業によっては難しいテストもありましたがきちんと授業を受けて

勉強していればできる問題だと思います。この年から月曜日から木曜日の授業後に

SKILLZONE という授業でわからなかったところを教えてもらうところができる施設ができ

ました。私は仲良くなった授業の先生がそこにいたのでわからないことがあった時や英語

で話したい時によく利用していました。 

 大体、月ごとに大学側が主催で私たちに提供している旅行があり、私は９月に２

泊３日でニューヨークにいきました。ホテル代と交通費合わせて約日本円で２万円でした。

とても安かったです。約９時間バスで現地まで移動し、宿泊するホテルでチェックインし

荷物を部屋に置いてから自由行動でした。１日目はミッドランドスクエアに行って買い物

し、夜は夜景を観に行きました。２日目は自由の女神を観にいきました。そのあとは買い

物をし、仲良くなったオランダ人の友達と Bar に行きました。３日目はホテルからとても

近かったのでセントラルパークを散歩しました。とても充実した３日間でした。このよう

な大学側が主催してくれる旅行はそれぞれ定員があるので人気の旅行はすぐになくなって

しまいました。他にもワシントン DCやナイアガラの滝、ピッツバーグ、大学から近い遊園

地などありました。 

 Conversation Partner というのがあり、私のパートナーは１つ上の人で女の人で

した。名前はベロニカ(Veronica)。もちろんネイティブアメリカ人です。性別も自分で選

べるので安心できます。ベロニカはとてもいい人でした。だいたい１週間に１度時間を合

わせて会ってお話をしたり、食堂に一緒に行って夕食を食べたり、休日にはベロニカの実

家があるピッツバーグに遊びに連れてってくれました。ピッツバーグで観光した後は彼女

の家でゆっくり映画を観たりし、アメリカならではの暮らしを体験することができてとて

も嬉しかったです。11 月にはサンクスギビングデーという大きな休みがあり、授業もお休

みになります。私はアメリカ人の友達の家に行きました。その時に食べるという料理をご

ちそうしてもらいました。とても貴重な時間を過ごせました。サンクスギビングデーが終

わるとすぐ期末テストがありました。テストの後は授業も終わりクラスメイトとお別れな

のでとても寂しかったです。ランチパーティがあり、私はクラスの中から Most improved 

student として表彰されました。私の名前が呼ばれた時はとても信じられませんでした。

アメリカに来たばかりの頃、授業についていくことでさえ大変で言葉の壁を越え文化の壁

にぶち当たりとても辛いこともありましたがあきらめず最後まで頑張ってよかったと改め

て感じることができました。自分に自信を持てるきっかけにもなり本当に嬉しかったです。
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周りの友達に報告した時、一緒に喜んでくれました。そして最初の頃より本当に上達した

ということを伝えてくれました。この賞をもらえたことも嬉しかったですがいつも一緒に

いた友達に言われることの方がもっと嬉しかったです。私の周りにはたくさんの素敵な友

達が気づいたらいました。 

 この留学でたくさんの人と出会うことができたくさんの優しさに触れることがで

きました。そして英語だけではなく文化や社会事情など知ることができました。また、日

本という国を客観的にみることもでき、日本の良いところ、日本に足りないところを発見

することもできました。日本から出たことがなかった頃はそんなことは全く考えたことが

ありませんでした。私の人生にとって大きな体験になりました。この経験を活かしてこれ

からの人生に役立てていきたいです。 
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中期留学報告書 

～成長できたと実感できた四か月～ 

 

ペンシルバニア・インディアナ大学 17F0053 川上 友莉子 

 

 私はアメリカのペンシルバニア州にあるインディアナ大学に中期留学生として４か月の

間現地に滞在していました。私はその現地の大学で留学生用のプログラムで英語の授業を

受けていました。授業はレベル別に分けられており、大学に到着してから二日後のテスト

で自分のクラスが決まりました。私が授業を受けていたクラスは日本人が３人、サウジア

ラビアの人が１５人のクラスでした。授業内容は日本ではだいたい中学、高校生前半くら

いで習うような単語や文法を勉強するものでした。授業内容は日本人にとってはとても簡

単に感じましたが、大学が始まって最初のころは先生の話を聞き取り、すぐに理解すると

いうことがとても難しく感じました。また、スピーキングが私にとって一番大変でした。

日本の英語教育で重視されてこなかっただけでなく、スピーキングを日本で伸ばす努力を

しなかったことが自分を苦しめたと思います。授業中、自分の意見を発表したり、クラス

メイトとペアワークしたりする機会がありました。発表する機会があるときは自分にわか

る問題であれば、手を挙げるようにしていましたが、サウジアラビアの生徒は毎回手をあ

げていて、本当に積極的だと思いました。彼らの失敗を恐れない姿勢は見習わなければな

らないな、と感じました。プログラムの中にチュータリングという時間が設けられており、

英語が話せるチューターが 1人、留学生 2人の合計 3人で自由に会話する時間がありまし

た。その授業が一番スピーキングを伸ばすことができる時間であったので、積極的に会話

するように努力しました。授業回数を重ねるごとに先生の話を理解するのが早くなったり、

授業中の発言回数が増えたりしたと思います。授業が始まって最初のころはあまりサウジ

アラビアの人たちと会話することはありませんでしたが、時間が経つにつれ、挨拶はもち

ろん、会話をするのも普通になりました。お互いの文化や生活についてよく話をしていま

した。留学したばかりの頃の自分と留学を終えた自分を比べ、現地での授業を通して自分

の一番苦手だったスピーキングを少しでも克服することができたと思います。 

 私は大学の寮で暮らしていました。私は４人シェアルームを希望しました。私のルーム

メイトは私以外全員アメリカ人でした。最初は正直不安が大きかったです。なぜなら、英

語が普通に話せる人にとっては、ただただ面倒に思われるのではないかと思ったからです。

私は何を話してよいかわからなかったり、あちらからも話しかけてくれたりすることはな

かったので、同じ部屋で２日くらいお互い沈黙がほとんどでした。ですが、４か月一緒に

過ごすのに、ずっとこの状態が続くのはいやだったので、思い切って私からご飯に誘いま

した。ご飯のときはお互い質問し合ったりして、会話もはずみました。それからは部屋で

の空気が一気に和んだと思います。あちらからも話しかけてくれるようになったので、誘

ってよかったと思いました。また、留学生と交流できる大学のイベントがあり、バス移動
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のときにたまたま日本留学の経験があるスウェーデンの人と知り合い、その人のＩＵＰで

友達になった人たちで一緒にごはんを食べることになりました。その友達はオランダ、ド

イツの留学生で、みんな流暢に英語をしゃべれます。それをきっかけによくそのメンバー

でご飯を食べにいったり、出かけたりしました。その人たちは第二言語として英語を勉強

することを経験しているので、私たちに気を使ってくれて、困ったりすると助けてくれる

し、英語を勉強するのを応援してくれました。とてもいい人たちに出会えてよかったです。

10月には、サウジアラビアのクラスメイトの女性が女性だけでパーティーをしようと招待

状を作ってきてくれました。普段サウジアラビアの女性は宗教の影響で男性に顔をすべて

みせないよう隠していますが、そのパーティーでは、女性だけなので、ありのままの姿を

見せてくれました。普段の生活では絶対に見ることのできない一面を見ることができまし

た。また、サウジアラビアの料理も食べることができサウジアラビアの文化にふれること

ができたのでとても良い機会になりました。現地の大学では日本語の授業があり、私は何

回かその授業のサポートに行っていました。日本語クラスでは、韓国人の先生が日本語を

教えていました。日本人のサポーターは、生徒の間違いを直してあげたり、会話の練習を

したりします。アメリカ人の生徒が頑張って日本語を勉強しているのを見て自分も頑張ら

なきゃいけないという気持ちになりました。 

 私が留学でアメリカに来ている間に、いくつか観光地を訪れることができました。主に、

ニューヨーク、ナイアガラの滝、ワシントンＤＣ、フロリダです。フロリダ以外は大学側

が留学生用に企画してくれたものですが、フロリダはサンクスギビングデーの期間を利用

し、自分たちで旅行の手配をしました。往路の一つ目の飛行機の離陸時間が変更になり、

乗り換えの飛行機が間に合わなくなるかもしれない、ということが起きましたが、スタッ

フに話し、無事乗り換えの飛行機の時間を一つ遅い便に変更してもらいました。自分の力

でできたのが嬉しかったです。 

 私は留学でアメリカに行く前まで英語を使って会話するという機会は日常で、全くとい

っていいほどありませんでした。また、大学の授業での必修でネイティブの先生が担当の

授業もありましたが、自ら積極的に話にいくこともなかったです。また、名古屋学院大学

にあるアイラウンジにも行くことはなかったです。正直、留学前は自分の英語に自信がな

く、外国人の人と話すことも苦手意識がありました。ですが、この留学を通して自分の苦

手だったスピーキングにも以前より自信をつけることができ、外国人と話す苦手意識もな

くなりました。さらに、他国の文化にも多く触れることができ、友達もできました。自分

の苦手なことにチャレンジして自分を変えたいと思っていたことを実行できたので、この

留学という機会を無駄にしなかったと思います。大学生活で、アメリカで生活していたよ

うに英語を使う機会はほとんどないと思います。引き続き英語の勉強をし、TOEICのスコア

アップを目指したいと思います。また、名古屋学院に日本語を勉強しにきている留学生の

手助けもできたらいいと思っています。この留学は家族や先生方など多くの方の助けがあ

って無事終えることができました。本当に感謝しています。これからも充実した大学生活
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を送っていきたいと思います。 
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中期留学報告書 

 

パシフィック大学 16F0195 ロドリゲス・ナミ 

 

アメリカについて３週間経ちました。一週間目は TOEFLのテストをやったり、大

学をまわったり、生活をに必要な物を買うためにいろんな大きなスーパーに行きました。

今までアメリカンドルとセントを使ったことがなかったので今でも何かを買う時にレジの

スタッフにお金を見せて必要な金額だけを取ってもらったりすることもあります。フォー

レストグローヴから約一時間半にポートランドがあって、栄えた大きくてとてもきれいな

街です。私はごはんを残すのは嫌で最初は全部食べるように頑張っていたけど、アメリカ

人の友達が boxあるから大丈夫だよと言ってくれて残すことなくどこに行っても boxがあ

るのは助かりました。マックでセットを頼むと、ドリンクは日本の Lサイズよりも大きく

て、お替り自由ということに本当驚きました。大きくて量も多かったのでお替り出来ませ

んでした。大学の警備員は２時間に一回学校の安全のため大学全体をまわるので安心して

大学内にいることができます。 

         

一ヶ月以上経った時に少しずつアメリカの生活に慣れて問題なく買い物が出来た

り、分からないことがあると近くにいる人に聞いたり、授業で分からないことはその場で

手を上げて先生に聞いたり、それとも先生のオフィスまで行って直接聞いたりしていまし

た。課題は毎日あって大変な時もあったけど、先生がおもしろくて、クラスメイトのみん

ながとても優しいので毎日の授業が楽しかったです。この月は初めてアカデミック的なプ

レゼンテーションをしました。プレゼンテーションをするために、自分が話すことをパラ
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グラフにし、プリントアウトをして、スピーチノートとメモの準備をしました。パワーポ

イントをプレゼンテーションの前の日に先生の E-mailアドレスに送るなど良いプレゼンテ

ーションのために新しいことたくさん学んで、準備は大変でしたがとても良い経験に繋が

りました。スピーチはプレゼンテーションと大きく違っていて、スピーチノートがいろん

なパラグラフに別けて書くのではなく短いスピーチは一つのパラグラフにして、Topic, 

Body そして Conclusionがはっきりと言える準備をしたりしました。毎週の月曜日はスペ

イン語の culture night参加をしていました。スペイン語の TAはアルゼンチンから来た方

で、アルゼンチンについて話してくれたことがたくさんあって、同じスペイン語を話すの

に意味が少し違う言葉が少しあって、同じ南米なのにペルーは夕食を７時か８時に食べる

のが一般的で、アルゼンチンでは１０時や遅い人は１１時に食べるのが一般的であって、

文化の違いを感じました。Japan nightという日本について学ぶ日本人とアメリカ人の学生

でお餅やおりがみを作ったりしました。お餅を作った日に高校で日本語を学んでいる Josh

という男の子の友達になりました。週に一回、もう一人の日本人女友達とパソコン室のよ

うな教室で英語の分からないことを教えてもらって、日本語の分からないことを二人で教

えていました。クラスメイトのほとんどがサウジアラビアの人たちで、この月はサウジア

ラビアの National Dayということで、学校で大きなアラビック式のパーティーが開かれて、

人生で初めて、アラビックコーヒーを飲んで、カプサというサウジアラビアの伝統的な料

理を食べて、伝統的な衣装を着て、ヘナもやってもらいました。 

  

日本を離れてから二ヶ月経った時は中間テストがあって、仲良くなったサウジア

ラビアの友達とアメリカ人の友達一緒に図書館で勉強をすることがたくさんあって、分か

らないことがあるとお互いで支え合いながら、先生に言われた通りに宿題をやって、プレ

ゼンテーションの準備をしていて、２週間ほとんど毎日授業の後に図書館に行って夜の９

時や１０時まで残ってずっと勉強をしていたことがたくさんありました。私にとって今ま
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でで一番大変な時期でした。テストの時期が終わるとアメリカ人の友達の Erick, Jeline, 

Olivia, Alexとサウジアラビアの友達とボーリングで誰が一番点数を取るのかを勝負した

り、Alexは少しギターが弾けるので、いろんな曲をみんなのためには弾いてくれたり、大

学の大きなグランドでみんなとサッカーをしたり、友達とゆっくりすることができました。

サウジアラビアでは誕生日を祝いことがないそうで、誕生日を迎えた友達がいて、その子

のためにみんなでケーキを買って、部屋をきれいに風船などで飾ってサプライズパーティ

ーをしました。その日に私は初めてカプサを友達のみんなと一緒に教えてもらいながら作

くりました。友達の初めての誕生日パーティーに参加をすることができて、その子だけで

はなく、みんなの大切な思い出になったので本当によかったです。サウジアラビアの男友

達でホームステイをしていた人がいて、家族が BBQをするからいろんな友達を呼んでみん

なでその子の家に行きました。家族に Audiという５歳のすごく可愛い女の子がいて、その

日ずっとプリンセスのドレスを着てみんなと一緒にトランプをやって、アルファベットを

学び始めたところだったので小さい紙に私の名前を書いてくれてプレゼンだよと渡してく

れた。今でもその紙を大切にしています。ipadで写真をたくさん撮ってらくがきをして、

ゲームもたくさんしました。Audiはずっと私のそばにいて、普段寝る前にベッドで本を読

んでもらってから寝るそうで、でもその日はリビングで私のそばでお父さんに本を読んで

もらいました。お父さんはとても優しく本を読んでくれて、Audiと私は静かにストーリを

聞いていました。Audiにとってはいい思い出にはなったかと思いますが、私はまるで自分

が子どもに戻ったようにお父さんが読んでくれるのを聞いて、三人でリビングのソファに

いた時のことを今でも私の中では忘れられない大切な思い出です。 

    

留学三ヶ月目が一番バタバタした月でした。合計でテストが 6個で、スピーチが

一をしました。勉強で頭がいっぱいになってしまって、寝不足の日も多かったです。全て

が終わると Thanks Givingというアメリカでは特別で、ほとんどのお店が閉まるほど大切

な感謝祭があって、私はとても仲良くなった、アメリカ人と結婚をした日本人の女性の方

のお家に 4日間お泊まりさせてもらいました。1日目は、娘さんと 3人で家の周りに落ちて

いた葉っぱなどをゴミ箱に入れたり、ライトを木に飾ったり、Thanks Givingのためのター

キーが次の日にすぐ焼けるように準備をして、パンプキンパイも作りました。気を使うこ
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となくみんな家族の一人として私と仲良くしてくれたので嬉しかったです。次の日が

Thanks Givingということだったので、その日はみんな早めに寝ました。2日間目は、家族

付き合いで仲の良い二人の娘さんがいる家族が家に遊びに来てくれました。お母さんたち

はご飯の準備をしていた間、私は子供たちとホームビデオをつくりました。一人一人にカ

メラを向けると恥ずかしがらずに音楽に合わせていろんな動きをしていて最初は驚きまし

たが、その内私も音楽に合わせて、ビデオを撮っていました。お父さんたちはリビングル

ームでいろんな話やジョークをしていました。Thanks Givingでは、 朝食を食べますが、

昼食を食べないで早めに夕食を食べるのが一般的で、その日は夕方の 3時ぐらいに夕食を

食べました。ターキーが本当に大きくて、全部食べられないと思っていたけど、美味しか

ったので全部食べました。ご飯のあとは、最初は子どもたちが wiiでダンスをしていて、

そのあとお母さんたちも中に入ってくれて、最後にお父さんたちもダンスをして、みんな

でダンスパーティーをして初めての Thanks Givingがとっても楽しかったです。３日目は

Black Dayということで、いろんなお店やモールをまわりました。どこに行っても 50%から

80%off が普通でたくさんのお買い物をしていた人がいっぱいいました。お買う物から帰っ

てきて、家族のみんなで、夜遅くまでトランプをしました。最後の日は、家族みんなで一

週をするのに車で 20 分ぐらいかかる本物のクリスマスツリーの畑に行って、家に飾るクリ

スマスツリーをみんなでいいと思った木を選んで、自分たちの手でその木を切って車まで

運んで、家で家族のみんなで飾りました。 

   

私は留学行く前にいろんなことが不安でした。でも、想像をしていたよりも友達

がたくさんできて本当に素敵な経験でした。今でも連絡をとっている友達がたくさんいる

ので、またアメリカに遊びに行きたいと思っています。留学では、涙が出るほど楽しいこ
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とや涙が出るほど大変なことがたくさんあります。それと共に「外国人」としてではなく、

人として様々なことを学び、「変わる」のではなく、何らかの形で自分らしく成長します。

学生の時にしかできない留学という貴重な経験をぜひしてください。 
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派遣留学報告書 

 

マドンナ大学 16F0120 坪井 瑠美 

 

 マドンナ大学で過ごしたこの３か月は私にとって忘れられない時間になりました。

マドンナ大学に来て最初の１週間はとても不安でした。日本人は私だけでなにを聞いても

英語で返ってくるのでなにをするにも理解するのに時間がかかりました。まず、私がここ

にきて学んだのは気持ちの切り替えです。ここに来る前日本で私は正直全く切り替えがで

きていませんでした。宿題をするのにも提出日の朝にあわてて終わらせたり、クイズなど

の前日は友達にコピーさせてもらって必死に覚えたりしていました。しかし、マドンナ大

学の生活はみんな金曜日、土曜日の週末は日本と変わらず思いっきり遊んで、日曜日には

朝早く起きて教会へ行き、午後からは宿題をする。とても切り替えがしっかりしていまし

た。そして、クラスではとても積極的になりました。教授がなにか質問したら競争になる

くらいみんな積極的でした。わたしはこのクラスの前向きな学び方が大好きです。そして、

なぜマドンナ大学での生活が私にとって忘れられない時間になったかというと、友達です。

ここに来る前はたった３か月で、さらに言語も文化も生活も考え方も違うので日本と同じ

ような友達関係が築けるのか不安でした。しかし、私はとてもたくさんの友達ができ、そ

してとてもかけがえのない友達に出会いました。私たちはたった３か月でしたがとても多

くの時間を彼らと一緒に過ごしました。そして彼らは私に多くの影響を与えてくれました。

私が難しい状況にいたときはそばにいてアドバイスをくれたりとても助けになりました。

私が嬉しいときには一緒にお祝いしてくれたり、本当に感謝してもしきれないくらいの優

しさをいっぱいくれました。なによりも、彼らから大切なことを教わりました。ここに来

る前、私は自分の将来について考えるのがあまり好きではありませんでした。なぜなら私

は就職するための資格や給料や年齢などを気にしていたからです。しかし、彼らは一番に

自分の好きなことを考え、さらにすでに行動にうつしています。私は彼らが有名になるの

がとても楽しみです。今、私はここに来れたことをとても幸せに感じ、そしてここを離れ

ることがとても悲しいです。たった３か月でしたが、この短い時を私は一生忘れないでし

ょう。ここで学んだことを忘れず、日本でも続けていこうと思います。そして成長して彼

らに会いにまた必ず戻ってこようと思います。ここに来れたのも両親や学校の様々な支え

があるのを本当に感謝しています。ありがとうございました。 
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中期留学報告書 

～挑戦～ 

 

メンフィス大学 17F0004 安藤 康平 

 

僕は２０１４年、『留学』という大きな挑戦をしました。自分にとって初めての海外だっ

たため多くの不安を抱えて日本を旅立ちました。飛行機のトラブルに巻き込まれ予定より

一日遅れてメンフィスに到着しました。最初の頃はホームシックになり、とても苦痛でし

たが１週間くらい過ぎたころからアメリカでの生活に慣れてきました。僕は寮でアメリカ

人３人と一緒でした。彼らはとても親切で、いろいろな物を貸してくれたりシェアしたり

しました。３人はとてもきれい好きでリビング・ダイニング・キッチンは常にきれいで過

ごしやすかったです。 

 大学の授業は IEIというプログラムを取りました。サウジアラビア人、ロシア人、メキ

シコ人、韓国人、台湾人、ブラジル人、バングラデシュ人、日本人と様々な国の友達と授

業を受けました。授業は本当に楽しく、日本とは比べ物にならないくらい充実していまし

た。授業中に理解できない事は、すぐに先生や友達に聞くようにしました。黙っていたら

何も始まらないと思い、とにかく思ったことを話すようにしました。アメリカの授業では

クラスメイトをお互いリスペクトしています。たとえ自分の発言が間違っていようが、そ

んなことは関係ありません。クラスメイトはナイスチャレンジ！と褒めてくれ尊重してく

れます。僕はそのようなアメリカの文化を気に入りました。日本にはそのような風潮はな

いので、僕が広めていこうと思います。（笑）僕はこのような文化に馴染んで、失敗を恐れ

なくなりました。迷ったらアクションを起こす、小さな失敗は気にならなくなりました。

しかし、自分の英語力の低さに悔しくなり、落ち込みかけた時もありました。そんな時も

とにかくトライする気持ちを持ち続けていました。「人間は失敗を経験して強くなる」とい

うことを日本にいるときにサッカーを通じて学んでいたので、アメリカで数多くある失敗

を受け入れることができたのだと思います。僕はメンフィスでの生活で毎日欠かさず行っ

ていたことが２っあります。一つは英語日記です。日本を出発してからメンフィス生活最

終日まで毎日書き続けました。授業で習った単語や表現を積極的に使うようにして、辞書

は使いませんでした。９月後半くらいからは、大分すらすら英文が書けるようになり、そ

れと同時に自分の書きたい内容を、より簡単な表現を使って書くという動作が自然とでき

るようになってきました。もう一つは IEIの先生との会話です。僕は授業が終わると IEI 

Office に先生と話に行っていました。その日の出来事や趣味、日本の文化についてなど、

たくさん話しました。授業後のこの時間は僕にとって、とても大切な時間でした。 

 僕はメンフィスでたくさんのパーティーに参加しました。パーティーでは、いろいろな

国の人と話したり、食事をしたりダンスをしました。日本では「パーティー」という文化

があまり根付いていないので、最初はとても新鮮でした。パーティーでは、たくさんの国
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の人達と話すことができるので、自分の英語力アップにつながると思い、ほとんどのパー

ティーに参加しました。ｌ日に２つのパーティーに参加したこともありました。 

 僕はこの留学で２回旅行しました。最初は日本人３人でシカゴに２泊３日で行きました。

世界的に有名な Willis Towerから見た絶景に感動しました。シカゴでは電車移動に挑戦し

ました。駅員さんに尋ね、無事目的地に着くことができました。電車移動を成功させたこ

とで少し自信がつきました。シカゴ旅行を通して、「周りに仲間が何人いようと、しっかり

と自分の意見や考えを持ち、それを行動に移すことの大切さ」を学びました。「人任せ」ほ

ど自分のレベルを下げるものはないと思います。とにかく分からないことは自分で調べた

り、アメリカ人に質問したりして解決しました。 

 2回目の旅行は１１月末に 2泊 3日でルイジアナ州ニューオーリンズに行きました。アメ

リカ生活３カ月を過ぎ、自分の力がどのくらい通用するのかを知るために、一人で行きま

した。そこではたくさんの問題が待ち構えていました。しかし、それらはすべて僕にとっ

て想定内のことでした。右も左も分からない地に行くということで、すべての面において、

相当の覚悟を持って行ったからです。様々なトラブルがありましたが、どれも自分にとっ

て貴重な経験になりました。ニューオーリンズは「ジャズミュージックの街」として知ら

れています。ニューオーリンズ内のどこにいてもジャズのメロディーが聴こえてきて、と

ても心地よい気分になります。最初はあまりジャズミュージックに興味が無かったのです

が、何度も聴いているうちに心惹かれるようになりました。また、ニューオーリンズはア

ート、海鮮料理でも有名です。僕はすべてを堪能しました。僕がこの旅行を成功できたの

は自分だけの力ではありません。旅行の準備を手伝ってくださった先生方、ホテルのスタ

ッフ、バスの運転手さん、毎晩連絡をくれた友達、彼らのサポートがなかったら、このよ

うなすばらしい旅行はなかったと思います。 

 僕はこの留学で数えきれないほどの「失敗」をしました。「失敗」は必ずしも良いことで

はないけれど、僕は「失敗」した分以上に「挑戦」しました。人間は必ず失敗をします。

失敗をしない人はいません。この考えがあったからこそ、僕は「失敗」をポジティブに捉

え次に生かすことができたと思います。この考えは絶対に忘れずこれからの人生を歩んで

いきたいと思っています。 

 留学の内定が１月末に決まり、４か月間のアメリカ生活。準備期間を含めるとちょうど 1

年になります。毎日の授業はもちろん、さまざまなイベントを企画し僕たちを成長させて

くれた IEIの先生方、クラスメイト、Conversation Partner。いつも優しく接してくれた

ルームメイト。日本では、毎日応援してくれた家族、留学前の課題や勉強方法など様々な

サポートをして下さった、I Loungeゆかさんはじめ、TA の皆様、今仁先生、そして留学内

定をもらってから今日まで、留学についての細かい手続きをはじめ、全面的にサポートし

てくださった国際センターの皆様。僕は本当に多くの方々のサポート、励まし、ご指導が

あり『留学』という大きな挑戦ができたのだと思っています。皆様には感謝の気持ちしか

ありません。本当にありがとうございました。僕の『大きな挑戦』をサポートしてくださ
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った方々の事を決して忘れず、これからの人生を全力で歩んでいきたいと思います。トラ

イ＆エラーを繰り返し、さらに成長できるように頑張りたいと思います。 

Thank you for all your support. I was not be able to succeed without your support. 

I really appreciate all you did. Thank you so much. 
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中期留学報告書 

留学中の経験とそれがもたらした変化 

 

メンフィス大学 17F0100 鈴木 雅史 

 

 私のおよそ 4 か月間の中期留学を振り返ると、その短い期間が自分の人生において強く

記憶に残る様々な経験が凝縮された貴重な時間であったことをひしひしと感じる。出国前

と帰国後の今を比較したとき、それら多くの経験を通して英語力など勉強面だけでなく多

くの物事に対する考え方や意識の変化が起こり人間的に成長できたという実感が持てるこ

とに満足している。しかし、このように留学が自分にとって良い思い出になるまでにはそ

れに伴う苦労を感じる期間も長かった。 

 そのように苦労を感じたのは言うまでもなく新しい地や経験に対して慣れるまでに費や

した時間が多かったからだ。それまで海外渡航経験がなかったということもその苦労を増

長する要因でもあった。さらに私は不運にもアメリカ到着までの道中から厳しいフライト

スケジュールや悪天候の影響によるフライトの遅延に見舞われてしまった。このハプニン

グによって留学生活が本格的にスタートする前の、英語が身の回りで当たり前に話されて

いる環境下に不慣れな状態で現地の人たちとコミュニケーションをとり、その状況を対処

しなければならなかった。このようなハプニングは毎年のように起こるということを事前

に聞いていたにも関わらず、いざ自分にそれが起こると大きな戸惑いと精神的な疲労が訪

れた。実際に留学先の宿泊寮に着いた後も本格的に授業が始まるまでの準備と新たな土地

での慣れない生活への対応を、溜まった精神的な疲労がとれない中、同時に行わざるをえ

なかった。 

 アメリカでの学校生活が始まる前、留学先大学では授業開始前のクラス分けのテストが

行われた。私が所属していた IEI(Intensive English for International)という留学生向

けプログラムではほとんどの授業が 1 から 6 のレベル別に分かれていた。それぞれの授業

では単位認定された後にそこから一つずつ上のクラスに上がることができるが、中期留学

の限られた短い時間の中では、初めからそれなりに上のクラスにいなければ期間内に上級

のクラスの授業を受けることができない。そのことを意識しテストを真剣に受け、結果的

にレベル 4 のクラスから始めることができた。そして授業開始日になりクラスメイトと顔

合わせをし授業を受けると、やはり周りと自分とのレベルの差を感じた。そう感じたのは、

向こうでの授業では、授業中に生徒が度々質問などで発言をし積極的な授業参加の姿勢を

見せる意識の高さが伺え、その様子にも圧倒されたからである。また、私が来る以前から

そのプログラムに参加していた生徒を見ると、所謂オンとオフの切り替えが上手く、授業

中と授業外のそれぞれで上手く他のクラスメイトや教員とコミュニケーションをとってい

た。元々私は自分自身を言葉や態度で表現することが苦手であり、かつ新しく出会った人

と慣れるまでに通常より時間のかかるタイプの人間である。さらにそれらを全て英語でこ
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なさなければならないということが留学先では当たり前の前提条件である。新しい地での

学校生活と学校外の生活の両方でコミュニケーションであったり勉強法であったり生活習

慣であったりと慣れなければならない問題が多々あり、留学生活最初の一か月は楽しみよ

りも苦労を感じる日々のほうが多かった。 

 そこで、私は周りにいる人たちを手本にすることを始めた。自分の周りの生徒で頑張っ

ているということが良くわかる人たち、また自分と同じ時期に来た日本人留学生たちと話

を聞く機会が学校生活の中で自然にあり、彼らがどのような目標を持ってどのような考え

方や方法で留学生活に臨んでいるのかということを知ることができた。また、慣れない生

活の中で知っておくべきことなどを教員の方々と話すこともあり、同時にその人たちから

も個人的な話を聞くこともできた。それら周りの人たちとの話を通し彼らの持つ意識の高

さや明確な目標などから影響を受け、結果的に自分を省みて彼らと比較することで、自分

がその先どのように頑張っていけばよいのかと考えることが多くなった。留学する上で、

もしくは英語を学ぶ上での目標が曖昧で不明瞭だった私は、先ずアメリカでの貴重な時間

の中で自分から知らないことや興味のあることに英語コミュニケーションを通して知る、

経験するということを目標にすることにした。私がその目標を設定した時にとても良かっ

たと感じたことがある、それは私が所属していた IEI がその目標を持ち勉強する上で非常

に良い環境だったということだ。英語を学ぶという共通の目的を持った様々な人種の人々

がひとつの場所に集まっており、かつ生徒と教員のどちらもが親身に助け合っているから

だ。 

 授業はレベル別に分かれ、かつ大抵のクラスで顔ぶれが大きく変わることが少ないため、

数週間経って気付いてみれば皆がお互いのことをよく知るような関係になっていた。さら

に授業によっては会話が中心である、もしくはペアワークが多くなるということもそれを

助長する要因であった。また、定期的に IEI では留学生向けのパーティーを開くこともあ

り、普段学校であまり接点のない生徒や教員とも話す機会を IEI 側から積極的に設けてく

れたため、全生徒と教員との繋がりがとても強いものであったと感じられた。なので学校

やプライベートの両方で世界各国から来た生徒たちの話を聞き、彼らがどのような文化の

バックグラウンドを持っているのかということを知ることができ、その度に驚きを感じた。

そのような話題の中には当然私的な、デリケートな部分に直結する部分もあったが、なに

か悪い雰囲気や気持ちを抱くことは少なく、逆に家族や身の周りの環境、それらにかんす

る自分の考え方などで新たに影響を受けることが多かった。このように自らの知らなかっ

たことを英語での会話を通して教え、知るということは自らで立てた留学中の目標につな

がっており、そうして新しいことを知ることのできる喜びが、英語をもっと積極的に使っ

ていこうという気持ちにさせる大きな原動力にすることができるようになっていた。 

 最終的に留学序盤の長く感じた数週間は短い 4 か月となり、共に毎日のように同じ授業

を受けてきた仲間たちと喜びと悲しみを共有した。自分では最初は不安しかなかったよう

な留学生活が良い成績と共に課程を修了し、結果的になにごとにも代えがたいとても貴重
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な体験になったという事実には自分でも努力が実った良いことだったと感じる。終わりよ

ければすべてよしの言葉のように留学生活最後は満足感に満ち溢れているが、そこに至る

までにはいくつもの苦労があり、その度に自ら解決策を考えるという辛い日々があったの

もまた事実である。良い結果を招くには相応の時間を努力に費やさなければならない、そ

のような当然のことと自分の知らなかったことの両方に気付くことのできた留学生活であ

った。 
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中期特別留学報告書 

～上海留学～ 

 
華東師範大学 18F1001 荒川 侑菜 

 

八月から半年間中国上海に留学してきました。実は私はこの留学に行くことはあまり考

えていませんでした。留学自体には興味はあったのですが、一年生のうちから留学すると

は考えていませんでした。思いのほか学科内でのこの留学プログラムへの参加者も多く、

私も少し考えてみようと思い、先生や先輩からこの留学プログラムの話を聞き考えた結果、

私が日本に残る理由も特に無いと思い留学を決めました。私にとってこの留学は実ははじ

めての海外でした。はじめての海外が留学、さらに半年。少し不安に思うことも留学前あ

りましたがそれ以上に私には好奇心がありました。留学を決めたからにはやりたいことも

たくさんあって、この留学を自分にとってどんなものにしたいか考えました。まず海外と

いうものをざっくり身をもって知りたかったということと、家、親や親しい友達と離れた

自分がどうなるのかを知りたかったということ、それから団体行動やみんなで何かをした

りということが苦手だった自分にとって中国コミュニケーション学科という団体での共同

生活はきっといろいろ考えさせられることがあるなと思ったから、それから留学先には韓

国人も多いとのことで個人的に韓国に興味を持っているので韓国人との交流のきかっけに

しようと思い、この留学には出国前から本当にたくさんの期待と希望をもっていました。

日本では気付けないであろう新しい自分の発見を期待してこの留学にいきました。もちろ

ん現地へ行くので中国語の上達も大事だとは思うんですがそこまで勉強のことは意識せず

中国留学へ行きました。 

この留学ではほんとうに想像もしてなかったことがたくさんありました。 

中国に来てすぐは分からないことも多く日本人で固まることも多かったのですがある程度

なれたら意識して日本人からは離れました。やはり意識的に外国人と交流しようと少しは

考えないと中国コミュニケーション学科という団体で日本人が身近にいる環境に甘えてつ

いつい楽をしてしまいます。きっと中国コミュニケーション学科だけでの関わりだけでも

半年中国で過ごすことは可能です。ですがそれ以上を求める必要が自分にはあると感じま

した。同じ大学から同じ日に同じ条件で学科みんなできた留学だけれども私は私の留学生

活を、他の誰かとはまた違うような留学生活を送ろうと決めていました。まず外国人の友

達をつくろうと思いましたが外国人との交流に力をいれたいとは言ってもなかなか積極的

でなかった私はまず外国人に対して積極的な日本人の友達といるようにして外国人の友達

の輪を広げました。用事なんてなくても出会ったら連絡先をひたすら交換しました。やり

すぎかなと思うくらい積極的でないと日本人の場合外国人とは一緒に楽しめないなと感じ

ました。日本人は他の国に比べて消極的などと聞いたことはありましたが、まさにそれを

実感しました。授業でも遊んでいるときでもなんとなく日本人はアクティブさにかけると
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感じました。今回の留学でもやはり中国コミュニケーション学科のなかでもアクティブな

子が留学を満喫していたようにも見えます。ほかの外国人からみても日本人はおとなしく

見られがちかなと思います。確かに私も積極性に欠けるなと自覚があったのでこの留学で

そんな自分も変えてしまえるなと思い何事にも外国人におくれをとらないほどアクティブ

に取り組みました。すると今の自分のほうがなんだか好きだなと思えるようになりました。

仲の良かった韓国人の友達にも、留学には開放的な考え方と積極性が大事だよと教わりま

した。そのような考え方と積極性を持つようになってから留学生活がガラッと変わって本

当に楽しめました。ただ完全にそのような自分に変われたのは帰国 2か月前ほどからで、

もっと早く変われればもっと楽しめたかもしれないのになと少しだけ悔しいですが、この

留学で得た積極性と開放的な考え方は必ず帰国後の自分に役立つと思います。また、私は

まだ留学をする予定なのでその時に必ず役立ちます。日本では非常識なことが海外に出る

と常識であったり、日本の常識が海外では非常識であったり国が違うとこんなにも考え方

や物のとらえ方も違ってくることに違和感より興味をもち、おもしろいなと感じました。

中でも印象的だった出来事は、韓国人の友達の部屋へ遊びに行ったとき私は「おじゃまし

ます」と日本語で言いました。韓国人に日本では人の家にあがるときにこういうのが普通

だよというと、「本当にお邪魔します。そう思ってるの？思ってないのにそんなこと言う

の？気持ちがこもってないのにいうの？」まさかこんな風にとらえられるとは思ってもい

ませんでした。確かに決まり文句みたいなもので感情をこめていうような言葉ではないの

でその韓国人の疑問に納得しました。どうやら日本にある社交辞令やこういったお邪魔し

ます。違和感があるようでした。「日本人はなぜ思ってもないことを口にして本当に思って

いることを言わないのか、猫かぶりだ」と言われました。このような海外からみた日本の

疑問やとらえ方が本当に新鮮で面白かったです。 

中国語の勉強はわりと楽しみながらできたと思います。友達とのメッセージのやり取り

だったり、外国人とお話したり、ご飯たべたり、宿題教えあったり一緒にいれば必ず中国

語を話さないといけないわけで楽しく勉強できます。机に一人で向かう時間はあまりあり

ませんでした。文法だけは自分で勉強が必要だと感じましたが、単語やスピーキング、ヒ

アリングは一人で勉強なんてもったいないと思います。お互い知らない単語は中国語でな

んとか説明して教えあったりすれば、単語の知識も増えて、さらにその単語の説明を自分

が話したり、相手から聞くだけでスピーキング、ヒアリング、単語全部一緒に勉強できて

しまいます。外国人とお話したりすることは、はじめはすごく緊張しました。自身もなく

て通じるのかも不安で、正直最初は何を言っているのか全く分からないのですが、不安で

も自信が無くてもまず外国人と一緒にいるようにしているといつの間にか意思疎通ができ

るようになります。初めのころは辞書を片手にいつも外国人と交流していたんですが、慣

れてくる外国人の友達に「辞書なんてもういらないよ！わからない単語は中国語で説明し

あおう」と辞書は使わせてくれませんでした。このような無茶をあえてするほうがうまく

いった気がします。思い切りと根性だけでまだ自分の中国語は十分伸びることができると
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思いました。 

またこの留学で本当に人の温かさ、友情っていいなと感じました。なんだか心が洗われ

たようなそんな気分です。この留学で生涯大事にしたいと思える友達がたくさんでき嬉し

かったです。また、そんな友達と帰国後も連絡を取り合ったり、お互いの国へ遊びに行っ

たりそんなことができることも嬉しいです。私の場合、韓国へ留学を考えていて私が韓国

へ留学を考えていると韓国人の友達に言うと「いつ来るの？その時は必ず連絡してね！ご

はんに連れてってあげるよ。それから韓国語で分からないことがあったら聞いてね」と本

当に良くしてくれます。また逆に日本語を勉強している外国人もいてそういった外国人を

みるとなんだか嬉しく思いました。時々日本語の勉強を手伝ったりもしました。 

なんだか本当に色々な国からいろんな条件が一致してこの半年間の間にたくさんのいい出

会いができて本当に良かったです。ここでできたつながり、経験は一生ものだと思います。

今私はとても向上心があり、希望に満ちています。なんだか留学によって本当に自分は変

わったと自信があります。この留学は私にとって人生の第二のターニングポイントになり

ました。この留学を応援してくれた人みんなに感謝しています。 
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中期留学報告書 

 

 華東師範大学 18F1004 伊藤 涼太 

 

１０月は国慶節休みや留学生運動会、ハロウィンなど、様々なイベントがあった。まず、

国慶節休みは焼き肉食べ放題とボーリングに行った。こっちに来て初めての焼き肉だった

から嬉しかったが、胃がすごく痛くなった。もう少し調整して食べればよかったと後悔し

た。あと、日本食が食べられる店にも行った。そこカツの定食を食べたが、すごく美味し

かった。こっち来て食べた肉の中で一番の味とボリュームだった。 

 １０月に入り、空気が悪くなる日が増えた。街が霞んで見えることもあり、息がしづら

い。でもそんな空気が悪い中で、外国人がマスクをしていないことに驚いた。あまりにも

付けていないので、自分が気にしすぎなのかと思うくらいだった。ｐｍ２．５の影響か、

咳が結構酷い時があった。風邪をこじらせたのもあるかもしれないが、2週間くらいずっと

咳こんでいた。これから冬になるにつれさらに空気が悪くなると聞いたから、そろそろｐ

ｍ２．５対応のマスクを買おうと思う。中国の大気汚染問題に直に触れ合えたのだけ良か

ったと思う。 

 最近、授業に少し余裕が出てきた。授業開始当初は周りを見ると外国人だったから落ち

着かなかったが、これが普通だと思うと何も感じなくなった。グループワークの時などは

まだ少し緊張するが、何とかやれていると思う。 

 ハロウィンでは、前日の３０日にグローバルハーバーでお菓子を買っておいて、当日に

クラスメイトと先生にお菓子をあげた。出来れば日本のお菓子をあげたかったが、あいに

く手持ちになかったので、こっちで買ったお菓子にした。喜んでくれたみたいなので良か

った。本来は仮装をしてお菓子をもらうらしいが、自分は仮装をしていなかったし、周り

の外国人も仮装をしていなかったからそのまま渡した。その夜、エレンズカフェでハロウ

ィンイベントがあったから行ってみたら、思ったほどイベント感満載というわけではなか

った。音楽が鳴り響いて、内装もハロウィンぽくしていたが、客が静かだった。もっと騒

いでるのをイメージしてたから、少し拍子抜けした。客はそれぞれのテーブルでおとなし

くしてたから、外国人とコミュニケーションがとれなかった。仕方ないので、料理を食べ

てゆっくりしてから帰った。自分の予想したハロウィンとは少し違ったが十分雰囲気は楽

しめた。 

 クラスメイトと一緒に３Ⅾミュージアムにも行った。普段話さない外国人とコミュニケ

ーションをとる絶好のチャンスだったので参加した。３Ⅾミュージアム専門の店を想像し

ていたが、デパートの中の一角にある店だったので驚いた。デパート内にあったから中は

大したことないと思ったら、結構本格的だった。自分の知っている内容のやつや、全く知

らないものまで、たくさんの種類があって楽しめた。一緒に来ていた授業担当の先生も、

とてもフレンドリーなので一緒に見たり、写真を撮ったりした。 
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 10月の中旬に留学生運動会があったが、種目のエントリーをしてなかったから自分は参

加しなかった。そのかわり、観客席から観戦してた。最初に思ったのは、開会式がグダグ

ダだった。整列もまともにしていないし、どこで区切られているかも分からない。留学生

運動会だから、前準備ができていなかっただけかもしれないが、やるなら事前にしっかり

準備してほしかった。スタートはグダグダだったけど、種目はかなり盛り上がった。綱引

きは外国人らしい力強い勝負が見れた。リレーでは、種目に出てた選手の瞬発力に驚いた。

外国人が走ってるところを見ると、日本人とは全く違い、バネが凄かった。 

短距離では勝てないなと思うくらいの差があった。普段と違う雰囲気だったから、見てる

だけでも十分楽しめた。 

 以上で報告を終わります。 
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中期特別留学報告書 

～留学を通して人に感謝～ 

 

華東師範大学 18F1006 植村 未帆 

 

 私は半年間中国の大都市上海の華東師範大学に留学しました。そして私が半年間の特別

留学を決意した経緯、現地で学んだこと、身をもって実感した留学生活の大変さや辛さを

まとめてみました。もしまた留学の機会があるのであれば自分の経験をもとに次の留学に

生かせたらいいなと思います。 

 まず留学を決意したきっかけは大学に入学し先生方から特別留学のお話を聞いた時でし

た。しかし最初は迷っていました。中国、中国人が怖いというイメージを持っていたから

です。犯罪が多い、食べ物が危ないかもしれないと勝手な想像をしていました。じゃあな

ぜ中国語学科に入学したんだと言われたら話は終わってしまうのですが、、、。ですが母に話

したら『せっかく外国語学部に入学したんだから留学を経験しておいた方がいいと思う、

お母さんは賛成だよ。』と言ってもらえました。母は今の上海はすごいよと言っていました。

私は上海のことをネットでたくさん調べました。するとイメージとは違い大都市でした。

留学を決意したはいいものの父には反対されました。留学の話はいつか聞かされると思っ

ていたもののまさか入学してわずか三か月だとは思わなかったみたいです。中国の治安や

中国人との考え方の違い、差別を受けるのではないかとかいろいろ言われました。 

 特に私の場合国籍が韓国なので差別のことはすごく心配されました。一緒に父と住んで

いない分説得は大変でした。でも父は最終的にはチャンスをつぶしたくない、健康な体で

帰ってきなさいと応援してくれました。また、当時のバイト先は人手が少ない状況でした。

なので店長に辞めます。というのはすごく勇気がいりました。なのでまず仲の良い信頼で

きる社員さんに相談したら社員さんから店長に言っていただきました。ですが店長からは

『みーちゃん(私)の口から聞きたかった』と言われてしまいました。私はこの時すごく失

礼なことをしたと思い後悔しましたが店長から『また戻ってきてほしいと』と言っていた

だいたときは感謝の気持ちと絶対に成長して帰国しようと思いました。みんなのおかげで

留学準備も進み気持ちよく出発することができました。周りの人たちに感謝です。 

 2014 年 8 月 9 日の朝早くにセントレアに着きました。出国ゲートを出る直前に母に思い

切り抱きしめられたときに半年間会えないんだなと思った時に少し泣きそうでした。上海

に着いたその日は雨でした。バスに乗って空港から上海の中心部へ向かう途中高層のマン

ションがたくさん立ち並んでいました。ここはイメージ通りでした。道路にたくさんの車

やバイクが走っていました。中国上海は自転車大国だと思っていたので自転車よりも多く

のバイクや原動機付自転車にビックリしました。八月中は予習復習を込めた短期の授業を

受けました。先生が中国人の方で最初は全然わからず授業についていくのも一苦労でした。

ですが先生が優しく楽しく授業をしてくれたので私たちも少しずつ慣れ、最後のほうでは
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楽しく授業に参加していました。しかし九月に入り多くの外国人留学生が増えクラスに日

本人が２人しかいない状況でとても戸惑いました。みんな英語を話していたので、、、ここ

で英語の大切さを改めて気づきました。クラスメイトともコミュニケーションが取れない

まま１０月中旬になってしまいました。このままでは留学に来た意味がないと焦っていま

した。しかしそのころに２泊３日の南京への旅行の話を聞かされました。最初はどうせク

ラスに友達もいないしと参加する気はありませんでした。しかし今後旅行に行く予定もな

いし南京なんてもう一生行かないと思うし参加しようと思いました。初日はクラスの人と

行動せずに日本人の友人と行動していました。クラス写真に２，３枚参加して終わりまし

た。自分でもよくないと思っていましたが行動に移せませんでした。しかし初日の夜にク

ラスのグループチャットに私の写っていないたくさんの写真が貼ってありました。すごく

寂しかったです。明日こそはクラスの人たちと行動しようと思い次の日に会話に頑張って

参加し一緒に行動しました。先生が気を使ってたくさん話してくれました。写真もたくさ

ん撮れました。その日の夜にクラスの人がグループチャットでご飯食べに行こうと言って

いました。誰も返信していませんでしたが私はチャンスだとおもって勇気を振り絞って『行

きたい！』と返信しました。そしたら何人かがじゃあ行こう！と参加してくれました。地

元では有名な麺を食べに行きました。ご飯を食べているときに韓国人の子と仲良くなりま

した。その子は普段から授業中もみんなの輪の中心にいるような子でした。その子はカヨ

ンちゃんといいます。みんなが普段カヨンちゃんの周りに集まる理由がわかりました。私

にもわかりやすくお話をしてくれたのでとても楽しかったです。旅行から帰ってもカヨン

ちゃんは仲良くしてくれました。先生たちとお昼ご飯食べに行くから一緒に行こうと誘っ

てくれたり、写真展にも誘ってくれるようになりました。一緒に参加するうちに先生やほ

かのクラスメイトとも仲良くなっていました。それから毎日の授業がとても楽しかったで

す。カヨンちゃんには感謝してもしきれないです。最終日に留学生のパーティーがありま

した。最後のお別れなのになぜか最後という感じがしませんでした。またカヨンちゃんや

先生と会えるだろうというそんな気がしていました。しかし最後にカヨンちゃんに日本の

お菓子をプレゼントしたときに手作りのミサンガを私にくれました。その時にカヨンちゃ

んへの感謝の気持ちを伝えていると二人とも泣いていました。私は上海で本当にいい友人

に出会えたなと思いました。カヨンちゃんや先生、クラスメイト１－３Ｂで本当によかっ

たです。正直つらいことは沢山ありました。なんで私がこんな目に合わないといけないの

かいけないのかとかたくさん悩みました。ストレスで歯ぎしりまでしていたらしいです。

笑 しかしせっかくの留学、くだらない人間のために私が悩むことはないと思いました。

留学で感じたことはやはり現地で中国人、外国人相手に中国語を使うのが一番の成長だと

思いました。次の留学ではお金のことも踏まえしっかりと貯金して挑めたらいいなと思い

ます。これからの目標は半年間学んだことを忘れないように毎日勉強します。ケーブルテ

レビの中国ニュースを見たりしてもっと耳を中国語に慣らしていきたいと思います。半年

間応援してくれた親に感謝します。 



131 
 

中期特別留学報告書  

～日本と世界～ 

 

華東師範大学 18F1008 大塚 あずさ 

 

８月から１月まで、上海へ。中国語を学ぶのはもちろんだが、私は、日本とは違う文化、

習慣を多く学ぼうと努力しました。 

８月は日本人と同じクラスですべて中国語で授業。今まで日本語での授業しか受けてこ

なかったから、授業で使う中国語をなにも知らず、かつ先生の話が聞き取れずとても苦労

した。夏休み期間中で、寮にも外国人は少なかった。食堂や道にはいたが、コミュニケー

ションは全部英語でなければとれない感じで、８月は全く友達ができなかった。９月にな

り、だんだん寮に人が増えてきて、同じ階の韓国人、マリ人と仲良くなれた。この人たち

とはとても深い仲になれた。いよいよ９月中旬から授業が始まった。授業をいざ受けてみ

ると、すでに先生の話していることが７割以上聞き取れていたから、クラスのレベルを上

げようとしたが、テストをもう一回受けないといけなかったり、教科書がもらっているも

のと違いいろいろ面倒だったから、結局クラスを変えなかった。後々この選択が一番よか

った。日本人と、イタリア人が多いクラスで、いろんな国の人がいるクラスだった。１０

月は運動会とハロウィンがあった。私のクラスはわりとみんな団結していて、運動会も自

由参加なのに、みんなで綱引きにでたり、リレーしたりした。私は綱引きに参加した。綱

引きという言葉的に、日本にしかないものだと勝手に勘違いしていたけど、どの国の人も

知っていてびっくりした。練習していないのに、みんなのおかげで２位になれた。これを

きっかけに今まで席が遠くて話したことがなかった子たちと仲よくなれて、このときに撮

った写真はとても宝物。ハロウィンの日は、ハロウィンだからといってなにかするわけで

もなく、普通に過ごしていたら、中国人の小学生たちがわざわざ寮の部屋までハッピーハ

ロウィーンってしにきて、びっくりした。私がこの子たちくらいの時は、なにもしていな

かったのに、と思った。結局、友達とバーに。たまたま居合わせたクラスメイトたちがい

ろいろな仮装をしていて、とっても可愛かった。この日の夜はすごく記憶に残っている。

１１月の上旬に、旅行があった。行くか行かないかとても迷ったが行ってよかったなと今

は思う。もしこのとき行っていなかったら、この留学中ほかの都市へ行かなかったから、

良い経験ができた。旅行の内容としては、お寺を回ってばかりで、日本にもお寺はあるか

らなにも珍しくなく、少し物足りない気がした。しかし、ヨーロッパ系の人たちは珍しい

のかたくさん写真を撮っていて、満足そうだった。１２月はクリスマスがあった。中国な

のに、イルミネーションがすごくきれいで、イルミネーションをしている場所が多かった。

中国では、旧正月を祝うから、年越しは、そんなに派手ではなかった。１２月３１日まで

授業があった。１月にはテストがあった。クラスメイトと結構仲よくなかったなったころ

にはお別れで悲しかった。 
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私は、英語が話せるわけでもないし、中国語が達者に話せるわけでもないのに、なぜか

外国人のお友達がたくさんでできた。イタリア人の子たちは、わたしがよく写真撮るのを

おもしろがったり、写真撮るときの私のポーズをおもしろがってくれたり、iPhone ケース

を気に入ってくれたりして、私のことを可愛がってくれた。お別れの時には、アイドルっ

ていってくれたり、日本人で一番のお気に入りだよって言ってくれた！イタリア人たちと

話をしていて私が中心になることもあって、本当に貴重で幸せな時間が過ごせた。お気に

入りのイタリア人に、最後、がんばれって日本語で言われたのが、本当に一生忘れない思

い出になった。 

ロシア人とも、仲良くなった。ロシア人と日本人はあまり合わないと最初感じた。あま

り笑わないし、仲良い人としか話してなくて人見知りの子が多いのかなと感じた。韓国人

もおなじようなことを言っていた。けれど、だんだん相手が心を開いてくれたのか、笑っ

てくれるようになったし、外に一緒にご飯を食べに行くこともあった。私がロシア語勉強

したいって言ったら、わざわざ長い時間をとって発音から、きちんと教えてくれた。次の

日から、簡単なロシア語を使って話しかけてくれたり、その都度その都度新しいロシア語

教えてくれたり、すごく良くしてくれた。ロシア人と仲良くなるためにはたくさんの時間

がいるなと感じた。 

そして、華東師範に通う本科生の人にもたくさんお世話になった。トルクメニスタンと

いう国の名前を今まで聞いたことがなかったのに今では６人も友達ができた。一人のトル

クメニスタン人の本科生の子から、カザフスタン人の本科生や、ロシア人の本科生、さら

には他の大学の本科生の子とも仲よくなれた。本科生だけあって、私より中国語が話せる

からたくさん勉強させてもらった。 

私は、この、イタリア人とロシア人、本科生の子たちのおかげで中国語が上達したといっ

ても過言ではない。 

そして、文化の違いも学びました。一番は時間です。日本は本当に時間がきっちりしす

ぎている。外国人と遊ぶ約束をして集合時間を決めても、ほとんどの人が遅れてくる。日

本人だけがきっちりくる。授業でさえも、先生すら授業開始時刻に来ないことも毎日のよ

うにあったし、授業のあとの休憩時間もルーズだった。あるイタリア人と遊ぶために、集

合時間を決めたとき、あなたはいつも時間ちょうどにくるからすこし遅く来てと言われた。

だったら、集合時間を遅くすればいいと思った。そして、中国にはムスリム料理屋さんが

たくさんあった。あるお友達は、ムスリムを信じていて、豚肉食べないし、テレビで見た

ことあるようなお祈りを一日に何度もしていた。宗教については理解できなかった。どう

いう気持ちで信じているのか。ある日、友達のロシア人になんで前髪短いの？って聞かれ

た。流行ってるの？って。でも、日本では当たり前すぎてその質問をされたときはとって

もびっくりした。確かに周りの子たちを見てみると、中国人含め、多くの女の子が前髪を

センター分けして、長いのが当たり前だった。中国人の女の人の大部分はメイクをしない

のに、ネイルのお店が多いのが不思議だった。物乞いというか、お金くれってやってくる
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人が本当に多い。韓国に行ったときもいたが、こんなにも多くはなかった。道にいるのは

もちろんだけれど、電車の中にもいるし、信号待ちしている車一台一台まわったり、横断

歩道にいる人、ひとりひとりにまわってお金をもらおうとしていた。物乞いをする人たち

は、服着ているし、防寒具ももっているし、なにより生きているなら、あげる必要がない

と私は思った。もしあげてもやくざに全部お金がいくと聞いたことがある。それにもかか

わらず、中国人でもお金あげている人がいたし、外国人のお友達もあげていた。そのお友

達に、なんであげるの？って聞くと、いつか恩が返ってくるかもしれないからと言ってい

て、優しいなと思った。日本にはこういう物乞いはいないとイタリア人に言ったら、びっ

くりしていた。スリをしている瞬間を目の前で見たときは衝撃的で、本当に注意しなけれ

ばと思った。ある中国人のお友達に、兄弟とか欲しい？って聞いたら要らないと言ってい

た。私は、上に欲しかったなとか思うけど、彼らはそう思っていなかった。考えてみると、

周りはみんな一人っ子で、兄弟いる人がいないから、周りを見てうらやましいなど思わな

いから、兄弟が欲しいと思わないみたいで、中国ならではだなと思った。そして一番勘違

いしていたことは、日本のことがどの国の人も好きだと思っていたけど、日本が好き、行

ったことある、行きたいという人なんて２．３人しか出会わなかった。日本のアニメやカ

ルチャーが海外で、とか、テレビで見たことあるけど、まだまだそんなのほんの一部分の

人だけで日本はまだまだだと思った。日本のブランド名、富士山、さくら、これくらいな

らだいたいの外国人が知っていた。でも、想像していたより知らな過ぎたから、もっと日

本のことも知ってほしいと思った。日本からでなきゃ気が付かなかった。 

英語でコミュニケーションがとれても、あまり仲よくなれないのかなと見ていて感じた。

やはり、母国語が同じ人とのほうが仲間意識が生まれるのか、仲よくなりやすいと。いろ

んな国の言葉が話せるようになりたいと心から思った。 

中国語の勉強もまだまだ満足していないし、外国語の勉強もしたいし、外国との文化の

違いもおもしろいからまた機会があればぜひ留学して、現地で学びたい。それを学んで将

来にどういかしていきたいかはまだ明確に決まってないが、日本にいる間に見つけたい。

とても貴重な体験ができて、留学に行ってよかったと心から思います。 
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中期特別留学報告書 

～夢のような生活～ 

 

華東師範大学 18F1010 小田 里奈 

 

 「１９年間で一番充実した半年間だった。」「楽しかった。」 

振り返るとこの言葉しか出てきません。８月９日から１月１５日までの特別留学で上海に

行ってきました。中国と聞いて空気が悪い、水が汚い、反日などあまりよくないイメージ

を持っている人も多いと思いますが実際行ってみると全然違います。上海はそれほど空気

が悪いと感じなかったし、水道水は飲めませんが別に濁っているわけではありません。私

が一番留学に行く前に一番気にしていたのは日中関係でした。とても仲が悪い印象だった

ので、中国人は日本人に冷たいのかな、日本人と話してくれるのかな、いろいろ心配して

いました。しかし上海に着いてわりとすぐにその不安は消えました。中国人全員がそうと

は限りませんが「どこから来たの」と聞かれ、「日本です」と答えてもニコニコとした態度

は変わりません。上海で中国人と話していて分かったのですが、どうやら中国人は日本は

嫌いですが日本人は好きなようです。「中国語で分からないことがあったらいつでもチャッ

トしていいよ」と言ってくれました。本当に親切にしてくれます。また、日本語を教えて

ほしいという中国人もけっこう多いです。これは中国人だけではなく、他の国から来た留

学生も同じです。私が他の国の言葉を知りたいように外国人も同じで日本語を知りたいん

だなと感じました。教えた言葉を話してくれるととてもうれしいです。留学は知らない国

を知るための良い機会だとも思います。留学に行かなければ出会わなかった国の人、知ら

なかった国の人に出会うことができます。よく外国人に、日本人は漢字を見てだいたい意

味が分かるからうらやましいと言われていました。しかし、私からすると間違っていても

話してみよう、分からなかったらとりあえず聞いてみよう、という精神の欧米人がうらや

ましかったです。この留学を経験して少しずつですがそのような気持ちが生まれました。 

 授業は初めは難しくて同じクラスの日本人に聞いたりして乗り切っていましたが、日本

人がどんどん他のクラスに移っていき聞ける人が少なくなっていきました。それからは予

習をしようと決め、自分で勉強をする努力をし始めました。するとだんだん授業に対して

難しいとか嫌だなという気持ちが薄れていき慣れていきました。日本の大学ではクラスに

いろいろな国の人がいるということはもちろんあまりないことですが、一番新鮮だったの

がおじいちゃんと同じクラスで同じ生徒という立場で勉強していることでした。その人は

日本人だったので余計に新鮮でした。彼には本当に親切にしていただきました。私が授業

を休んでテスト範囲が聞くことができなかったときは彼がわざわざテスト範囲やテストの

開始時間を連絡してきてくれました。本当によく気にかけてくださってありがたかったで

す。外国人だけではなく日本人とも仲良くすることも大事です。私はたくさんの日本人の

友達ができました。中国語を学びに行っているので日本語を使うことはあまりよくないで
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すが日本人と話しているときは息抜きをしているような時間でした。出身地もみんな違う

ので住んでいる県について聞いたりしていました。日本各地を知る良い機会でもあります。 

 私は留学中わりとよく出かけていました。物価が安いので外にご飯を食べに行ったり、

買い物をしたりすることが多かったです。上海の食べ物と言えば小籠包です。日本で食べ

るとだいたい５００円から７００円くらいしますが、上海は安いところだと２００円以下

で食べられます。もちろん味も最高においしいです。他にも私がよく食べていたのがエッ

グタルト、焼小籠包、屋台の焼きそば・羊肉です。どれも本当に値段が安いです。留学で

なく、旅行で上海に行く人にもぜひ食べてもらいたいです。上海の焼きそばはソース味で

はなくて醤油味です。老抽という中国の醤油を使っているようです。人それぞれですが私

はソースよりこっちの味のほうが好きで本当によく食べていました。中国の屋台だし衛生

的に悪そうと思うかもしれません。実際にお腹を壊している人もいましたが、普通は大丈

夫だと思います。私は中国の食べ物を食べて一度もお腹を壊すことはありませんでした。

その他に中国料理ではありませんがカフェにハマりました。日本ではスターバックスしか

行かなかったのですが、上海には至るところにカフェがあるのでよく入っていました。決

して値段が安いわけではありませんが、店内のデザインが凝っていて落ち着くのでよくテ

スト勉強をするのに利用していました。食べ物がおいしいので私は上海に来てから６キロ

も太りました。夏はアイスが安くておいしいのでほぼ毎日食べていましたし、中国料理は

油と量が多い上においしいのでつい食べ過ぎてしまいます。買い物は出かけるたびにして

いました。服も靴も雑貨もお菓子もＣＤ・ＤＶＤもなんでも買っていました。私がしょっ

ちゅう衣類を買っていたのは七浦路というところです。衣料品市場のようなところです。

事前に先輩から安いしあまり質がよくないと聞いていたので、捨ててくるにはちょうどい

いなと思っていました。しかし思ったほど質が悪くなく、デザインも可愛いので予想外に

たくさん持って帰ってきてしまいました。偽物市場というところもあります。そこにはブ

ランド品がたくさん売っています。ＣＤ・ＤＶＤは古北で買っていました。つい最近公開

された映画や放送されたドラマも置いてあります。もちろんコピー商品ですがパッケージ

からディスクまで手がとても込んでいます。ディスク一枚１５元と値段が決まっています。

映画は一枚しかディスクがないのでとてもお得です。私が上海で一番好きなスポットはメ

ジャーですがやはり外灘です。半年間の間に５回ぐらい行きました。名古屋に住んでいて

はなかなか見ることができない景色です。他にも上海は地下鉄が安いので様々なところに

観光しに行きました。水郷やお寺、骨董市場、上海タワー、中華芸術宮、１２月に入ると

本当に毎日どこかへ出かけていました。それぐらい観光地が身近にあるところです。いつ

でも行けるところなのに今は行くことができないので残念です。またすぐにでも行きたい

ぐらい良いところばかりです。 

 この半年間の上海留学を通して本当に様々な経験ができました。初めて経験することが

多かったため日本で過ごす半年間とは比べものにならないくらいあっという間に過ぎてい

き、充実していたんだなぁとしみじみ感じます。写真やチャット履歴を見るたびに、この
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外国人と友達になったんだな、ついこの間まで上海にいたんだな、と感じます。もっと中

国語が話せるようになりたい、また留学に行きたい、欲がたくさん生まれました。このモ

チベーションのままずっと勉強を続けていきたいです。 

 

水郷 
中華芸術宮 

外灘からの夜景 

小籠包 
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中期留学報告書 

「中国での日常」 

 

                       華東師範大学 18F1018 笹野 淑貴 

 

私たち、外国語学部中国コミュニケーション科 14人は留学で中国に行きました。 

行く前は、中国の空気は汚い、水も汚いということを聞いていたので、ちゃんと生活で

きるかなと不安がいっぱいでした。中国に行った初日は雨が降っていました。みんな傘を

持ってきてなかったので、バス降りてから寮まで移動するときは雨に打たれていました。

いろんなことを教えてくれる私たち名古屋学院大学留学生担当の先生に大学内や大学の外

にあるデパートの案内をしてもらうことになり、みんな中国に来て初めて傘を買いました。   

その後は、大学内と大学の外にあるデパートの案内をしてもらいました。大学の中はか

なり広いので門まで 10分は掛かりました。初日の昼飯と夕食は大学の外のデパートで食べ

ました。その日の夜、みんなは小さい子供がはしゃぐような感じで遊びました。自分たち

の部屋は４階でその他の部屋を見に行きましたが、この頃は、名古屋学院大学の生徒しか

いませんでした。なので、9月までは中国コミュニケーション科の男子は毎日夜プロレスを

していました。8月は自分たち日本人だけ授業で、日本で習った中国語を兼ねて中国語を勉

強しました。8月の授業の先生は少し日本語を話すことができるので、教科書の文を読むな

ど、先生が言った単語を続けて言うなど、習った中国語で実戦練習するなど、授業内容が

簡単に理解でき、授業も楽しくやっていけました。 

8月の休みのお昼などは、大学内のスポーツ用品店に行き、サッカーボールやバスケット

ボールを買って近くのグラウンドやバスケットコートでサッカーやバスケをしました。グ

ラウンドにはサッカーのコートが 2 つあり、バスケのコートは 6 つもありました。サッカ

ーはあまり使えなかったので、8月は毎日バスケをしに行きました。 

また、私たち留学生担当の先生にバス電車の場所乗り方を教えてもらいました。初めて

電車で行ったところは、上海博物館です。そこには、いろんなものが飾られていました。

壺や刀、銅像や着物、昔の文や絵が書かれた用紙などがありました。私は友達のカメラを

使って一つ一つ撮っていきました。最初のうちは、張り切って撮っていましたが、博物館

の中半分見終わったぐらいの時にはもう疲れていたので、寮に帰るころはとても眠たかっ

たです。その数日後に中国コミュニケーション科のみんなで上海タワーがある外滩に行き

ました。そこは観光地であるため、人がかなり多かったです。人の多さのせいで中国コミ

ュニケーション科の半分が迷子になりました。何度も何度も探したけれども、見つかりま

せんでした。その後、その友達から寮に戻っているという連絡が来て探してくれていた友

達も安心していました。今回の件でいろいろと学んだこともあり、いい経験でした。自分

も本当に心配だったので、無事だってわかった時は本当に安心しました。 

また、その数日後に中国コミュニケーション科男 3人と女 1で上海動物園に行きました。

動物園自体はかなり広いですが、落ちているゴミが多くとても汚れていました。動物を振
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り向かせるために檻の中にゴミを投げたり、道の真ん中で小さい子が尿などを出していた

りしていました。日本の動物園でも見たことがない動物などいるので楽しめると思ったの

に中国人の行動にがっかりしました。 

9月になって寮に住む外国人が増えていき、クラス決めもやりました。みんなそれぞれち

がうクラスになったけれども自分は今決まったクラスで頑張って行こうと思いました。9月

からの授業は話す、文、聞くという教科に分けられていました。1教科ずつ、先生は違いま

した。この 3 つの授業は日本語を全く使わないので、まず、最初は何を言っているのか、

わからないことが多く、とても苦労しました。特に、グループワークの時が辛かったです。

最初の内はスクリーンに書いてある漢字がわからなかったし、先生が何言っているのかも

わからなかったし、わかったとしても自分は喋れないから発表できないので、そのグルー

プワークの仲間に迷惑ばかりかけていました。でも、漢字を知っている多さなら他の外国

人に負けなかったです。なので、漢字を多く書けるかのゲームをやった時は他の外国人よ

りは多く書けました。最初の内は、予習復習しないといけないという気持ちはあったので

すが授業をやっていくにつれ、その気持ちが薄れて言って途中から予習復習しなくなりま

した。それが慣れてしまい、予習復習しようと思っても遊びたいという気持ちに負けてし

まい、ついつい遊びに行ってしまいました。なので、卒業前のテスト 1 週間前とかになっ

た時は必死に勉強をしていました。その時に、この癖本当に直したいと思いました。もし、

ちゃんと、予習復習していればテストの 1週間前の勉強が少し気楽にできると思いました。 

9 月に日本人の先輩が安く服が買える場所を知っているとのことで教えていただいて行

きました。場所はチープールーという場所で建物の中に屋台があり、そこで商品が売られ

ていました。そこでは盗られることがあり、中国コミュニケーション科女子が何人か財布

を盗られたとのことです。また、勧誘が多く、いらないですって言ってもずっと着いてき

ます。また、床がゴミだらけなのであまり行きたくないと思いました。 

10 月は外出るのが多かったです。ラーメンやカツや焼肉を食べに行ったり、ライブを見

に行ったりしました。ラーメンはデパートの近くにあって、女子たちが言って美味しかっ

たとのことで気になったので行きました。カツは中国コミュニケーション科以外の日本人

と一緒に行きました。歩いて約 40分掛かりましたが、日本と同じ味でとても美味しかった

です。焼肉も中国コミュニケーション科以外の日本人と一緒に行きました。そこは日本の

焼肉屋と違って刺身が出てきたので驚きました。 

11、12 月はカラオケ、ボーリング、ビリヤードをしに行きました。カラオケは日本の歌

が歌えるカラオケに行きました。みんな歌うのが上手でした。ボーリングは中国コミュニ

ケーション科の男子と他の日本人で行きました。ビリヤードは週に 3回は行っていました。

みんな本当に上手なので自分も上手くなりたいと思い、ビリヤードしに来るたびに練習を

していました。中国で初めてビリヤードしたかは上手くなりました。 

今回の中国の留学は少し勉強をおろそかにしてしまったけれども、ちゃんと予習復習す

るというリベンジも兼ねて、また、中国に行きたいと思っています。 
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留学報告書 

中国での生活 

 

華東師範大学 18F1019 笹野 勝平 

 

 半年間中国で暮らしていく中で多くのことを学びました。中国語を学びに行った私たち

は中国の文化や生活が日本の文化や生活と全く違うということをこの身をもって思い知ら

されました。宿舎での生活は初めてで、皆とても緊張していました。二人部屋で友達と二

人きりで夜を共にすることを皆最初は慣れずにいて気の使い合いをしていました。私は兄

と同じ部屋でしたので気を使うこともなく生活できました。宿舎は思っていたより汚れも

なく、日本と変わらない部屋でした。しかし、建物の床や壁がとても薄く、そのことに気

付いたのは留学して一、二ヶ月後でした。 

八月中は日本人しかおらず、四階に固まって過ごしていて、燥いで大声を出したり、遊

んだりしても注意する人がいなかったので気付かなかったですが、九月、十月になり、宿

舎に泊まる外国人が増えてきて、大声で騒いでいた時に宿舎の従業員や外国人に注意され、

椅子の足が床に擦るだげでも音が周りに響くことに気付きました。とても驚きました。 

八月中の授業で生徒は日本人しかおらず、先生が日本語を話せなくても気が楽でした。

九月からは外国人と授業を受け、孤独な感じが心いっぱいで授業はとても大変でした。外

国人がわかりやすいように授業は英語と中国語を使っていました。私は外国人が使う英語

が全く分からなかったです。中国の授業は日本の書きを重視する授業と違って、スピーキ

ングを重視して勉強するのでとても苦労しました。この中国の授業を受けて自分の発音に

自信がつきました。スピーキング重視の勉強法に慣れている外国人は授業で積極的に会話

に参加していたので凄いと思いました。外国人との会話はすごく勉強になります。お互い

の中国語のレベルが同じなので、簡単な単語を使って、耳を慣れさせたり、普段よく使う

中国語が簡単に口から出るようにしたりしました。テストは筆記試験だったので書き重視

の勉強法の我々日本人は少し簡単だと感じました。それと反対に、スピーキング重視の勉

強法の外国人は書きが苦手で漢字の書き間違いが多く、とても大変そうでした。 

食事は基本中国料理で、とても油の濃い料理が多かったでした。焼きそばやチャーハン

など最初は少し油が多いなと感じるぐらいでしたが、食べていくと段々油が濃くなってい

き、気分も悪くなっていきます。よく見ると下の方で油が水たまりのように溜まっていま

した。すごく驚きました。料理を作るところを見ましたが、すごく油を使っていました。

中国では油は欠かせないものだと思いました。朝は学校があるので宿舎の近くの食堂で朝

食を買って食べていました。朝はパンと中華まんしか売っておらず、どちらとも油がすご

かったです。留学の最初の方は朝食をとっていましたが、栄養、時間、お金の問題によっ

て途中から朝食をとらなくなりました。昼も毎日食堂で昼食を買って食べていました。ご

飯と様々なおかずがあり、自分の好きなおかずを選ぶことかできます。一食分で約百円か
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ら百五十円でした。ニラと玉子の炒め物やトマトと玉子の炒め物など中国の一般家庭で作

られている料理から回鍋肉や麻婆豆腐、青椒肉絲などの海外でもよく知られる中国料理ま

であり、料理を選ぶことが楽しみでした。食堂のご飯は美味しくありませんでした。 

夜は友達皆と一般料理屋や羊肉串屋、デパートのフードコートなどの外食が多かったで

す。中国のマクドナルドやケンタッキーは日本と違い、配達サービスがありました。よく

深夜に配達を頼んで食べていました。中国のケンタッキーはマクドナルドと変わらず、ハ

ンバーガーショップだったのでどちらかを選ぶために話し合ったりしたこともありました。  

中国の交通はとても危険でした。歩行者は赤信号でも渡るということは当たり前でした。

車道と車道の間に立ち、信号待ちしていた人もいました。道路の端の方で座ってお金をも

らうホームレスもいました。車のクラクションは毎日五回以上聞くぐらい、鳴る回数が多

かったです。バスもタクシーも安全運転ではありませんでした。バスの中で乗客が大きく

揺れるぐらい危ない運転でした。タクシーも揺れが大きく、乗っている時は少し不安を感

じていました。また、タクシーは大回りをしたりしてぼったくりをするタクシー運転手も

いました。 

地下鉄でも驚いたところもありました。電車の扉はすぐ閉まるため早く乗らないと扉に

挟まってしまいます。友達が何人か挟まって危なかったです。電車内の駅マップは一つ前

の駅が光るので少し見づらくて、今どの駅にいるかわからない時もありました。電車内で

歌いながら、子供を使ってお金をもらう人もいました。とても可哀想に思いました。 

買い物は近くにデパートがあり、そこで日用品、食品など必要なものを買いました。蛙

や、ザリガニも売っていてとても驚きました。袋に入った果物の商品をよく見ると袋に穴

が開いてあり、少し食べられている跡がありました。中国人はこうして安全かどうか、美

味しいか美味しくないかを確かめているのでした。日本ではないことなので驚きました。

衣類や靴、ネックレス、カバンなどは七浦路というところの地下街で買っていました。商

品は質があまりよくないものばかりでした。しかし、値段が高いためお客は皆値切っても

らうことが当たり前でした。全てお客と店員の交渉なので中国語使って値段を下げてもら

いました。中国語の勉強にもなり、ほしいものを安く手に入れ、いい経験になりました。

声掛けの人もいました。しつこくついて来きて、うちの商品は安いと言ってくるので逃げ

るのが大変でした。 

中国の水族館と動物園に行きました。上海の水族館は世界で大きい方だと聞きましたが、

とても小さかったです。順番を守れない中国人もいて楽しめるところではありませんでし

た。クラゲの種類だけが多かったです。上海の動物園ではパンダがいるので見に行きまし

た。東山動物園より大きく感じました。色々な動物もいて楽しめました。 

動物園で驚いたことは、動物に飲み水、ジュースをかけて振り向かせようとするお客さ

んが多かったことでした。飲料だけでなく、ペットボトルや缶などのゴミを投げる人もい

て、金を払っているのになぜこっちを向かないのだと怒る人もいました。我々日本人から

したら有り得ない行動ですが、中国人からしたらその行動に誇りを持っているのです。 
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長期留学報告書 

～あっという間の旅～ 

 

華東師範大学 18F1022 嶋貫 修斗 

 

 帰国してから約一か月が立ち今でも留学した日々を思い出します。去年の８月９日日本

へ出発し、１時間半の空の旅をし無事上海につきました。気温は暑かったです。空港に着

いただけではあまり上海という実感がわきませんでした。そしてゲートから出ると「名古

屋学院大学」という旗をもった女の人二人たっていました。最初は話しかけると普通に日

本語で話しかけてくれたので日本人だと思いましたが中国人でした。大学の先生と大学院

生の人たちでした、顔は同じアジア圏内なので気づかないとして、話していたのは流暢な

日本語だったので驚きました。そして先生の案内でバスに乗り華東師範大学に向かいまし

た。バスから景色を見るとここでようやく「おー、テレビでみたことある風景だ！」と実

感しました。 

１時間ぐらいで大学の正門に到着しました。妙に長く感じました。正門から５分ほどで

寮に到着しました。見た感じでは自分の大学より何倍ありとても広いキャンパスだと実

感しました。バスから降りフロントでチェックし部屋に向いました、その時にエレベー

ターを使いました。僕がみたことある中で一番古いエレベーター乗ったと思いました。  

最初は心配でした。僕たちの寮は４Fで最上階まだ誰もいない様子でした。そして部屋

を開けました。「お！意外と綺麗だし、思ったより広い！」と思いました。荷物をとりあ

えず部屋に置きみんなと集まり、先生たちと上海一のデパートに向かいました。大学か

ら近いので歩いていきました。当たり前なのです３６０°から聞こえてくるネイティブ

な中国語！これが海外かー！と少し興奮しました。 

その反面不安もありました。デパートに着くと見た目が洋風な建物みたいで大きい液

晶もあり、迫力はありました。中に入ってすぐ横に超高級車が展示されていました。こ

ういうのは見るのは初めてでした。 

いろいろの店がありここの店に通えば困ることはなさそうだと思いました。ざっと見る

と日本のショップとさほど変わりはありませんでした。食堂にいきました、どれもおいし

いものいっぱいでした、なのにかき氷みたいのを頼んでしました。 

その後、寮に帰りシャワーを浴びました。シャワーとトイレは一緒にありました。それ

から授業までまだ日にちがあり大学周辺をぶらぶらしました。まず食堂にいきました。大

学の食堂４店舗もあり大学内で一番大きな食堂が寮の目の前にありました。食堂は３Fに分

かれていて。１Fバイキング方式で２Fは日本食や洋食中国料理など留学生に人気な場所で

した。３Fは行ったことありませんが、レストランみたいです。食堂の食べ物はほとんどお

いしかったです。そのほかにも大学内にコンビ二もあり、とても便利でした。それに大き

いグランドが２つありバレーコート、バトミントンコート、バスケットボール、サッカー
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コート、なんでもありました！残念ながら卓球コートはありませんでしたが現在はあるそ

うです！それに新しくできた図書館、映画館もあり大学内だけでなんでもありました！ 

そして授業が始まりました。８時半開始でしたが校内からの登校なので朝は余裕でした。

短期の授業は事前軽い面接があり、ほぼみんなと一緒のクラスではじまりました。先生は

日本語を少し話せる人だったので助かることもありました。宿題もありましたが、そんな

に難しい宿題ではありませんでした。それに友達がいたので日本にいたときの中国の授業

とさほど違いはありませんでした。短期定期テストはなくあっという間におわりました。

授業は９０分２コマなので短いほうで午前にはおわりました。短期が終わると夏休みがあ

り、みんなとよく遊びました。食堂のほかにも外に行き中国料理を食べました。とてもお

いしいです！でも辛い料理が多かったです。ほんと毎日みんなと過ごし、すぐみんなと仲

良くなりました。 

そして長期の授業が始まり本格的な授業が始まりました。もちろん振替試験がありまし

た。そしてクラスに行くと外国人ばかりでした。同じ大学の友達はいませんでした。当時

は焦りました。頼る人がいないのですが日本人が２人いました。年齢はだいぶ離れていま

した。案外同じ年齢の生徒はいなかったですね。最初の授業は自己紹介で始まりました。

もちろん中国語で。その日はそれで終わり、日本人の人に挨拶して近くにいた外国人にも

挨拶してその日はおわりまとした。中国語の科目３つあり、リスニング、口語、基礎とあ

りました。自分の先生たちは３人ずつでした。友達の話を聞くと同じ先生が２科目担当し

ているケースもあるそうです。宿題は毎日ありました。単語暗記して翌日にテストという

パターンはよくありました。その他にも練習問題を解いとくなどがありました。 

予習は毎日やったほうがいいです。時間結構かかりますが、最低でも本文のピンインと

新出単語はやった方が授業の時に余裕が持てます。ちなみに席は特に指定はありませんが、

できるだけ前に行った方がいろいろためになるでしょう。僕は後ろの席にいつもいたので

逃げていました（笑）前に座れば、よく先生に当てられますし、みんなから目立つのでよ

り他の生徒よりコミュニケーションが取れると思います。せっかく留学しに来ているので

積極的にいかないのは勿体ない行為だと思います。あと分からないことがあった授業後に

聞くといいともいます。最初は聞いてもなかなかわからないけどそのうち理解できる日が

来ると思います。伝わらないときは、わからないときはリアクションすればたいてい伝わ

りますし、とにかく努力して伝えようとする、理解しようとすることは心掛けておくとい

いと思います。定期テストはしっかり授業を聞く、復習すればまずは大丈夫だと思います。 

今、留学していろいろなこと学び、大切な機械を得たり、人生が少し変わったりと影響

は受けましたが、やはり後悔していることが多いです。最初はやる気はありますが人間慣

れがくるといろいろなことに怠りがちになります。最低でも１日３人と中国語で話す等と

目標など立てるとよりいっそう中国語が伸びます。留学すればある程度は伸びますが自分

の努力次第ではすさまじく伸びると僕は思うのでそういう気持ちで留学した方がいいです。

もし僕が留学するならその気持ちで行きたいです 
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中期留学報告書 

～人として成長した半年間～ 

 

華東師範大学 18F1023 下垣津 佳実 

 

 留学当初、楽しみな気持ちと不安な気持ちのどちらが大きかったかというと、不安な気

持ちの方が大きかったです。しかし、半年間の留学を終えて帰国日になると楽しかった、

帰りたくない気持ちの方が大きかったです。中国語を学びに留学に行きましたが、それと

同時に私は人として成長出来た事も大きいのではないかなと感じました。 

 ８月、上海に着き、とりあえず学校の寮までバスで移動。空港に降り立ってから、隣か

ら聞こえてくる言葉は当たり前のことですが、中国語。何を言っているのか全く分かりま

せんでした。こんな中で生活していけるのか、とても不安でした。寮に着き、部屋を決め、

カバンを置き、すぐに生活に必要なものを近くのデパートへ買い物に行きました。私とル

ームメイトになった友達はシャンプーやドライヤーなどを持ってきていなかったため、そ

このデパートで調達しましたが、特別高いわけでもなく、２人で割ったため尚更安く手に

入れる事が出来ました。半年間、共同で使うもの(トイレットペーパーやシャンプー)はお

互い買い物に行った時に買って来て割勘という形で生活していました。そして初日、いち

ばん困った事と言えばネット環境についてです。寮で使える学校の Wi-Fi は部屋では繋が

りづらく、使えない状態でした。皆で Wi-Fi のルーターを買いましたが、繋げるのに３日

間ぐらいかかりました。その間、ネットが使えないため親に連絡を入れることが出来ませ

んでした。中国でのネット規制はとても厳しいものでした。日本で当たり前のように使っ

ていた LINE が使えなかったり、Wi-Fi がないと携帯が使えないので外出先では使うことが

出来なかったり、生活していくうえで大変な事が山積みでした。しかし、その問題は中国

で使えるアプリを教えてもらったり、特別な方法を使って日本のアプリを使う事が出来た

りして、解決することができました。食べ物に関しては困ったことは特にありませんでし

た。油が多いことも、辛い料理があるのも特に気になりませんでした。口に合わない子は

食べられるものが少なくなってしまうので可哀想だなと思いました。しかし、学校の食堂

には中華以外にも日本人向け、欧米人向けにカレーライスやパスタなども売っているので

安心です。 
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 上海に着いた当初は寮内が閑散としていましたが、８月の後半になるとたくさんの留学

生でいっぱいになってきました。同じ階にもたくさんの外国人で部屋が埋まっていきまし

た。韓国人やイタリア人、ロシア人、アメリカ人など、たくさんの人と友達になりました。

廊下で挨拶を交わす事から始まり、同じ階にある共同スペースで会う機会が多くなると、

自然と会話もするようになりました。何年も中国に居る人や私達と同じレベルの人など、

たくさんの人がいました。同じ階の人達とは結構仲良くなり、一緒に勉強をしたり、ご飯

を食べに行ったりもしました。みんな国も違うし年齢だってバラバラなのに、中国語を勉

強しに来ているというだけで、こんなに簡単に仲良くなれるのだと驚きもありました。日

本にいては交流できなかったような国の人とたくさん友達になることが出来て、とても貴

重な体験をすることが出来たと思います。 

  

 また、外国人だけではなく日本人との交流もたくさんありました。同じ大学の留学生コ

ースではなく、本科生として入学している日本人の子と寮の中で会った時に友達になった

り、たまたま外で知り合った日本人と友達になったりと、出会いう機会はたくさんありま

した。その出会いの中で私はセミナーというものに参加する機会を頂きました。一度見学

させてもらったところ、その時の企業の方のお話がとても面白く、参加しようと思いまし

た。プラスして、その場には他の大学に通っている人も多く、友達の輪を広げられるチャ

ンスかなと思い、参加することを決めました。セミナーに通って得られるものは大きかっ

たです。就活のことや、日本のこと、中国のこと、世の中のこと…、たくさん知ることが
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出来ました。ここで知り合った友達とは、住んでいるところが近いということもあり、日

本でも会うことが出来ました！上海だけでの関係ではなく、日本でも会えるなんてとても

嬉しかったです。これからも日本に帰って来た時遊ぶ約束をしたし、私がまた上海に行く

ことも約束したので、これからが楽しみです。 

 肝心の中国語の授業はというと、授業が午前中の２コマしかありませんでした。これは

短期・中期どちらもです。つまり午後は何もありません。今思えば、この午後の時間をも

っと有効活用出来たと思うのですが、その時は授業を乗り切るのに必死で休みたかったり、

宿題に追われていたりして、気持ち的にも体力的にも余裕があまりありませんでした。短

期の授業は日本で習ってきた事とあまり変わりがなく、復習のような感覚で授業を受ける

事が出来ました。しかし、中国語しか話せない先生とコミュニケーションをとるのはなか

なか難しかったです。それでも、先生が分かりやすく丁寧に教えてくれるおかげで、分か

らない事も聞く事が出来たし、とても接しやすかったです。名古屋学院大学の短期分の授

業が終わった後、私は同じ時期に留学に来ていた愛知県立大学の先輩方と一緒に授業を受

けさせてもらいました。授業を始める前日に簡単な面接をしてクラス分けをしていて、愛

知県立大学の先輩方と同じ大学の子２人が違うクラスになっていました。こちらのクラス

は授業が進むスピードも速く、また、習っていない事がたくさんあったのでとても大変で

したが、先生はもちろん先輩方も優しく教えてくださってとても助かりました。ちょっと

分からなくて一生懸命になれるほうが、私は好きだなと感じました。そう感じたため、私

は９月から始まった中期分の授業のクラスは少し難易度の高いまま受ける事に決めました。

受け初めの１週間でクラスを変更出来るとの話でしたが、なんとなく先生の言っている事

も分かるし、頑張ろうと決めました。予習と復習、そして宿題をこなす日々はなかなか大

変でしたが、やりがいもありました。習ったことを日常の生活の中で活かせると、頑張る

気持ちも大きくなります。１ヶ月もしたら、進行の仕方や先生の中国語にも耳が慣れてく

るので、気持ち的にはとても楽になりましたが、分からない事の方が多く、中国語に対し

ての不安は大きなままでした。しかし、先生もクラスメイト達も優しかったです。私があ

まり話せないので、たくさん話し掛けてくれたり、簡単な単語を繋げて話すことを理解し

てくれようとしたり、クラスメイトには感謝の気持ちでいっぱいです。 
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 上海での生活も慣れ、授業にも慣れた頃、待っていたのはテストです。１１月に期中テ

スト、１月には期末テストがありました。私のクラスはどちらも同じ問題形式でした。一

番難しく、点数が低かったのは阅读、听力、口语と３教科ある中の阅读という科目でした。

授業についていくのにも必死で、宿題をこなすのにも必死でした。作文の宿題があったの

でのですが、文を作るまでの中国語力がない私はいつも先生からの訂正がいっぱいでした。

時に勉強意欲がなくなる時もありましたが、クラスメイトが教えてくれたり、同じ大学内

の子で中国語が出来る人に教えてもらったりしながら、なんとか乗り越える事が出来まし

た。 

 楽しかった事と言えば、上海市内の観光名所に行ったり、学校内の運動場でみんなと一

緒に遊んだり、クラスでクリスマスパーティーをしたりとたくさんあります。他には北京

ダックを食べにいったり、年末年始のハードな日々だったりと今思い返せば、バカなこと

していたなと思うことがいっぱいです。だけど、そのおかげで日本に居た時にはあまり話

さなかった学科のメンバーとも話すようになり、留学が大きなきっかけになりました。ま

た、日本で行動を共にしていた友達とルームメイトになり、知らなかった事をたくさん知

ることが出来たり、何でも話せる仲になり、より仲が深まったりして、これもまた留学が

きっかけです。この半年間という長いようで、あっという間に過ぎ去った日々の１日１日

が貴重な体験で、忘れられない留学です。人との繋がり、中国への関心、中国語への学習

意欲、たくさんのことを大切にしようと思いました。自分の語学力を伸ばして上海に旅行

に行きたいし、機会があれば短期でも中期で長期でも、また中国に留学したいなと思いま

した。 
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中期留学報告書 

上海での半年間 

 

華東師範大学 18F1026 武 子健 

 

８月９日、中国上海の華東師範大学に留学しました。中国へ行くのは初めてではありま

せんでしたが上海に行くのは初めてでした。僕は上海についても何も違和感がなく、喜び

と好奇心でいっぱいでした。しかし友たちはそうではなく、来る前から中国のご飯は口に

合うか、水はきれいなのかなど、環境と人関係でとても不安にしていた人たちもいました。 

中国上陸、僕は３つのことに力を入れて留学生活をおくっていこう思いました。１つ目

は学力です。 

学力では上海行く前から中国語は一応話すことはできました。話すといっても日常会話

ぐらいでした。日本語の漢字を読むこともあまり得意分野ではなかったので、文の全部が

漢字でできている中国語は得意ではありませんでした。しかし中国語が少しできるので一

緒に留学に来ているみんなよりは少し有利だと思いました。そして華東師範大学の最初の

クラス分けテストで自分は２－４に分けられました。２－４には色々な国の人がいました。

日本の人たちも何人かいました。初めて会う人たちでしたが、みんな人見知りが全然なく

自分もすぐにとけこむことができ、クラスの雰囲気はとても賑やかでした。僕が驚いたこ

とは、みんな顔に合わず中国語を流暢に話ていたことです。そして自己紹介の時には今ま

でにないほど真剣に聞いてしまいました。みんなとても印象に残る凄い自己紹介をしてい

ました。真剣に自分の将来を話ていた人や留学中に成し遂げたいこと、今やりたいことな

どを話していました。その日はみんなから緊張感を与えられ自分も真剣に考えてしまいま

した。特にみんな夢や目標がはっきりしていたので、自分はとても幼稚だ、何も考えてな

い、ついていけてない、おいていかれていると思いました。この時考えた結果がもっと色々

な人に出会いたい、色々な話人生観が聞きたい、もっと広い世界を知りたいでした。一つ

一つが確実に達成できるかわかりませんが努力していきたいと思いました。こつこつ勉強

した結果自分は中国語の新聞を７０、８０％理解することができるようになりました。し

かしまだ読めない漢字も多く勉強することが多くあります。今後も少しずつ勉強していき

たいと思いました。 

２つ目は人間関係です。人間関係では、クラス分けの時に受けた緊張感を忘れずとにか

く色々な人と絡みました。その結果友達は沢山つくることが出来ました。僕に人見知りは

ありませんでしたが日本語と中国語しか話せなく、最初はヨーロッパの人と全然絡めませ

んでした。しかしある日スペインの友達がディナーにさそってくれました。ありがたく行

かせてもらいましたが、行った先はみんなヨーロッパの人たちでした。なのでみんなにど

うやって接していいのかわかりませんでした。しかしヨーロッパ人たちも中国語を話すこ

とが出来たのですぐにとけこむことが出来ました。自分は今回のことで彼らとはよく絡む

ようになりました。彼らと絡むようになって僕は色々な人に出会いました。中国料理や日



149 
 

本料理、イタリア料理などの料理ぐらいしか食べたことがなかった僕でしたが、イギリス

料理やインドネシア料理、スペイン料理、イスラム料理などの料理を食べに連れて行って

もらいました。 

イギリス料理はあまり美味しくないと聞いてきましたが、実際に自分の口で食べてみたら

意外に美味であって美味しかったです。どこからイギリス料理が不味いと噂されたのか少

し気になりましたそのほかの料理も味が美味でとても綺麗な盛り付けばっかりでした。 

その他では、ビリヤードやサッカー、バスケットボールなどのチームに入り試合などをや

らしていただきました。やはり色々な国の人がいるのでみんな運動神経がすごく、その中

でやっていくのはとてもきついものでした。 

Halloweenではイギリス人の家に招待されました、僕はそこで人生初めて化粧してもらい

ました。なんのイラストがいいのかわからなかったのでおすすめで書いてもらいました。

そしたら自分の顔はバットマンの中の悪人 joker と同じ顔になっていました。それで深夜

はみんなでクラブに行きました。僕の顔はとても注目をあびました。そこで初めて性別関

係なしのモテキがきました。とにかく知らない人と写真を撮りました。その日の終わりに

初めてこんなに楽しい Halloweenを過ごしたと思いました。 

クリスマスは外人たちと外で過ごしました。昼はみんなで出かけ、夜はみんなとイタリ

ア料理屋でパーティーをしました。外人のクリスマスの過ごし方はとてもロマンチックな

ものでした。そのあとはみんなとカラオケに行きました。途中で別の外人チームも合流し

て、大人数で朝まで歌いました。人数が多く全然歌えませんでしたが、みんな洋楽ばかり

でしたので僕は途中から自分が場違いに思えてきました。 

年越しでは、ホテルを借りてパーティーするので１人２００元払いました。僕は友人を

連れていきました。ホテルには少し遅れて着きました。着いた時にはホテルには３０人ほ

どいてパーティーは始まっていました。パーティーの盛り上がりはとても高く途中から何

が起こったがわからないところもありました。年越しパーティーは朝まで続きました。 

３つ目は観光です。華東師範大学の周り付近は結構行きました。上海動物園や上海水族

館、上海博物館、外灘、蘇州、上海、上海环球金融中心观光厅、上海小吃など色々な場所

や色々な物を食べました。観光場所や食べ物だけではなく、中国の多くの文化を改めて知

ることが出来ました。僕は中国人ですが中国のことはあまり詳しくありません。なので今

回の留学で学ぶことが出来ました。 

留学に来て自分は幅広く多くの物事を学びました。自分でも実感できるほど色々なこと

が身に着いたと思います。留学前では考えもしなかったことも上海にきて考えるようにな

り、知らなかったことも知ることができました。それは自分と違う種族、国のひとの色々

な考え方にふれることができたからだと思います。留学はとても多くの物事が学べます。

未熟だった自分も過ごし方によれば成熟できるとも思います。次は中国だけではなく視野

を幅広くしもっと多くのことを経験していきたいと思います。また留学の機会があれば進

んで参加していきたいです。 
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中期留学報告書 

 

華東師範大学 18F1033 服部 剛志 

 

12 月に入りとうとう帰国の時が迫ってきました。中国に来たばかりは 5 か月も中国で暮

らすのが不安で憂鬱だったのですがそれも次第に慣れ、今では帰りたくないという気持ち

がとても強いです。中国の料理はすべてと言っていいほどどれも美味しくて食に関して困

ることはこの 5 か月で一回もありませんでした。宿舎の前には食堂もあり、少し大学敷地

内を出れば食事処がたくさんあります。食堂には日本料理もあり、中国料理に飽きたらい

つでも日本料理が食べられる状況にあったので良かったです。 

大学の周りのお店はほとんど行きました。特にその中でも一番行ったお店は「北京餃子」

です。留学に来たばかりの時に初めて中国コミュニケーション学科のみんなだけで行った

お店で、それからも幾度も行きました。一人で行くこともあるぐらい美味しくて安くてい

いお店でした。帰国前にも行きたかったのですが、火事が起こってしまったらしく帰国前

には行けませんでした。その点が少し心残りでした。 

この 12 月、1 月は帰国間近ということもありいろんな物見て、いろんな事を体験しまし

た。まず雑技団を見に行きました。私は必ず中国雑技団を見たいと中国に来た時からずっ

と思っておりその願望が 12月にようやく叶いました。私たちは予約をせず当日ぶっつけで

行ったのですが早めに行ったのが功を奏し鑑賞出来ました。席は 600 元、400 元、300 元、

200 元、120 元があり私たちは 300 元の席を選びました。最初は 120元か 200元の席でいい

かと思っていたのですがせっかくの機会なので 300 元の席にしました。会場は思っていた

ほど大きくなく、雑技団の方たちとの距離が近くて演技がハッキリ見えました。演技が始

まってから終わりまで終始鳥肌が立っていました。最初まだ 14，5 歳の女の子たちが自転

車のアクロバットを披露しました。自転車から自転車へ人が飛び交っているのを実際に自

分の目で見て感動と驚きでいっぱいでした。他にも筒の上に板を載せてそこに立って技を

披露する人や、よく日本のテレビでも目にする輪っかの中を人が通り抜ける技や鉄で出来

た大きな球体の中をオートバイで走り回るなど、様々なアクロバット技を見ることが出来

ました。特にオートバイのアクロバットは私の中で最も興奮し、ドキドキハラハラしまし

た。最初、一台のオートバイが入り球体の中をぐるぐると回っていて圧巻だったのですが、

二台、三台、四台、五台、六台と次々と球体の中に入っていき全台が走り出した時は見て

いられないほどの衝撃でした。一つ一つの技全てレベルが高くてこの雑技団を見られて本

当に良かったと思いました。団員には私より 5、6歳年齢が若い人たちがいてそんな若い人

たちがこのような技が出来ることに驚き、尊敬しました。いつか上海に来る機会があった

ら必ずまたこの雑技団を見に行きたいです。 

年末は上海でも有名な外滩のカウントダウンを見に行きました。とにかく物凄い人だか

りで身動きも困難な状態でした。帰宅してから知ったのですが外滩で将棋倒しが起きて 36
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人ほどの方が亡くなったらしく驚きました。たしかにあの人だかりだったら起きてもおか

しくない状況でした。他の中国コミュニケーション学科の人たちも行っていたのですが全

員無事に帰ってこられて本当に良かったです。他にも帰国間近はイベントなども多くてい

ろんな事が出来て本当に良かったです。この留学はアジア系の人との交流が自分なりよく

出来たと思う。この半年同じクラスの韓国人とはとても仲良くなれたし中国人とも多く触

れ合えたので良い経験になりました。もし、また中国へ留学に行ける機会があるならばま

た行きたいと思える留学になりました。それには今まで以上に努力しなければならないし、

お金も貯めなければいけないので頑張りたいです。 
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中期留学報告書 

上海であったこと 

 

華東師範大学 18F1035 堀 友香 

 

中国に行く前は中国の悪いところばかり聞いていたので中国に行くのが少し怖かったで

す。そして、実際に中国に行ってみて歩いていると後ろからバイクにクラクションを嫌に

なるくらい鳴らしてきたり、横断歩道を歩いていると車にひかれそうになったり、路上に

唾をはいたり、スーパーのレジの人はおつりを手に置かずに机に投げられたり、慣れてい

ないことがありすぎて最初はすごく嫌でした。しかし、慣れてくると車にひかれそうにな

ってもあまりびっくりしなくなったり、何も思わなくなりました。 

最初のうちはごはんも半信半疑で食べていたのでおいしく感じなくてあまり食べること

ができませんでした。しかし、ごはんも慣れてくるといろんなものがおいしくてたくさん

食べました。トマトと卵の麺、マーラータン、羊肉、ニラ玉、小籠包、たくさんのおいし

いものを食べることができて本当によかったです。でも中国にいたときはお寿司が食べた

くて仕方がありませんでした。 

授業では、8月中は中コミのみんなで授業を受けていて、先生も少し日本語を話してくれ

てわかりやすかったです。みんながいたので心強かったです。 

9月からは自分たちのレベルにあったクラスだったのでみんなバラバラでした。知らない

外国の人と少ししか話せない中国語でクラスのみんなと仲良くなれるとは思いませんでし

た。クラスのみんなは英語で会話していて話に入れないし授業でも英語を中国語に訳す問

題がでたり、少しついていけないときもたくさんありました。でも自分なりに頑張って授

業についていきました。授業ではいろんなことをしました。生徒が６人しか来なかったと

きはみんなでカラオケ大会をしました。韓国人の人が中国語で歌っていたのはすごくうま

くてびっくりしました。違う日には自分のクラスにほかのクラスの人が来てロシアの人と

仲良くなれて、うれしかったです。授業中のゲームとかもなかなか楽しくて授業も飽きま

せんでした。よくわからないことがあっても先生が優しく教えてくれて、先生の中国語も

聞き取れない時も先生は一生懸命に教えてくれて良い先生に巡り合えた気がしてうれしか

ったです。 

国慶節ではいろんなところに行きました。チープールーで安かったのでいろんなものを

買いました。かばんを売ってくるおじさんから逃げたり、お金をほしがる人から逃げたり、

たくさんいろんな人から逃げた思い出がたくさんあります。それから、初めて北京ダック

を食べました。パリパリしていてたれもすごくおいしかったです。ハロウィーンでは寮に

たくさんのこどもが来て各部屋をまわっておかしをもらっていました。すごくかわいかっ

たです。みんなでハロウィーンの仮装やメイクをしてみんなと写真を撮ったりして、遊ん

だりしていろんな外国人の人と話したりしてとても充実してたのしかったです。それから、
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中国にある日本のカラオケにも行きました。みんなとたくさん歌ってたのしかったです。

しゃぶしゃぶの食べ放題にも行きました。牛肉と羊肉のしゃぶしゃぶを食べました。おな

かいっぱい食べました。すごくすごくおいしかったです。１１月の旅行ではいつもはあま

り話さないクラスの人ともたくさん話すことができてよかったです。1日目は韓国人の子と

一緒に回りました。みんな英語で話していて話に入れないのでみんな私と話すときはいつ

も中国語で話してくれました。そのおかげでいろんな言葉を話せるようになって中国語で

話すのが慣れてきて知っている単語は少ないけれど少ないながらもたくさん中国語を話せ

てよかったです。夜はみんなでパーティーをしました。ほかの部屋ではクラブみたいなこ

とをやっていたのでみんなで行きました。すごくたのしかったです。２日目はたくさん歩

きました。最初は楽しくてみんなとたくさん話しながら歩いていました。でもどんどん疲

れてみんなで疲れたねって言いながら歩いていました。２日目の夜もみんなでパーティー

をしました。ゲームをしたりみんなで笑ったりしてすごくたのしかったです。３日目はも

うみんなくたくたで神社みたいなところの階段をたくさん登ったりしました。すごく疲れ

る旅行だったけどいつもよりたくさんの中国語を話すことができて本当によかったです。

この旅行を通してたくさんの友達ができて本当によかったです。 

１２月はクラスメイトのイタリア人の子たちが国に帰ってしまうのでみんなでクリスマ

スパーティーを兼ねてハンバーガー屋さんに行って少し高いハンバーガーだったけどクラ

スのみんなといろいろ話せるので無駄だとは思いませんでした。それからみんなでいろん

な話をしてアメリカ人の子がオレオボールを作って来てくれてとてもおいしかったです。 

クリスマスにはケーキを買って食べました。スーパーに売っている安いケーキでしたがお

いしかったです。イルミネーションを見に行こうと思っていましたが行けなくなって寮で

のクリスマスでした。大晦日はみんなで外灘に行って何時間も待って年越しをしました。

寒い中待っていたのにちょっと微妙でした。それからたくさんの人の中をみんなではぐれ

ないように歩いてタクシーも来ないので駅で始発の電車を待ちました。年初めにいきなり

寒い中で電車を待っていて正直死んでしまうかもと思いました。 

１月には韓国人の人が誕生日だったのでみんなでお祝いしました。すごくおいしいチョ

コケーキを食べて自分の誕生日ではないのに幸せでした。それからクラスの先生とみんな

で最後だからとごはんを食べに行きました。いろんな話をしました。おいしいごはんを食

べて日本の話をしたりしてたのしかったです。外国人の人がたくさん日本のことを知って

いてびっくりしました。私の知らない日本のことも知っていてすごいと思いました。 

最初は外国の友達ができると思ってなかったのに日本に帰ってきても連絡取り合える友達

ができて本当によかったです。 

上海に留学をして中国の悪いところしか知らなかったのにいいところも見つけることが

できてよかったです。日本と違うところもたくさんあって違いをたくさん見つけることが

できて語学の勉強だけでなく、人とのコミュニケーションの仕方も知ることができて、文

化の違いも学べて本当によかったです。また、留学できればいいと思いました。 
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長期留学報告書 

 

ノースカロライナ大学ウィルミントン校 16F2042 戸津 龍乃 

 

 まず初めに、ノースカロライナ大学ウィルミントン校への長期留学を無事に終わること

ができました。これまで関わっていただいた方々に感謝申し上げます。 

 ノースカロライナ州は、ニューヨークやフロリダと同じ東海岸に位置しています。その

為、日本からはアメリカで最も遠い位置にある州と言えるでしょう。ですので、日本人留

学生が非常に少なく、アジアからの留学生も他の州に比べると少ないと思います。秋学期

の 5 ヶ月間は、一人も日本人がいない状況になり、ストレスの捌け口がなくなった結果、

睡眠障害にまで陥りました。しかし、緯度が日本とほぼ変わらないので、冬場は 1℃前後、

夏場は 28℃前後という比較的過ごし易い土地でした。なので、全く日本語を必要とせず、

英語だけに触れたいという方にはおすすめする場所です。ただ正直に書くと、留学中は楽

しいことがほとんどなく、ほぼ毎日が辛い連続でした。幸い高校時代に、ニュージーラン

ドへの留学経験があった為、会話にはあまり困りませんでしたが、文化の違いや、アジア

のコミュニティーがなかったこと、ルームメイトや寮生とのトラブルなどに毎日悩まされ

ました。英語を勉強しに行っているのだから日本人は必要ないだろうと思う方はいらっし

ゃるでしょう。ですが、アジアンコミュニティーや日本人が存在しないと、文化を共有す

る者がおらずストレスが積もっていきます。決して、何十人も必要と言っているわけでは

ありません。一人いれば十分だと思いますが、その一人さえいなかったのです。しかし、

今となっては全てが笑い話となり、自分自身を確実に成長させた出来事だと考えています。 

 初日、現地に着いてから先生に学内や街を案内してもらい、予想以上の田舎だと思った

ことは今でも覚えています。遊びに留学したわけではないので、そこは覚悟していました

が、ほぼ学内を出たことはありませんでした。そもそも、大学が広いので散歩をしてもか

なり歩かなければ学外へ出ることはできませんし、学外に出ても何もないので、運動場で

友達とサッカーをしたりすることが遊びの限界です。その他の時間は、宿題を終わらせる

時間に取られてしまい、例えは悪いですが、まるで刑務所のような場所でした。寮には男

しかいません。男が 12人も集まると、日に日に共有スペースが汚くなっていき、冷蔵庫に

は基本的に腐ったものしか入っておらず、風呂場には害虫が住み着き、トイレは流れなく

なり汚物が溢れ出したことが一度二度ではなく何度も続きました。ルームメイトは、寝る

時間が 22時と早い為、宿題は図書館かリビングでやるしかありませんでした。そして、寝

ている時もいびきや寝相で毎日のように起こされてしまい、心休まる場所はどこにもあり

ませんでした。時間が経つに連れて、宿題の量も増えていき、限界を迎えた頃でした。不

眠症になり、夜中は全く寝られなくなりました。５時ごろにやっと眠りに入り、学校があ

るので８時に起きるという生活が 2ヶ月ほど続いたのです。それを先生に相談したところ、

睡眠薬を勧められました。しかし、強すぎたのか翌日猛烈な頭痛が襲い、欠席したことも
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あります。今考えると、ありえない生活をしていたと改めて思いますが、その時はそれが

普通になりつつあったのです。ですが、全く掃除などをしない寮生たちと本気で口喧嘩を

して、寝られないことをルームメイトに伝え、一緒にルールを決めました。もちろん、全

てを英語で。その時のことを思い出すと、かなり英語のスキルは上がったなと感じます。

今まで、口喧嘩などできるほど英語能力は高くなかったですし、自分の気持ちを相手にし

っかりと伝えることは苦手でした。ただ、そのルールを決めたのが帰国の１ヶ月前なので、

もっと早く伝えるべきだったと後悔しています。 

 授業は日本の大学教育とまるで異なり、とにかく宿題を出します。宿題を忘れればそれ

まで。そして、手を挙げた者勝ちで、皆こぞって手を挙げてアピールします。実力主義と

いうのもうなずけます。他に負けじと手を挙げていました。そこで気付いたことは、間違

っていても誰も責めません。むしろ、間違える人だらけです。とにかく行動に移すことが

大切なのだなと考えさせられました。宿題においても同じことが言えます。忘れれば、先

生からは本気でほったらかしにされます。当たり前の話ですが、日本の大学と比較した時

にどうでしょうか。そういう生徒がいたとしても、先生は最終的に手助けします。どれだ

け、日本の教育が甘いのかも知りました。なので、アメリカで宿題を忘れる生徒はほとん

ど見かけませんでした。しっかりと食いついていかなければ置いていかれます。もし、留

学を考えている方がいれば努力するしかありません。 

 今まで、散々なことを書いてきたので最後に明るい話で締めたいと思います。アメリカ

とはどのような国であったのか述べていきます。大学の休暇を利用して、３都市を訪れま

した。ニューヨーク、サンフランシスコ、そしてワシントン D.C.(以後 DC)の 3 都市です。

まず、最初に訪れたのは DC でした。サンクスギビングという休みを使い、実家が DC とい

う友人の家にホームステイさせてもらいました。サンクスギビングには必ず食べるものが

あります。七面鳥の丸焼きやトウモロコシ、インゲンなど昔からその日にはそれらの食材

を食べるという習慣があります。きっと学内にいたら、普通の食事で終わっていたと思う

ので、機会があればどこかの家にお邪魔させてもらうといいかもしれません。11 月でした

が、ノースカロライナの北に位置するため、かなりの寒さで雪が積もり道路も凍結してい

ました。そんな中、ホワイトハウスなどを見てきましたが、意外と小さくそんなに感動し

ませんでした。次に、ニューヨークですが、冬休み期間に親が来るということになり、正

月をニューヨークで一週間ほど過ごしました。やはり、正月ということもあり、かなりの

人が集まりカウントダウンをしました。１月なので、凍てつく寒さでしたが人混みが壁と

なり意外と寒くはなかったです。ここでも、日本と違うところがありました。日本では 1

月 1 日を迎えた後も余韻に浸ったりする人がほとんどだと思います。しかし、アメリカで

は余韻を楽しむという感覚はなく、終われば即帰宅する人がほとんどでした。なかなかで

きることではないので、行ってみてくださいとも言えませんが、一度は味わってみてくだ

さい。すごいの一言です。元旦でなくとも、映画のロケ地がそこら中にあるため、街を歩

くだけでも楽しめました。そして、サンフランシスコですが、これも祖父と従兄弟が来た
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ので家族で過ごしました。3 月のことなので、だいぶ暖かくかなり過ごしやすかったです。

サンフランシスコは坂が多い街で、徒歩や自転車での移動は困難です。そこで、トラムが

活躍するのですが映画で見たことがある人は多いはずです。サンフランシスコは、あまり

観光をしなかったのですが、静かで過ごしやすい場所でした。少し話は逸れますが、ニュ

ーヨークまでは 18時間かけてバスで行きました。飛行機に比べ、時間はかかりますが安い

のが魅力です。そこに乗っていたのは私以外全員がアフリカ系アメリカ人の方。サンフラ

ンシスコは西海岸なので飛行機で行きましたが、ほとんどが白人の人々。アフリカ系アメ

リカ人と白人の貧富の差という言い方は使いたくありませんが、事実を目の当たりにした

感じがしました。希薄な内容ですが、これから留学をする方の参考になれば幸いです。 

 最後に、生活する上では劣悪な環境下でしたが、英語を学ぶ上では日本人がいなかった

ことや、寮生がいい加減で口論になることなど、その結果英語は早く上達したと感じます。

そして、この現在の英語力も英語に触れない限り低下する一方です。パソコンや携帯電話

など普段使う身の回りの物を英語表記にしたり、映画を字幕も英語で見たり、ちょっとし

た工夫で日本にいながらも毎日英語に触れることは可能です。せっかく努力して手に入れ

たスキルなので、できる限り低下させないように、そして向上するように机上での勉強も

欠かさないように今後も努力していく所存です。また、英語だけではなく精神的にかなり

強くなりました。ちょっとやそっとの事では動じない忍耐力を身につけ、人前でも間違え

る事を恥だとは思わない勇気、一人で生きていく術を学びました。英語を身につけた事よ

りも人生においての糧となったと考えています。 
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中期留学報告書 

～気持ちの変化~ 

 

オカナガン大学 16F0155 藤原 拓大 

  

 私の留学に行った理由は今までの大学生活において毎日バイトか遊んでばかりで、何か頑

張ってきたもの、誰にでも胸を張って自慢できるものがまったくなかった自分を変えるた

めの手段でした。勉強も一切やらず、お酒を覚えて夜な夜な朝まで友達と遊ぶ、そんな生

活が送れる大学生活をとても有意義に感じ、勘違いしていました。もちろん、英語専攻に

も関わらず、勉強どころか授業もまともに受けず友達に頼りながらその場しのぎで単位を

とってきたぐらいなので、どんどん英語力も下がっていく一方でした。そんな自分を変え

るための留学は結論から言うと、だらしなかった自分を変えることが出来たどころかそれ

以上に得たものは莫大でした。 

 私はカナダのケロウナという街にあるオカナガン大学に通いました。留学生活が始まっ

た当初、私は、まったく英語が話せず中学生レベルのような会話しかできず、自分の英語

力のなさに落胆しました。また、英語をうまく話せない自分を恥ずかしく思い、友達と会

話できなかったときの自分に恥をかかせないために会話することを避けてきました。授業

でも周りのインターナショナルの生徒についていくのに必死で先生のちょっとしたジョー

クにみんなが笑っても私は何を言っているのか分からないので分かったふりをしていまし

た。街は田舎で車も持ってなければ、電車もなく、友達も全然いない。本当に最初は、あ

の頃の遊び暮れていた時のような生活に日本に帰りたい一心でした。しかし、徐々に英会

話力も上がり、英会話することへの消極性もなくなり、英会話することの楽しさを見出し、

さまざまな国からきているインターナショナルの生徒との友達も増え、次第にもっと英会

話できるようになりたい、もっと色々な人と話したい、もっと英語を話したいと思えるよ

うになっていきました。この時、さまざまな母国語を持つ彼らと英語という言語で意思疎

通できることは当たり前のようなことなのかも知れませんが私にとってはそれがとても新

鮮に感じました。 

 学校には意外にも日本人がたくさんいて、学校に行けば必ず日本人とすれ違ったり、日

本語が聞こえてきました。入学当初、不安が大きかったこともあり、日本人の友達とばか

りいて毎日のように日本語を使っていたことに関しては後悔をしております。しかし、日

本人でも自分とは全く違った方々が多くいて、私はその方々に大きく影響を受けました。

私は学校のプログラムで留学し、ＥＳＬを受講していましたが、学校には高校を卒業して

すぐカナダに来てオカナガン大学に入学し一般生徒と一緒に卒業を目指して頑張っている

人、日本で仕事を退職し新たなチャレンジをするためにカナダに来た人、将来、世界各国

で日本語教師として働くことを目指している人など彼らは私とは英語力も行動力も人間性

もかけ離れていました。夢や目標もなければ、ＥＳＬの授業についていくのに必死で英会



158 
 

話力もままならい自分と比べた時にとても自分が惨めになり、自分がどれだけ小さい世界

で生きてきたかを知りました。しかし、彼らのおかげで更に頑張ろうと思えるようにもな

りました。彼らと出会って以来、私は出来るだけの時間を自分の英語力向上のためにつぎ

込みました。学校の課題をこなすことで満足していたころとは変わり、毎日のように自主

勉強をし、積極的に誰かに話しかけることを心がけました。その時、やっと留学生活が楽

しく思えるようにもなったと同時に自分が成長できている有意義も感じ日本に帰国したく

ないとも思いました 

 カナダでの生活は大きな分化の違い、日本とカナダの両方の良い部分と悪い部分を教え

てくれました。私が住んでいた街ではほとんどのカナダ人は優しく、むしろ優しいといわ

れている日本人よりも優しいと思います。一緒に住んでいたルームメイトたちは皆私に協

力的で気にかけてくれました。物がなかったら貸してくれたり、英語の勉強に付き合って

くれたり、遊びに連れってくれました。なので、私は寮に住んでいて良かったと思ってい

ます。カナダ人との交流もしやすく、彼らはスラングや汚い言葉、若者がよく使う言葉な

どもおしえてくれました。初めてバスに乗るときには紙幣を硬貨に両替できないことを知

らず運賃を払えないと困っていたら、バス運転手が無銭乗車を許してくれたり、その様子

を見ていた私の隣に座っていた若い男の子がバスチケットをくれたりしました。日本のよ

うな歳の上下関係はさほどなく、みんな社交的で初対面でもすぐパーティに誘ってくれて

いました。これはシャイで消極的な日本人ではありえないことだと思います。カナダでは

人々の優しさを物凄く感じました。それはカナダ人に限ったことではありません。よくア

ジアンパーティが開かれていました。私は正直、中国人、韓国人に対して偏見がありまし

たが彼らと出会い、そう思っていたことを後悔しました。カナダで窮屈に感じたことは、（私

の場合だけかもしれませんが）まず、外でお酒が飲めないこと、すべての建物内で喫煙で

きないこと、基本的に税金が高いことです。食材に関しても安いと感じたことはありませ

んでした。 

 この四か月という短い期間であった留学は私の人生で大きな経験になりました。留学に

行こうかどうか迷った期間もありましたが、あの時の決断は間違ってなかったと自信をも

てます。また、もう一度、語学留学をしたい気持ちでいっぱいです。自分の中で目標もで

きました。この経験をさせてくれた親、国際センター関係者の方々、カナダで私とかかわ

ってくれた全ての方々に感謝しています。留学は自分が思っている以上に得るものは大き

いです。行こうかどうか迷っているのであれば多少のリスクを背負ってでも行くべきです。

留学に行く目的や理由などは必要ないと思います。行きたいから行くでいいと思います。

是非、この経験を皆さんにもしてもらいたいです。 
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中期留学報告書 

～私が学んだこと～ 

 

オカナガン大学 17F0082  澤田 咲良 

 

私の母は英語の教師ということもあり外人の友達が多く友達を家に招き楽しそうに会話

したり、ボランティアにも積極的に参加し、日本にいる留学生のホームステイを受け入れ

たり、サポートをしてきました。私はそんな母の姿を小さい時からみてきたので、私もい

つか母のように英語を流暢に話せるようになりたいと思っていました。そして、いつかは

留学することを夢みていました。しかし、いざ留学が決まるとなると家族や友達と離れて

暮らさなければならないことや一人で飛行機に乗ることが初めてだったので無事にたどり

着くことができるのかなど多くの不安や寂しさが募りました。また、日本では両親に頼っ

てばかりの生活だったので本当に一人でやっていけるのかとても心配でした。 

しかし、母の影響もあり英語を学ぶにはとてもいい環境で育ち、高校は国際的で英語が

本格的に学べる学校を選択し多くのことを学んだこともり、英語に関してはなぜか大丈夫

であろうという自信がありました。しかし、現地に到着すると楽しいことはたくさんあり

ましたが、それ以上に多くの壁にぶち当たりもしました。カナダ人は本当にフレンドリー

で親切な人ばかりでしたがカナダ人は話すスピードが速すぎてしっかり聞き取れない、そ

のためみんなが笑っている中一人だけ会話についていけない。何を話していいのかわから

ない。思ったことがすぐ言葉に出ない。授業が始まると自分よりもレベルの高い留学生が

多く、自分だけおいてかれていかれるような気がする。など一気に自信を失ってしまいま

した。また日本にいる家族や友達に会えない悲しさもあり早く日本に帰りたいと泣いたこ

ともありました。 

しかし、このままではどんどん差がついてしまうと思い口惜しさから必死に勉強しまし

た。授業では、同じクラスにいる異国の留学生達は日本人よりも堂々としていて、勉強に

関しては恥ずかしがることなく先生に質問していました。その姿を見て、見習わなければ

ならないと思い授業後は学校の図書館に残って勉強しわからないところは先生やホストフ

ァミリーに質問し、教えてもらいました。特に文法や発音についてしっかり教えてくれま

した。ですから、発音も文法も以前より向上することができました。初めの口惜しさがば

ねになり勉強を積み重ねていくことで自分でも以前より英語が上達していると確信し、大

きな達成感にもつながりました。留学して三か月目には自分の思ったことをすらすら言え

るようになりました。周りから「カナダ人みたいだね」とほめられ弱気な自分から変わる

ことができました。授業では、クラスによっては日本人が多かったのですが、みんな心指

しが高く日本人同士で話す時も英語を使うようにしていました。同じ日本人ですが、自分

も負けてられないと、とても刺激になりました。 

グループワークでは日本人以外の留学生とパワーポイントを作り一つのテーマについて
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研究し発表しなければなりませんでした。そのため、授業以外の時間を使ってみんなで話

し合いながらパワーポイントを作成するなど学校外でも交流する機会を持つことができま

した。また、週に１回英会話クラブがあり、積極的に参加し、カナダ人やサウジアラビア

人、スイス人など授業で関わることのない人たちとも楽しく会話することが出来ました。

毎週１回みんなで外食するほど仲が深まりました。 

基本的に平日は、多くの時間を学校に残って課題やテスト勉強をすることに時間を費や

しました。ときどき、学校内にある卓球で遊んだりもしました。夏の休日は、友達と湖沿

いでバーベキューしたりランニングしたり、ホストファミリーと犬の散歩をしたり、大自

然を満喫することが出来ました。また、ホストファミリーに日本食をふるまったり、友達

とモールへ行って買い物したりバンクーバーに旅行しました。私が住んでいたケローナは

田舎なのでバンクーバーの都会感には驚きました。ケローナとは違って色んな国の人が行

きかっていました。特に印象に残っているのは Fly Overという４Dのアトラクションです。

カナダやアメリカの景色をまるで空を飛んでみているような体験ができました。 

冬になると、ケローナは最低気温マイナス２４℃になったことがあるぐらいとても寒く

なります。そんなとき、大自然を目の前にした屋外温水プールに入り、日本のお風呂を思

い出し充実したときを過ごしました。また、カナダで有名なアイスホッケーを見に行った

り、スケートをするなど冬のカナダも満喫することができました。 

今回の留学を通して本当に数えきれないほど多くのことを学び、経験しました。それに

より私は、日本に関する歴史や政治のことを知らなすぎると思いました。ホストファミリ

ーのほうが日本のついて詳しいこともあり、日本人として恥ずかしい思いをしたのでもっ

と日本に関する知識を増やさなければならないと思いました。レストランやモールに行っ

たとき日本と比較して日本のおもてなしに感心し日本のサービス精神の素晴らしさにも気

づくことができました。その点では、日本人としてもっと誇りを持たなければならないと

思いました。 

カナダで多くの人と接する中、自分の意見や考えをしっかりもつようになり自分の視野

を広げることができました。 

私には、自分のために尽くしてくれてどんな時も味方でいてくれる家族がいて、困った

ときはいつも親身になって話を聞いてくれる友達がいること。これは、当たり前じゃない

と分かっていたつもりでも本当に離れた状況に置かれないと気づくことができないと思い

ました。それは、英語も同じことだと思います。自分が困難な状況に置かれたときや、本

当に英語を話さなければいけない状況に置かれないと英語力は向上しないと思いました。 

今後、将来の夢を叶えるためには今自分に何が必要なのか、何をすべきなのか考えるべ

きだと思いました。今まで考えることから避けてきた自分自身としっかり向き合うことが

でき、少しですが人としても成長することができたように思います。初めは戸惑ったり、

困難なこともありましたが、帰国する際には、すっかりカナダの土地や人々に馴染んでし

まい日本に帰りたくないと泣いた程でした。絶対にまた留学したいです。人生で最高の思
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い出になりました。留学して学んだことを今後の生活に生かしていきたいです。また、こ

れからは夢の実現のために私を支えてくれるすべての人たちに感謝し、日本でできること

を全力でやろうと思います。 
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中期留学報告書 

～世界中の友達と様々な体験を～ 

 

ノースキャロライナ大学ウィルミントン校 17F0182 向山 雅貴 

 

 私が外国語学部に入学した理由は、「大学生活中に留学をしたかったから」という理由が

1番大きいと思います。そしてついに念願の留学に行くことができました。留学の申し込み

を提出したのもギリギリだったし、面接もうまくできなかったし、不安だらけで留学が決

定してしまいました。出発前に 1 番不安だったことは空港でのことです。私の目的地はノ

ースキャロライナ州のウィルミントン。しかし、違う州にもウィルミントンという空港が

あると聞いていました。どこだかわからないけど全然違う場所へ行ってしまうらしく、大

きな不安要素でした。しかし実際に空港へ行けば、各地の空港の職員さんが丁寧にゲート

まで教えてくれたので迷わず行くことができました。もう 1 つ不安だったことがあり、途

中で自分のスーツケースがどこにあるのか分からなくなりました。アトランタの空港でし

た。いろんな職員さんに尋ねてみたけれど、みんながそれぞれ違うことを言っていました。

誰の言っていることが正しいのか分からず、最後に尋ねた方を信じ、目的地であるウィル

ミントンへ飛びました。荷物受取所でスーツケースを待っていても出てきません。ウィル

ミントン空港まで大学の先生方や ESL の生徒がお迎えに来てくれました。そして一緒にス

ーツケースを探してもらいました。(笑) 結局１番最後に出てきて、とてもドキドキしま

した。留学のスタートは若干慌ただしいものとなりました。 

 ウィルミントンの気候はとても温暖で、沖縄のようなイメージです。夏はとても暑く、

ほぼ毎日同じ時間にゲリラ豪雨のような夕立が降ります。湿度もかなり高く、非常に蒸し

暑いです。11 月の上旬まではとても暖かく、半袖や半ズボンで生活している人も少なくあ

りません。冬は少し冷えますが、日中は気温が上がり、比較的過ごしやすいと思います。

しかし朝晩は少し冷え込みます。キャンパス内には野生のリスがたくさんいました。ウィ

ルミントンは小さな田舎の街ですが、近くにきれいな大西洋があります。大学の近くには

たくさんの飲食店やスーパー、ショッピングモールがあるので、食べ物には困らないでし

ょう。また、UNCWの学生カードを提示すると、市バスが無料で乗れます。 

大学に到着したらすぐにキャンパス内の学生寮に入りました。私の建物は大きな部屋が

いくつかあり、その中に小さな部屋が 6 つほどありました。タオル、枕、毛布、寒くなっ

たらブランケットなどは大学が貸してくれました。各部屋 2 人ずつで、私のルームメイト

はアメリカ人、しかも地元はノースキャロライナ州だと言っていました。彼はとても早口

で、最初の 1 ヵ月くらいは何を言っているのかよくわかりませんでした。もう一回言って 

と頼むと、同じスピードでもう一回言われるので、正直あまり言っていることを理解でき

ませんでした。しかし毎日同じ部屋にいてよく話をしたので、比較的早く会話になりまし

た。隣の部屋のイギリス出身の友達や、オーストラリア出身の友達の英語は、私はとても
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聞きやすかったと感じていました。 

 ESLプログラムのオリエンテーションの日に、初めて他の ESLの生徒に会いました。ベネ

ズエラ、コロンビア、中国、サウジアラビア、リビア、トルコ、クウェート、ドイツ、ベ

トナムなど、様々な国からの留学生がいて、さすがアメリカだなぁと思いました。大阪か

らの短期留学生もいたので、はじめの 1 ヵ月だけはたくさんの日本人がいました。軽く自

己紹介をしたあとに、みんなで教室や様々な施設を見に行きました。キャンパスの敷地は

とても広く、歩いている人は少なく、大半の人は自転車かスケートボードで教室移動をし

ます。図書館、ジム、フードコート、各教室、すべての施設がとても充実していて、よく

利用していました。数日後にウェルカムディナーというものがあり、そこでカンバーセー

ションパートナーを 1 人組んでもらいました。彼とはよく一緒にご飯を食べたり、ビーチ

に連れて行ってもらったり、スケートボードを教えてもらったり、すぐに仲良くなれまし

た。また、彼は日本が大好きで、日本の話もたくさんしました。そして彼は次のセメスタ

ーで日本に中期留学をすると話してくれました。またいつか日本で会えるのでとても楽し

みです。 

 8月下旬からESLの授業が始まり、月曜から木曜まで毎日同じ授業がありました。Grammar, 

Writing, Speaking and Listening, Reading Comprehension の 4 つで、月曜と水曜は各

授業が 50 分、火曜と木曜は 75 分でした。金、土、日曜は毎週休みですが、毎週金曜日は

フィールドトリップに行くことが多いでしょう。大学のすぐ近くのキャロライナビーチ、

ダウンタウン、老人ホーム、ホーンテッドハウス、ボーリングなどに行ってきました。毎

回ただ遊んでくるだけではなく、先生方がそれぞれに関する知らないような単語を集めて

プリントを作ってくれたり、ミニゲームをしたりして楽しく英語の勉強ができます。老人

ホームでは、お年寄りの方々に日本の緑茶を淹れてあげたり、箸の使い方を教えてあげた

り、筆を使って漢字の書き方を教えてあげたりしました。みなさんどれも初めて体験する

ようなことばかりだったみたいで、たいへん喜んでくださりました。 

 私はとてもたくさんの国の友達と仲良くなれました。彼らは私に、英語だけではなく様々

なことを教えてくれました。それぞれの国の文化、地理、スポーツの話ははいへん盛り上

がりました。みんなが 1 番楽しかったと感じていたのはそれぞれの国の食べ物の話ではな

いでしょうか。自分の国の伝統的な料理やオリジナルの料理の説明を英語だけでするのは

とても難しく、携帯で画像を調べて見せ合いながら説明しました。中には、実際に作って

食べさせてくれる友達もいました。私のお気に入りはペルーの料理です。鶏肉、牛肉が多

く、少しスパイシーですが、私は大好きでした。 

 もう一つ貴重な体験があります。日本語を学んでいる外国人に日本語の指導をお願いし

たい と日本語の先生に頼まれました。日本人 1人に対して外国人 2～3人のカンバーセー

ションパートナーを組み、日本語を教えながら英語を教えてもらうことができます。そし

てそこでも友達を増やせます。日本が大好きで日本に来たことがあるという生徒も少なく

なく、いろんな日本に関する話ができました。 
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 12 月の上旬には学校が終わり、卒業式があります。またいつか会えるかもしれないが、

別れはとても寂しかったです。みんなでご飯を食べに行ったり、パーティーをしたり、映

画を見たりしました。またいつかお互いの国を訪れて、必ず会おうと約束をしてきました。

留学は初めてだったので、私にとってはほとんど全てが初体験でした。ただ英語を学んだ

だけではありません。世界中の友達を通して世界中のことを、広く浅くではありますが知

ることができます。この約 4 ヶ月間で英語力が格段に伸びたかは分かりません。しかし、

本当にたくさんのことを学ぶことができました。危険な目にもたくさん遭いました。どれ

も本当に素晴らしい経験だったと自信をもって言えます。アメリカへ留学すれば、たくさ

んの国からたくさんの人種の人が集まってきます。もし留学先をどこにするか迷っている

なら、私はアメリカをお勧めします。またいつかアメリカに行きたいです。 
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中期留学報告書 

～私の成長、そして感謝～ 

 

メンフィス大学 17F0019 稲垣 伶 

初めに 

２０１４年の夏、私はアメリカのメンフィス大学に留学しました。私は小さいころから

アメリカに行きたい。本場の英語を学びたいと思っていました。留学は私にとって夢でし

た。私は、期待と不安と両方の気持ちを持ちながら、アメリカヘ行きました。最初はアメ

リカ人とどうやってコミュニケーションをとればいいのかすごく悩みました。 

 

生活 

 メンフィス大学は、寮生活でした。私は寮生活が楽しみでした。私の部屋は日本人が１

人、アメリカ人が二人、私を含めて４人での共同生活が始まりました。最初はもちろんお

互い知らない者同士、不安もありましたが、月日が流れるにつれ少しずつ会話も増え、い

つのまにかすっかりみんな仲良く過ごしていました。私は寮生活だったので、洗濯や料理

など全て自分自身で行いました。お買物などは、連れて行ってもらいました。アメリカは

日本みたいに治安が良い場所ではないので、基本的に連れて行ってもらうかタクシーです。

他にもいろんな国の人が寮に住んでいて、日本人もいました。最初はどうなるだろうって

思ったけど、メンフィス大学に来て素晴らしい出会いがあり、生活面では毎日が充実して

いました。確かに共同生活は気を使ったりもします。だけど、一緒に生活していたアメリ

カ人は本当に優しくてすごく話しかけてくれて、私も気を使うところはつかいました。で

も、本当に優しくて素直に嬉しかったです。 

 

授業 

 授業はたぶんこの留学の中で一番大変だったと私はおもいます。４ヶ月間、本当にたく

さん勉強しました。アメリカはたくさん勉強する国なので、私も気になっていました。私

は留学生が集まるコースで勉強していました。授業はもちろん英語で。最初は本当につい

ていくのに精一杯でした。毎日たくさん宿題が出ます。宿題の量はそんなに多くありませ

ん。ただ、内容が少し難しい時もあるので、私は日本にいる時より、当然勉強量は増えま

した。でもそのおかげで少しは英語の力がついたと思います。先生たちもとても分かりや

すく教えてくれます。なので、勉強は大変でもなんとかついていけます。レベルが上がる

につれて少し授業の難易度もあがって、宿題の量も増えます。私もセッション１は一番下

のクラスで、それでも結構ついていくのは大変です。セッション２から一つ上のクラスに

上がりました。日本だとカリカリ黒板に書くだけの授業が多いですが、ここでは留学生が

主体というかもちろん授業中は静かにしています。少人数での授業なのでペアワークとか

もあり、すごくお互いの交流があると私はおもいました。もちろん最初は緊張しました。
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何を話せばいいのかな。と思いました。でも、相手がどこから来たの？とか何歳？とかい

ろいろ聞いてくれて少しずつクラスメイトのみんなとも少しずつですが、仲良くなってい

きました。いろんな授業がありましたが、私は grammarと pronunciationと healthy English

の授業が好きでした。Grammarの授業は文法の授業です。日本人はある程度高校で習ってい

るので、私も分かっているつもりでいましたが、忘れているところもいくつかありました。

pronunciationは私が最も苦手としている発音の授業です。でも、先生が本当に面白くて優

しくてすごく楽しみでした。healthy Englishの授業は体の部分のことや、健康問題などを

英語で学びます。どれも私にとってすごく為になる授業ばかりでした。 

 

課外生活 

 勉強以外にもたくさんのイベントがありました。先生たちとコンサートにいったり、先

生の家に行ってゲームをしたり、アメリカンフットボールの試合を見に行ったり、いろん

なイベントがあり、本当に４ヶ月間充実していました。他にも友達とお休みの間に旅行し

たりすごくいい思い出ができました。アメリカでしかできない経験をたくさんしました。

私はこのイベントで名古屋学院大学のメンバーとはもちろんですが、他の日本の大学の人

達、いろんな国から来ている留学生、先生。本当にたくさんの出会いがあり、別れがあり、

これからも交流は続けていきたいとおもいました。コンサートは、ジャズを聴きました。

知らない曲ばかりでしたが、とても興味深かったです。先生のお家でのゲームは、みんな

で UNO をしたりジェンガをしたり。とても楽しかったです。アメリカンフットボールは、

私は生まれて初めて観戦しました。ルールは全く知りませんでしたが、先生がわかりやす

く教えてくれて見ていてとても楽しかったです。アメリカ人の盛り上がり方はすごかった

です。それに負けじと私たちもすごく盛り上がりました。 

 

終わりに 

 私はこの四か月間を終えて、自分自身を成長させることができたと少しは感じています。

しかし、四か月学んだことを忘れずにこれからの日々を過ごしていきたいと思っています。 

そして、一緒に四か月過ごした友達、留学に行かせてくれた両親、本当に感謝しています。

私は、心から留学をしてよかったと思っています。 
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